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「食」に関する将来ビジョン検討本部（第６回）

日時：平成24年５月10日（木）

会場：農林水産省第２特別会議室

時間：16:19～17:18

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１９分 開会

○森本政務官 定刻を過ぎましたが、ただいまから「食」に関する将来ビジョン検討本部

第６回の会合を開催させていただきます。

皆様方におかれましては、お忙しい中にも関わらずご参集いただきましたことに心より

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鹿野大臣は、本日は所用のため欠席させてい

ただきますので、ご了解願います。

また、いくつかの府省の大臣政務官が欠席しておられますが、事務方に代理出席してい

ただいておりますので、こちらもご了解願います。

本日の会議は17時45分まで時間をとってございますが、議論が終了次第、閉会させてい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

今日のこの会議は、公開となっております。また、配付資料及び議事概要、議事録は後

日ホームページで公開されますので、ご了解願います。

今回の会議の趣旨につきましては、年央に政府全体で取りまとめる予定の日本再生戦略

を念頭に置いて、平成22年12月に策定した「食」に関する将来ビジョン、いわゆる「食ビ

ジョン」の推進状況を検証するとともに、今後の進め方についての方向性をご議論いただ

くことでございます。

食ビジョンは新成長戦略にその根拠を持っており、政務官レベルでの議論を行い、食や

地域を切り口として様々な需要を喚起するためのプロジェクトを各府省が連携して取り組

むものとしてまとめたものでございます。食ビジョンの策定から約１年半が経過しまして、

また、その後、食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画も決定されたわけでござ

います。そこで、日本の成長、地域の発展の見地から、食ビジョンについて今後どのよう

に進めていけばいいか、改めて各政務官の皆さんからご意見を賜りたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ここでカメラは退席をお願いします。

○森本政務官 今日は、時間の関係ですぐに退席される政務官がおりますので、大澤課長

の説明は後に回させていただいて、引き続き私の方で急いで進めさせていただきますので、

ご了解いただきたいと存じます。

今後の議論の道筋につきまして、私なりにその考え方を整理させていただきましたので、

披露させていただきます。
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資料３をご覧下さい。

まず左の欄でございますが、食ビジョン作成の経緯や今後の見直しの時期について書か

せていただいておりますが、説明は省略させていただきます。

真ん中の欄は、加速化に当たっての３つの視点を記載させていただいております。

１つ目は、地域レベルでの実践強化でございます。地域でのモデル的な取組を食文化、

食育、交流・観光、木材利用を含む環境、バイオマスなどの分野にも広げてはどうかと考

えております。

２つ目でございますが、新しい価値の発見と見える化でございます。日本食文化のユネ

スコ無形文化遺産への登録申請のような食の価値を見直すような取組を、健康や知的財産

などの他の分野にも広げてみてはどうかと考えております。

３つ目でございますが、新たな絆の構築による推進体制の強化でございます。基本方針、

行動計画を踏まえて農林漁業成長産業ファンド、これは今回、私どもの農林水産委員会に

て法案を提出しているファンドでございます。そして新たな戦略を進めて参りたいと考え

ております。

今後はこのような取組を、関係府省等の連携の下で、より具体的に進めていけばと考え

ております。また、食ビジョンの地域における取組の中で、企業、ＮＰＯ、地域住民や女

性等の多様な主体の取組を進めては、とも考えているわけであります。

本日はフォローアップの状況や、今、紹介させていただいた３つの視点を含めて皆様方

に自由に議論をしていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

そして、急ぎますが、今後の予定について、資料４をご覧いただきたいと存じます。

今月中を目途に事務方で調整を行い、有識者委員の意見もいただきつつ、可能であれば

来月、各府省の政務官の皆さんとの間でご相談させていただきたいと考えております。取

りまとめは来月下旬を考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、ご意見をいただきたいわけでありますけれども、誠に申し訳ありませんが、

園田政務官、中野政務官、そして大串政務官の順で時間がないそうでございますので、ご

指名して申し訳ないですけれども、ご了解いただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○内閣府（園田政務官） 内閣府で食育、男女共同参画を担当している政務官として、一

言申し上げたいと存じます。
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本日は「食」に関する将来ビジョン検討本部ということで、農林水産省を初め各省の皆

さん方がこうして食のビジョンに対しまして、しっかりと取り組んでいただいていること

に心から感謝申し上げたいと思います。

２つ申し上げます。

まず、食育の推進についてでありますけれども、内閣府としては、昨年３月に第２次食

育推進基本計画を立てさせていただきました。そこにおいては３つの重点課題がございま

す。まず１つ目、生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進。２つ目、生

活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進。３点目、家庭における共食を通じた子供

への食育の推進。この３点を掲げて、各関係行政機関、そして民間団体等が連携して食育

を総合的かつ計画的に推進しているところでございます。

これはなかなか皆さん方に周知できていないんですけれども、実は、食育の推進運動の

全国的な展開を図るということで、毎年６月を食育月間としてございまして、是非皆さん

方、６月を食育月間という位置づけで進めていただければと思っております。

同時に、毎月にも「食育の日」というのがあります。毎月19日を食育の日という形で普

及啓発を行っておりますので、政務官の皆さん方は率先して、この日を食育の日、あるい

は６月を食育月間ということで普及啓発にご協力いただければと思います。とりわけ早く

帰って可愛い子供、素敵な奥さんあるいは旦那様と一緒に、家族揃って食事をされること

は素敵なことではないかと思っておりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと存じ

ます。

そして、皆さんのお手元にチラシをお配りさせていただきました。食育月間における全

国的な行事といたしまして、食育推進全国大会を開催させていただいております。今年度

は６月16日と17日の土曜日・日曜日に神奈川県横浜市で行われるところでございます。関

係省庁、農林水産省には大変ご助力いただいているところでございますけれども、関係省

庁の皆さん方にも是非ご協力をいただければと思っておるところでございます。

そしてまた、内閣府では今「食育ガイド」というものを作成途中でございます。今はま

だ策定途中でございますので、お配りできておりませんが、これができましたら皆さん方

にも配布させていただきますので、是非関係省庁の政務官の皆さん方を中心に、この食育

ガイド、大変分かりやすく書いてございますので、食育に関する知識であるとか普及啓発

も含めて、どういった形で進めていけるのか、これを見れば一目瞭然のところもございま

すので、是非ご活用いただければと思っておるところでございます。
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すみません、ちょっと長くなりましたが、もう一点だけ。男女共同参画の立場からも一

言申し上げたいと存じます。

私ども内閣府といたしましても、６次産業化、地域活性化の取組の中で女性の参画が大

変重要な位置づけであると考えておるところでございますが、男女共同参画の中では男性

の参加も大変重要であると考えております。第３次共同参画基本計画においては、重要課

題として食育の推進を位置づけさせていただいているところでございまして、男女あるい

は世代を超えて食育を一層推進していくことは大変大切なことであると考えておるところ

でございます。先ほど森本政務官からもお話がありましたが、農林水産省におきましては

女性の登用というか、まず地域農業の在り方を定めるプランづくりの検討メンバーの中に

女性がおおむね３割以上参画することを要件として位置付けていただいたり、あるいは６

次産業化関連等の一部の補助事業の実施に当たっては、女性農業者が応募した場合には優

先的に採択されるという枠を率先的に設けていただいてございまして、男女共同参画担当

としては大変ありがたく思っているところでございます。

こういった取組を、大変恐縮でございますけれども、農林水産省だけではなくて各省の

皆様方には参考にしていただきながら、さらに食育の観点からも、男女共同参画の割合と

いったものは大変重要になって参りますので、是非皆さん方にはお取組をお願い申し上げ

て、すみません、ちょっと長くなりましたけれども、私からのお願いとさせていただきま

す。

よろしくお願いいたします。

○森本政務官 ありがとうございました。

それでは、中野政務官お願いします。

○外務省（中野政務官） 恐縮でございますけれども、先にお話しさせていただきます。

外務省でございますけれども、もうご案内のとおり 「食」に関する将来ビジョンでは1、

0のプロジェクトが提示されてございまして、その中で外務省からは４つのプロジェクト

に関連して、今、どのような進捗であるかをお話しさせていただきたいと思います。

まず 「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開、そして我が国農林水産物・、

食品の輸出促進による海外展開についてお話しさせていただきます。

これにつきましては、在外公館を通じて輸出促進についてやらせていただいている。そ

して検疫協議等も併せて行わせていただいております。また、在外公館では、会食レセプ

ションですとか各種イベントにおける日本食の提供や日本食セミナーなどを通じて、今、
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ＰＲを実施させていただいております。

特に、震災後は輸入規制措置が多くの国でかけられたわけでございますけれども、これ

につきましては国際社会に対しまして、あらゆる機会を通じて日本の現状、そして食の安

全性をしっかりと情報提供する中で、カナダ、チリ、イラク、ペルーなどは輸入規制を完

全に解除されるということで、一定の成果はございますけれども、中国等まだ規制されて

いる国がございますので、引き続き私たち省を挙げて、理解をしていただくことに努めて

いきたいと考えております。

そして、先ほど森本政務官からもお話がありましたけれども、日本食文化のユネスコ無

形文化遺産登録に向けましては、本年３月にユネスコ事務局に提案書を提出させていただ

いておりまして、今後とも登録の実現に取り組んでいきたいと考えております。

総合的な食料安全保障の確立については、これはもう言わずもがな、世界全体の農業生

産の増大及び円滑な農産物の貿易の拡大に貢献することが、我が国の食料安全保障の確保

に貢献することでございますので、まず我が省としましては、ＯＤＡを通じた食料増産へ

の支援をしっかりとしていく、そしてＷＴＯ等での取組を通じて自由貿易体制の維持・強

化に努めていくことを柱としてやらせていただいております。

また、現在交渉中のオーストラリアとのＥＰＡにおきましても、食料の安全供給に関す

る議論を行わせていただいております。

また、民間投資につきましては、責任ある農業投資原則の策定に向けた取組や、本邦企

業による海外農業投資の促進に努めているところでございます。

ここで１つご提案といいますか、今後の検討課題としましては、不測時の食料安全保障

マニュアルの見直しをどのように行っていくかということでございます。

これは東日本大震災の経験を踏まえた検証を通じて、緊急時における実効性をいかに確

保することができるか、これが紙の上だけではなくて、本当に緊急時にしっかりと機能す

るものができるか、もう一回しっかりと全省挙げて検討していかないといけないのではな

いかと思っております。

もう一点は、再生可能エネルギーでございますけれども、再生可能エネルギーの導入拡

大につきましては、本年３月に関係省庁と共催させていただきまして、被災地である福島

県におきまして国際エネルギーセミナーを開催させていただきました。再生可能エネルギ

ーを利用したコミュニティ再建等について、国内外の専門家による活発な意見交換を行わ

せていただきましたが、こういったインプットもしっかりと行って、またバージョンアッ
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プに努めていきたいと考えております。

○森本政務官 ありがとうございました。

特に災害については、私どもも同じような認識で、今そのようにやっておりますので。

また後で機会があれば・・・。

それでは、大串政務官お願いします。

○内閣府（大串政務官） お先にすみません。大変恐縮でございます。

国家戦略の立場から１つ、お願いも含めての発言でありますけれども、このビジョンに

おいては各プロジェクトが提示され、これを実行していくことになっているわけですけれ

ども、このプロジェクトは、ご案内のように、新成長戦略の中に盛り込まれている施策と

もインターリンクしています。かつ、去年の秋に作りました我が国の食と農林漁業の再生

のための基本方針・行動計画の各施策ともインターリンクしています。

今、新成長戦略に関しては、ご案内のように、各省庁の皆さんと一緒にフォローアップ

させていただいていて、それを年央にまとめる日本再生戦略に盛り込んでいこうと思って

いるんですけれども、国家戦略会議でも、今、いろいろと作った施策をどう実行していく

のかが一番重要だという声が非常に強く現われてきています。ですので、それぞれインタ

ーリンクしている施策、プロジェクトをとにかく加速化して実行していくことが非常に今、

注目され、かつ大事になっているものですから、是非関係各省庁の皆様におかれましては、

この将来ビジョンの中におけるプロジェクトも加速化を図っていただけますように、国家

戦略の立場からも是非お願いさせていただきたいと思います。

○森本政務官 ありがとうございました。

それでは、あっちこっち飛びますけれども、先ほど飛ばしました食ビジョンのフォロー

アップの状況について、有識者の方の意見も交えて、事務方から５分程度で説明させてい

ただきます。

○大澤政策課長 農林水産省政策課長の大澤でございます。よろしくお願いいたします。

資料１－１「平成23年度実施状況等及び平成24年度以降の取組予定について（概要 」）

に即しまして、簡単にご説明させていただきます。

１ページをお開き下さい。

10のプロジェクトを１ページに１つずつ、平成23年度の主な実施状況、平成24年度の主

な取組内容を上の欄に、下の欄に具体的な取組事例を書かせていただいております。

詳しくは読んでいただくことといたしまして、触りだけご説明します。
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まずプロジェクト１、６次産業化につきましては、６次産業化の法律に基づきます事業

計画の認定、経済産業省さんと連携した農商工連携の事業計画の認定等を行っております。

また、食ビジョン後の新しい取組といたしまして、農水省、文科省、経済産業省が連携し

て 「地域イノベーション戦略推進地域」という研究開発を地域におろした取組をさせて、

いただいております。

今後は、先ほど政務官のお話にもありましたように、農林漁業成長産業化ファンドを今

回、直接投資を促進するための枠組みとして国会に提案しておりますので、これをどうや

って動かしていくかが大事だろうと思います。

急いで恐縮ですが、次のページ 「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開で、

ございます。

このプロジェクトで初めて「食文化」ということ、食を文化として取り組もうという取

組を始めたところですが、その後、文化庁、外務省等関係省庁と連携いたしまして１つ実

を結んだものが、日本食文化をユネスコ無形遺産に登録するという申請を３月に行ったと

いうものでございます。今後１年ぐらいの間に審査が行われるということで、これを突破

口にして、食文化を軸とするいろいろな政策融合ができないかということで、マニュアル

づくり等が平成24年度以降の課題になっております。

プロジェクト３、輸出でございます。

こちらにつきましては、不幸にも、原発事故の影響により輸出が落ち込んでいるわけで

ございますが、昨年11月に輸出戦略の立て直しに向けた提言を取りまとめまして、国家戦

略としてのマーケティングを行っていくこと、風評被害に対処するために検査体制をしっ

かりするといった方向性を出したところでございますので、冒頭の森本政務官のお話にも

あったとおり、これを実際どう動かしていくかが課題だと思っております。

プロジェクト４ 「交流」を軸とした農山漁村コミュニティの再生・地域活性化でござ、

います。

一部のヨーロッパ地域では、農家民宿というものが非常に盛んでございまして、我が国

でも同様に、地域での農家民宿等が進んでいけば地域の活性化にもつながるのではないか

ということで、交付金制度、子どもの農山漁村交流プロジェクトを進めてございます。こ

のようなものを今後どう進めていくのか、食と農業の再生と絡んでどうやっていくのかが

今後の課題だと思っております。

５ページ、プロジェクト５です。
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この再生可能エネルギーも、福島の原発事故等を契機といたしまして新しい展開が行わ

れております。固定価格の買取制度も開始いたしますし、農林水産省としても、農山漁村

における再生可能エネルギーの発電の促進に関する法律案を出して、関係する手続の簡素

化等の法案を提出しておりますので、これを実際どう動かしていくのかが今後の課題にな

ると思います。

プロジェクト６は環境保全機能を支える仕組みの構築でございますが、このプロジェク

トを作ったのは、ちょうど里地里山法が成立した時でございましたので、どうやっていろ

いろな主体を絡めてこれを動かしていくのかを主にやってきたところでございます。今後

は、これをどうやって促進していくのかが課題だと思っております。

プロジェクト７、医療、介護、福祉と食、農との連携でございます。

これから高齢化社会を迎えるに当たって、農業の持つ様々な機能、食料品の様々な機能、

こういうものをどうやって生かしていくかということでございまして、厚生労働省と農林

水産省とで連携いたしまして、医食農連携に関するグランドデザインあるいは地域のモデ

ルの実証、そのようなことを行っているところでございます。

現実に、下の欄にありますように、いろいろな取組が行われているところでございます。

プロジェクト８は、生涯食育社会、先ほど園田政務官からもご説明がありましたとおり、

第２次食育推進基本計画が平成23年３月31日に決定いたしました。その際、この検討会で

議論いたしました生涯食育社会を進めていくということが盛り込まれたところでございま

して、これも今、推進している状況でございます。

プロジェクト９は 「食」に関する国民運動の展開でございます。、

各省が様々な立場から取り扱っておりますウォームビズ、イクメン等々の国民運動につ

きまして、食という観点で相互リンクを張っていただきたいということで、これは実際上、

そのような形で実績が出ているところでございます。

10ページは、先ほど中野政務官からもお話がありました、総合的な食料安全保障の確立

でございます。

当時は気象に関する情報提供、海外農業投資、戦略港湾の選定等々で連携いたしたとこ

ろでございますけれども、震災、原発事故を受けまして、食料安全保障マニュアルをどう

やって見直していくのかを、現在、関係省庁の助けを得ながら検討しているところでござ

います。この夏に方向性を出す予定でいるところでございます。

次に、資料２についてテーマだけご紹介いたします。
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この食ビジョン検討本部には有識者の委員が20人程度いらっしゃいますが、今回、議論

を再開するに当たりまして一部の方から意見をいただいております。様々な見地からのご

意見でございまして、説明は省略させていただきますけれども、今後の検討の参考にさせ

ていただきたいと思います。

○森本政務官 それでは、自由にご意見をいただきたいと思いますが、福田政務官からも

何かございますでしょうか。

○総務省（福田政務官） すみません、私も。

私からは、２点だけ申し上げておきたいと思っております。

今、伺ったお話には非常に魅力的なものがいっぱいありましたけれども、プロジェクト

２で食文化を軸とするという話がございました。そしてユネスコ無形文化遺産に登録する

ためという話がありましたが、ここにいらっしゃる皆さんは、世界の三大料理と言ったら

何を挙げますか。中華料理、フランス料理と出てくるけれども、３番目に何が出てくるか。

私が外国で体験した時には日本料理は出てこなくて、イタリア料理とかトルコ料理と言わ

れてしまう。ここは、やはり「三大料理」と言ったら日本料理がパッと出てくるような、

そういうイメージ作戦というか、そういうものをやっていく必要があるのかなと思ってお

ります。

あとは、つまらないことですけれども 「食」に関する将来ビジョンについての政府一、

体で取り組む成長プロジェクトが10あるんですけれども、１番目のプロジェクトは「農山

漁村の６次産業化」というのが正式タイトルなんですか。それとも「農林漁業の６次産業

化」というのが正式タイトルなのか、そこをはっきりした方がいいのかなと思います。

私はこの作成過程に関わっていないので。これは「農山漁村」となってしまったんです

か。

○大澤政策課長 分かる範囲でお答えしますけれども、民主党のマニフェストあるいは政

策インデックスにおきましては 「農山漁村の６次産業化」というようなことが書かれて、

いたわけでございますけれども、１次産業、２次産業、３次産業を融合させるという意味

では、やはり「農林漁業の６次産業化」ということでありまして、ケース・バイ・ケース

で両方使い分けているのが今の現状かと思っております。

○総務省（福田政務官） 日本語の使い方として、民主党のマニフェストは間違っている

と思うので、それは直した方がいいなと私は思います。

すみませんが、これで失礼します。意見はまた後で、楽しそうなあれなので、後ほどま
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たいろいろと。

○森本政務官 それでは、どうぞご自由に。

○経済産業省（中根政務官） 経済産業省の中根康浩と申します。

初めての出席なものですから、分からないことがたくさんありまして、確認するところ

から始めさせていただきたいと思います。

先ほど大串政務官がおっしゃったように、成長戦略に位置付けられている中でプロジェ

クトがそれぞれ進められている。それで、冒頭森本政務官から加速化についての案が示さ

れた。それで、あえて今日、この加速化の案が示されたということは、今まで加速化され

ていないというか、スピード感にいま一つ物足りないものがあったということなのか、そ

れとも、今、それぞれの政務官からご報告があったように、とはいえ着実に進捗している

というご報告も一方であるわけで、また、着実に実施されているということは、森本政務

官のお示しされた資料の左端の下の方に「食ビジョンの加速化 「食ビジョンのフォロー」

アップの結果、各取組は着実に実施」 されているという意味合いだろうと思いますけ─

れども と記載されているわけでありまして、着実に実施されているか、あるいは加速─

化されているか、その辺りについてフォローアップした結果、現状どういう認識でおられ

るのかが、今この数十分の間では何となく分かりにくい気がしております。

それで、森本政務官からのご提案のピンクのところですけれども、①②③と広げてはど

うかということでございまして、これは決して反対するわけではない、むしろ賛成いたし

ますけれども、今、別紙の資料でご説明された中にも、例えばバイオマスとかユネスコの

話であるとか、それぞれ既に盛り込まれているようなことも広げる対象として資料３に記

載されているということで、改めて今日、加速化の３つの視点が提案された理由が、私が

初めての出席だからかもしれませんけれども、いま一つ分かりにくいというか、理解がま

だ進んでいないのが正直なところでございますが、ご説明いただけますでしょうか。

○森本政務官 足りないところは後で事務方からフォローがあると思いますが、実際、私

自身も初めから全部関わっていたわけではありませんので、その辺りは言葉足らずがある

かと思います。

これまで、どちらかというと各省別に皆さん着実に実行されてきたと思うんです。ただ、

こうした横串を刺して、各省連携の下でこうした会議をして政府全体として取り組んでい

く、それも今回、大串政務官が言われたように、一番元は成長戦略の中に位置付けられて

いるということが、今回、ウエートとしてはかなり高いんだなと私は思って仕事をさせて
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いただいておりますので、この３つの案については、あくまでも私が省の担当としてまと

めさせていただいたものでございますので、また皆さんからご意見をいただいて、そして

政務官同士でもう少し詰める必要があれば、前段で申し上げたようにお話もさせていただ

いて、詰めさせていただいたらどうかなと思っております。

今、６回目になって、今まで積み上げられてきた結果がこうなっておりますので、初め

て出席されるとちょっと「あれ？」と、私も逆の立場になれば同じような思いをしたかと

思っておりますが、全体にかなり加速化して、全体的にバージョンアップが図られていく。

省庁がこれほどしっかり連携をとることは、私はかなりの戦略になっていくと思っており

ます。

佐藤総括審議官からもどうぞ。

○佐藤総括審議官 今、森本政務官からお話があったとおりですが、具体的なことで申し

上げますと、資料１－１の７ページをご覧下さい。

今年、医療あるいは介護、福祉と食とか農の連携ということで 「平成23年度の主な実、

施状況」にございますが、当方で厚生労働省さんとの連携などを通じまして、農業にどの

ような効果といいますか、そういうものが出てくるかということで、ここにありますよう

ないくつかの事業をやったわけでございます。

その結果、やはりなかなか定性的な、あるいは定量的なものがまだまだ不十分だという

結論になりまして、平成24年度の主な取組内容として、右側の２つ目の「・」に書いてご

ざいますが、科学的エビデンスの獲得手法等を平成25年度までに開発するといったような

ことを今後、進めていこうかと思っておりますが、やはり今、政務官ご案内のように非常

に時間が早く求められておりますものですから、こうしたものについて、やはりもう少し

何か違うやり方、切り口があればもっと、こうしたものは非常に大事な、注目されている

課題だと思っていますので、こういう点については、我が省だけではなくて政府全体で、

いろいろとお力なりお知恵を拝借しながら進めていきたいということで、先ほど政務官か

らお話ありましたように、新たな絆の構築による推進体制の強化なり、そうしたものつい

ての加速化といったことで、いろいろと各省のご協力をお願いしている次第でございます。

○経済産業省（中根政務官） また後ほど、いろいろな省のご意見を伺ってから経済産業

省の考え方をご説明します。

○森本政務官 それでは、他に。

○厚生労働省（藤田政務官） 私も初めての参加で経過等も十分踏まえておりませんし、
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厚労省としてまとまっての見解ということではありませんけれども、今までのお話、また、

今、ご紹介がありましたプロジェクト７で、さらにそれを強化していくということで絆を

構築していくというお話等を伺いまして、例えば障害者の就労という意味で、障害者が農

業に参入していくという問題、また、農村の高齢者がその指導に当たる、この仕組みづく

りというのは、例えばお隣に神本政務官がいらっしゃいますけれども、学校現場にもその

まま活用できる仕組みだと思います。

そういう意味で、ここからいろいろなことを派生させてさらに広げていくことは充分可

能で、特に農村の高齢者の方々というか、実際に農業をやっていらっしゃる方々になるか

と思いますけれども、そういう皆さん、いろいろな蓄積を持っていらして、地域の中で特

に子供たちであるとか障害者の施設等との連携を強化することは、その地域のコミュニテ

ィそのものを活性化していくことにもつながっていきますので、大変大事なことだと思っ

ていまして、これをもっと具体的に、食品の機能性についてはエビデンスが重要というお

話もありましたし、障害者の安定就労についてもまだまだ数がという話ですから、そこは

本気で動かしていくということを、連携していけばもっといろいろできてくるのではない

かと思いますので、厚労省としてもまたしっかり検討させていただきたいと思います。

もう一つ、プロジェクト９の国民運動の展開でございます。先ほど園田政務官から毎月

「食育の日」というのがあるとの御説明がありましたが、国民運動というのはやはりとて

も大事なことで、プロジェクト９の中身をもう少し系統立ててしっかりやっていけば、一

つ一つ個別のプロジェクトにもそれが波及していくのではないか、こんな印象を持ったと

ころですので、是非これも一緒に検討させていただければと思います。

○文部科学省（神本政務官） 今、子供たちのこともお話がありましたが、文科省として

は、教育分野と科学技術、それから、先ほどユネスコの無形文化遺産のお話がありました

が、そういう様々な観点から、ここに掲げられております理念実現のための取組を行って

おります。

教育分野では、何といっても、学校給食を通じた食育ということは食育基本法ができて

以来、取組を進めているんですけれども、特に、子供たちが農山漁村で体験活動をする、

そういう取組もこの中で行っております。私自身も昔、小学校の教員をしておりまして、

こういうビジョンなどとは関係なく、子供たちはやはり自然に触れる、しかも生産活動を

するということにはとても意欲的で、収穫するととても喜んで、収穫したものを調理して

食べる。ただ、本当にそれが安全なのかといったことではいろいろありましたけれども、



- 14 -

教育課程の中に総合学習というのがありますので、学校給食だけではなくて、そういった

時間を使ってやっていることをもう少し積極的に広げていったらいいのではないかと、お

話を伺いながら思いました。

科学技術分野での取組については、海洋生物資源の確保でありますとか気候変動等の地

球観測システムの構築等を通して取組をしているということと、文化分野では、先ほどか

ら何人もおっしゃっていますが、ユネスコの無形文化遺産登録の推進ということで、これ

は本当に、フランス料理、イタリア料理は出てくるけれども日本の食というのは出てこな

い、でも、文化庁としていろいろ審議会に諮ったりしてきた経緯を聞いてみますと、やは

りこれはもっと自信を持って世界に発信していく必要があるのではないかと私自身、個人

的にも思っているところでありますので、今、提案書を提出して、最短で平成25年秋の政

府間委員会において記載の可否が審議される予定だということですので、それまでの間、

各省連携して是非これが無形文化遺産に登録されるように、文科省としても尽力していき

たいと思っております。

やはり日本食の「おいしい」とか「健康にいい」といったことだけではなくて、伝統文

化としっかり結びついた食文化であるということも改めて思い直したところであります。

例えばお正月のお雑煮でありますとか、これも地域によって様々違いますし、そういう日

本の歴史とつながった文化としての食があるということは、諸外国のことはあまり知りま

せんけれども、もっとアピール、発信していい面ではないかと思っているところでありま

す。

○森本政務官 ありがとうございます。他の省庁の方は。

○経済産業省（中根政務官） ないようでしたら、改めて経産省から。

経産省といたしましても、10のプロジェクトのうち少なくとも１、２、３、４、５、６、

10という辺りは強く関与させていただいております。特に農商工の連携につきましては、

例えば植物工場であるとか、あるいは私自身も浜岡原発の所で見たことがあるんですけれ

ども、浜岡原発の温水を使ってクエという魚を陸上養殖というんですか、している。停止

前の話で今もやっているかはちょっと分からないんですが、そういったものを推進してい

くということ、あるいは先ほどから日本食という話が出ておりますが、まさに経産省とし

ても、その辺りのところはクールジャパンという考え方で、大臣を先頭に推進させていた

だいております。

このように、数え上げれば切りがないほど、まさにこの10の成長プロジェクトに関わる
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ことについては関与させていただいております。従って、これからも各省と連携しながら、

成長戦略に寄与するようなプロジェクトの推進には全力で取り組んでいきたい。特に経産

省としては、新成長戦略というところは当然重視させていただいてといいますか、経産省

の最も得意とするところであると自負させていただいておりますので、その考え方に基づ

いて国際競争力をしっかりとつけていく。この分野で稼いでいくことも極めて重要なこと

であるし、先頭に立って頑張っていきたいという思いであります。

その上で、改めてもう一度、森本政務官の最初の提案に戻るわけですけれども、今まで

こういった取組がこの「食」に関する将来ビジョン検討本部、今日は第６回ですので、第

５回までの間に協議されて推し進められてきたということであります。その中において、

この黄色い所 「左の視点に基づく具体的な取組方策の検討（６月目途に取りまとめ 」と、 ）

いうことであります。従って、改めて今、各省庁からご報告があったわけですが、このフ

ォローアップが充分行われているということであるならばいいんですけれども、久しぶり

にこの会議が行われたということであるならば、必ずしもこの会議で当事者意識を持って

フォローアップが行われているとは言えないということにもなるかもしれませんのでその

辺りを確認させていただきながら、６月を目途に取りまとめていくに際しては、経産省を

含めた各省庁と充分連携をとって行っていただきたいということは要望させていただきた

いと思います。

各省毎にやっていくプロジェクトならば、それはいいんですけれども、いろいろな省庁

が本部をつくってまとまって、連携してやっていくというのがこの検討本部の趣旨である

ならば、改めて取りまとめをやり直す際にも充分な調整を行って、それぞれのよさが十分

生かされるようなものにしていかれることを要望して、意見とさせていただきます。

○森本政務官 ご要望というよりも、当然のことだと私自身は認識しています。ただ、事

務方で、これをもっともっと掘り下げていく作業を今からやっていきますので、是非ご協

力をお願いしたいということと、先ほど前段で申しましたように、そのことにもう少し政

務官としても入っていただくことが可能でございましたら、是非そういう会議も持たせて

いただきながら、日本再生戦略のお尻がしっかり決まっていますので、それまでにかなり

濃密に詰めさせていただくことになると思います。

その点は、私から是非お願いさせていただかなければならないことでございましたので、

今、ご意見いただいた中でも、もう既にこれはもっと落とし込んだらという話がございま

すので、是非ご協力をいただいて、全体でまとめていくような格好にさせていただきたい
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と思いますので、是非よろしくお願いいたします。

政務官の皆さんもお忙しいですし、なかなかこれだけに集中してやっていただけないと

思いますので、事務方を含めて、私どもからしっかりまた順番で動くように今、認識もし

ておりますので、よろしくお願いいたします。

○内閣府（郡政務官） 遅れて参りまして、大変申しわけありませんでした。消費者庁、

食品安全、そして復興を担当する政務官として申し上げておきたいことがいくつかござい

ますので、お話しさせていただきます。

まず、今般、消費者庁は、消費者にとって安心・安全な食料を確保するということであ

りますから、この点については各分野、それこそ10の成長プロジェクトすべてに関わって

くるものと思いますし、復興の面では、戦略６に「震災に強い農林水産インフラを構築す

る」と、これは昨年10月にまとめられた中に書かれているわけですけれども、この間、も

ちろんインフラそのものを強化することも大切ですけれども、万が一の時の非常食につい

ても、いろいろと考えなければならないのではないかということもあったように思います。

例えばアレルギーを持っている人たちに対して安全な食料をどう支援していくか、ある

いは病気を持っている人たち、避難所では例えばおにぎり、カップ麺、バナナといったも

のが支給されたわけですけれども、食べられるものがなくて結局衰弱してしまうといった

例や、あるいは食べてはいけないものを食べてしまって病気が悪化したというようなこと

もありまして、この辺に対しても配慮が必要なんだなと実感もさせていただきました。

それから、例えば野菜不足、たんぱく質不足ということもあり、健康食品等で補給する

ようなこともあったのですけれども、そもそも、例えば大豆を乾燥させて粉末にして唾液

で溶かして栄養源とできるようなものでありますとか、野菜も粉末にして、それを唾液で

溶かして食べられるようなもの、こういった新しい非常食開発も成長戦略に乗る大きなも

のと認識しております。こういうところにも力を入れていくべきではないかと感じている

ところであります。

今般の東日本大震災では、日本人の胃袋を賄ってきた大きな食料基地が震災を受けて、

大変供給が滞るということもございました。６次産業化と言いましても付加価値を高める

製品をつくれる生産地にするのみならず、例えば、食物を育てるための太陽の役割、水の

役割といった周辺環境も含めて、それが子供たちの食育につながっていったり、あるいは

障害を持っている人たちの雇用につながっていったり、様々な面での食文化を伝える、そ

ういうツールもいくつも兼ね備えられるという意味での新しい食料基地の構築ができるん
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だろうと思っておりますので、その辺もできればいろいろアイデアを出させていただけれ

ばと考えています。

うまく説明できたかどうか分かりませんけれども、よろしくお願いいたします。

○森本政務官 他にございませんか。政務官の皆さん以外でも、ご意見ございましたら。

○文部科学省（神本政務官） 今、有識者の方のご意見をパラパラと読ませていただいた

んですが、福島の放射能汚染の米とかああいうものに対して、食の安全・安心ということ

で、先ほどの説明ではプロジェクト３で、輸出が非常に落ち込んでいるからそこから回復

のための検査体制等も必要であるというご説明があったんですが、具体的に、ここについ

てはどのようにやっていくのか。ここでやるべきなのかどうか分かりませんけれども、食

を扱うのであれば、やはり食の安全について少し強調してやる必要があるのではないかと、

ふと思いました。

今、文科省は科学技術の競争的資金で検査機器の開発を早急にということで、米を袋に

入れたままベルトコンベアを通すことですぐに結果が出るような機器を１年以内に公募し

て作ってもらうといったこととか、２年から５年かけて中期的に、他の食材についてもそ

のまま非破壊で検査できるような機器の開発に取り組んでいるんですけれども、そういっ

たことは、この食の将来ビジョンといいますか、当面の課題でもあるんですけれども、ど

こかで少し強調する必要があるのではないか。

有識者の金子勝先生が資料２の３ページでそういうことに触れていらっしゃるんですけ

れども、それについてはどういう取り扱いになるんでしょうか。

○大澤政策課長 まず事実関係として、平成22年12月に「食」に関するビジョンを作った

時の経緯をご説明させていただきます。

後ろの方に、参考資料として「 食」に関する将来ビジョン」というものを付けさせて「

いただいております。

先ほどの中野政務官のご質問にも多少お答えできることになるかと思いますが、食ビジ

ョンにつきましては、特に当時の高橋経済産業政務官を中心に、今までの農林水産政策は

供給サイドが中心だったので、これから成長産業として考えるには需要サイドのプロジェ

クトを考える必要があるといったご意見をいただいたところでございまして、当初、その

ような形でプロジェクトを整理したわけでございます。

その際に、いろいろな内閣府の政務官の方からも強い意見をいただいたかと思いますが、

やはり食の安全・安心というものは基礎に置いておかなければいけないのではないかとい
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うご議論もありまして、その両者をどういう観点で統合しようかという議論を政務官レベ

ルで何回かしていただきまして、その際に決まりましたのは 「はじめに」の中に「食」、

に関する将来ビジョンの視点が１から４までございますけれども、その視点４に「食の安

全と消費者の信頼の確保という視点」とありまして、いろいろ書いてあるんですが、何段

落目か、空行がある直前に「なお、本視点に係る施策については、政府一体で取り組む10

の成長プロジェクトの前提として」実施する、具体的な施策は別表に記してあるというこ

とで、食の安全一般論としては、10のプロジェクトの前提という位置付けにしたところで

ございます。

ただし、先ほどお話がありましたとおり、食ビジョンに関してはこの会議自体が１年半

開かれていなかったわけですが、その間、いろいろな事情の変化がございます。１つは、

「食」に関する基本方針・行動計画ということで、５年間で食の農林漁業の再生を図って

いこう、いろいろ加速しなければいけないということが出まして、そういう観点で見直せ

ないかというのが今回、会議をさせていただいている趣旨の１つです。

それに加えて、やはり東日本大震災の影響が多方面にわたっておりますので、それをど

ういう形で明示的に入れていくのか。その中の大きな問題としては、やはり安全・安心と

いう問題がどうしても出てくると思っておりまして、それはいろいろな形で反映させなけ

ればいけないと思っているんですが、先ほど説明させていただいたのは、金子先生の意見

等も踏まえまして、特にプロジェクト３では、多少明示的にそのような検査体制の整備

等々もやっていかなければいけないのではないかということでございます。

なお、農林水産省としても、昨年11月に輸出については新しい戦略について検討会報告

をいただいているところでございまして、そこにもそういう問題が書かれておりますので、

ここでは、各省連携の中でどういう形でそういうことを具体化できるか、私どもとしては

検討をお願いしたいところでございます。

○文部科学省（神本政務官） この戦略検討会議の中で、福島の農林水産物といいますか、

そういうものは議論になったんですか。

○プロジェクト３リーダー（代理：野木） 食料産業局で輸出を担当しております野木と

申します。

昨年開催されました検討会、秋に４回ほど有識者の方を集めて行ったわけですけれども、

この提言は５つの戦略から成り立っておりますが、その戦略の１番は、やはり原発を受け

て輸出の落ち込みが生じたことで始まった検討会でございますので、原発事故の影響への
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対応とさせていただいております。

中身につきましては、諸外国・地域への安全情報の発信、規制緩和の強力な働きかけ、

それから証明書の発行体制の整備など諸外国等の輸入規制への迅速な対応、また、風評被

害払拭のための情報発信、こういった柱から成っております。当然その基本には、検査体

制もしっかりとして国内的にも国外的にも安全と言えるものを流通させていくんだ、その

上で海外に正しい情報を発信していくんだ、そのような考え方に立ったものでございます。

福島だけではなくて、周辺の都道府県であるとかそういった所も輸入規制がかかってい

る部分もございますし、また、規制はかかっていないけれども風評被害で買い控えのよう

なことが起こっている部分もございますので、そういったことにつきまして、国と民間が

協力して、この戦略に基づいて粘り強く、誠実丁寧に対応していこう、こういうことにな

ってございます。

○森本政務官 この点については、よろしゅうございますか。

今の10項目については、また各府省連携して取り組ませていただきたく、この辺りはも

う少し事務方でしっかりと詰めさせていただきますので。

○文部科学省（神本政務官） 震災前に立てられたビジョンですから、震災を受けて。

○森本政務官 他、よろしゅうございますか。

今日のこの会議の意見としましては、大体出していただいたようでございます。あと先

ほど申したように各府省連携で取り組む、そうしたことにつきましては皆様方にまたご足

労をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

また、必要に応じて政務官の皆さんにもお集まりいただいて深掘りさせていただきたい

と考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今日は大変お忙しい中、こうしてお集まりいただきましたことに心より感謝申し上げて、

この会を閉じさせていただきます。

どうもありがとうございました。

午後５時１８分 閉会


