
全国地産地消推進協議会総会議事録 
 

日 時：令和４年３月 24日（木）13:25～14:30まで  

場 所：農林水産省新事業食品産業部 第６会議室 

 
■全国地産地消推進協議会会長あいさつ 

・2005年に第二期の食料・農業・農村基本計画ができたときにも食料自給問題が注目

されましたが、ロシアがウクライナに侵攻したことで、コロナ危機が収束しないにもか

かわらずウクライナ危機になり、食料と化石エネルギーの安全保障がクローズアップさ

れています。 

・こうした中で、できるだけ地域の中、国の中で食料と再生可能エネルギーを生産し消

費するということが求められ、地産地消がより重要な政策、運動となると考えていま

す。 

・短時間ではございますが、有益な会議になりますことを期待しておりますので、皆さ

んよろしくお願いします。 

 

 

■議事(１) 総会議案の議決(書面表決の結果)について 

・書面評決の結果について、事務局より１１７名の会員から提出があり、提出いただい

た全員がすべての議案において賛成していた旨を事務局が説明。出席者からの質問等は

なく、総会議案１から４については過半数以上の賛成、特別議決事項である議案５につ

いては３分の２以上の賛成があることから、すべての議案が承認された。 

 

 

■議事(２) 全国地産地消推進協議会の取組に係る意見交換 

〇議長 

・事業計画や規約改正の中で触れられているところですが、農林水産省の組織見直しに

伴い、全国地産地消推進協議会の事務局体制が変更され、また全国地産地消推進協議会

が実施主体となっている地産地消優良活動表彰が、令和３年度をもって、統合されるこ

とを聞いておりますので、まず、この点について事務局の農林水産省から補足をお願い

します。 

 

〇事務局 

・集落の機能が低下しているということがあちらこちらから聞かれるところですが、こ

れは農林水産業の生産活動への支障のみならず、生活環境への支障も生じつつあり、農

村地域をめぐる状況は深刻さを増している状況であるということは、衆目の一致すると

ころと考えております。 

・一方で、地方への移住を考える若年世代を中心とした、田園回帰に代表される人の流

れが全国的に広がりを持ちながらも継続しているように、農山漁村の持つ価値とその魅

力が再評価される動きもあります。 

・農山漁村の多様な地域資源、これを他の分野と連携して有効に活用し、農山漁村にお



ける新たな事業、雇用機会を創出する取り組みを強力に推進していく必要があると考え

ています。 

・以上から、先日成立いたしました令和４年度政府予算におきまして、措置させていた

だきましたとおり、農林漁業者が取り組む地産地消や６次産業化の取り組みを、農山漁

村の振興の観点から推進するため、現在この業務を担当しております農村振興局に移す

予定です。 

・また、本協議会のメインの事業であります地産地消に関する表彰について、農村振興

局がすでに「ディスカバー農山漁村の宝」という名称で、農山漁村の活性化や所得の向

上に資する取り組みに対する表彰事業を行っていますので、今後は同局の運営のもと

で、この表彰事業の枠組みにより行われるということになることから、当協議会規約の

かかる規定を削除する必要が生じたものです。 

 

〇幹事 A 

・地産地消としての表彰事業はなくなるということですか。 

 

〇事務局 

・地産地消に関する表彰が継続して行うことができるよう申し入れをしており、新しい

局からは、地産地消と６次産業化の表彰について、特別賞という形で措置をしたいとい

うコメントをいただいております。 

 

〇幹事 A 

・特別賞とはどういう意味ですか。 

 

〇事務局 

・特別賞というものは、先ほど申し上げました「ディスカバー農山漁村の宝」につい

て、いくつかの部門に分かれて応募されるものですが、一番の賞であるグランプリとは

別に、特別賞というものを設けており、地産地消や６次産業化だけではなく様々な観点

から、例えば農泊などの特別賞が設けられております。 

・まだ決定したものではありませんが、令和４年度の「ディスカバー農山漁村の宝」の

中で、地産地消の特別賞や６次産業化の特別賞を設けようとしているところです。 

 

〇議長 

・地産地消優良表彰が「ディスカバー農山漁村の宝」の中に入るのは仕方ないとして、

地産地消という名前が残るようにしていただきたいと思っていますが、そのあたりはど

うですか。 

 

〇事務局 

・六次産業化・地産地消法という法律の俗称から表されているとおり、地産地消は、確

立した言葉、成熟した言葉として定着しております。 

・事務局を担当した当部としましても、地産地消という形でその形がわかりやすく残る

ようにと申し入れを行っております。 



〇議長 

・では、続いて各団体の皆さんの１年間の活動、また来年に向けての活動、協議会活動

に期待することをそれぞれ２分程度でご発言いただきたいと思います。 

 

〇全国学校栄養士協議会 

・地場産物を積極的に取り入れた学校給食は、子どもたちにとって身近な食であり、具

体的な教材として多くを学ぶ機会になっております。私たちは学校給食に地場産物を積

極的に取り入れて、日々献立の工夫をしております。 

・しかしながら、この１～２年は長引くコロナ禍で学校給食が休止になったり、ご飯と

具沢山汁物といった簡易給食で行われたりと、給食現場は非常に厳しい状況にありまし

た。農家の皆さんにも、たくさんご迷惑をおかけしたと思います。 

・このような地場産物の給食への使用状況も伸び悩んでいる実態も見受けられました

が、今後これらの状況を越えて、しっかり地域に根ざした学校給食を目指したいと思っ

ています。 

・地産地消優良事例表彰の先進的な取り組みに学ぶことも多くあり、教育関係部門の表

彰もありましたので、文部科学大臣表彰とか、学校現場も大きな励みになっておりま

す。農村振興局に移ってからも、このような学校現場の取り組みに光を当てていただけ

るような取組を継続していただきたいと思っております。 

 

〇幹事 A 

・今回、作られた地産地消優良表彰の冊子を読ませていただきました。大変、見せる、

読ませる成果として整理されていると思います。だから、こういうものをデジタル化し

て、誰でも見られるような仕組みを作る必要があるだろうと考えています。 

・地産地消について、農水省がその位置付けや現場での人々の関わりを、十分把握して

ないように感じます。そういう意味で、広報活動をきちんとやるべきだと思います。 

・ところが、この地産地消優良表彰の冊子は、農水省のホームページにあるだけで、そ

の名称も、ただ単に地産地消優良事例とあるだけで、探すのに大分苦労しました。農政

局や県のホームページにも掲載はありません。こういう形ではせっかくの現場の成果

が、現場の人々の中に生きていかないということが、大変大きな問題だと考えていま

す。農水省ホームページのトップにキーワードという項目がありますが、そこに地産地

消という項目はありません。こうした成果を検索しやすいように直して欲しいと思いま

す。 

・令和４年度の表彰事業について、まだはっきりしない部分があるようですが、私は地

産地消というのは随分大きな概念だと思います。単なる物々交換などではなく、それは

これまでの表彰事業で、私どもが現場から学んできたことだと思います。 

・今後、地産地消という言葉が曖昧になっていくようなことがないように、これまでの

表彰事業の総括をしてもらいたいと思います。今日のお話し聞きながら、そういうこと

を強く感じました。 

 

〇議長 

・どうもありがとうございます。全く私も同感です。ホームページ等の改善等について



事務局から何かご意見がありますか。 

 

〇事務局 

・お話のありました地産地消の概念が曖昧になっているのではないかという点につい

て、実はめぐる事情という資料があり、ホームページにも掲載しておりますが、ご指摘

いただいた取り組みの概要が検索しにくいのと同じ話で、使っていただけなければ意味

がありません。 

・関係資料の中には、地産地消のメリットや環境負荷の低減効果などの法律で規定され

ているような事柄をかみ砕いた形で載せておりますので、これまで以上に使っていただ

けるような、載せ方、表現の仕方、或いは検索のしやすさといったことをどう改善でき

るかということを一度考えてみたいと思います。 

 

〇全国消費者団体連絡会 

・令和３年度の優良活動表彰の受賞者のそれぞれの取り組みを拝見しまして、どれも本

当に先進的ですばらしいものばかりだったと感銘を受けました。 

・特に学校の授業の現場ですとか、子供たちに向けた取り組みがとても印象的で、コロ

ナ感染が収束せず、気候変動や自給率の低下や人口の減少など、いろいろな問題がある

中ではありますが、地場産品に親しみ、小さい頃から触れ合うことで郷土愛が育まれる

ような、そういった食環境を日常から子供たちや若い世代へ伝えていくことが大切だと

考えております。 

・このような学校での体験型授業や給食の場を有効に活用していただきたいと思いまし

て、地産地消推進協議会の取り組みには賛同し、協力し合って進めていきたいと考えて

おります。 

・地産地消の取り組み自体を後押しするのはもちろん、地産地消という名称そのものに

ついても薄れることないように正しく継承されるべきだと思いますので、「ディスカバ

ー農山漁村の宝」の中に優良表彰が入ってからも、特別賞という形だけではなく、きち

んと地産地消の取り組みを表彰するということで継承していただきたいと感じていま

す。 

 

〇日本栄養士会 

・日本栄養士会では、昨年開催された東京栄養サミットの中で、自給自足も含めた持続

可能な食環境を、健康のために整えていきましょうということをコミットメントさせて

いただきました。 

・持続可能な食環境整備の根底のひとつとして、地産地消が重要であると考えていま

す。 

・私たちが食べるものは無限ではなく、生産される方がいて、それが流通されて初めて

私たちの口に入ってくるということをしっかり伝えていかなければいけないと考えてい

ます。 

・食品ロスの問題や生産現場と繋がっている管理栄養士・栄養士の活動を皆さんに紹介

するということに最近力を入れており、ホームページへの掲載のほか、日本栄養士会雑

誌の中でも地産地消に取り組んでいる管理栄養士・栄養士の活動を紹介しています。 



・毎年開催している栄養士大会の次回のテーマが栄養と環境であり、その中でも地産地

消についても取り上げていきたいと思っております。 

・学校だけではなく病院、福祉施設など、ありとあらゆる食に関わる職場に管理栄養

士・栄養士がおりますので、地産地消に取り組むことが持続可能な食環境に繋がると考

えています。 

・地産地消に取り組む方々がさらに頑張っていけるよう、表彰することは非常に大事と

思っておりますので、機構が変わったとしても引き続きよろしくお願いいたします。 

 

〇全国学校給食会連合会 

・学校現場では、地産地消と食育を非常に重要視して取り組んでいるところです。 

・現場の栄養士さんが大変苦労されているのは、まず調達することで、特に都市部では

地産地消のものを調達することが難しい状況です。 

・離れた地域の取り組みを知る機会が少なく、先進的な事例の共有がなかなかできない

状況ですが、今回の表彰事例を簡単なリーフレットにするとか、わかりやすいホームペ

ージに載せるとか、先進事例を普及するような取組をしていただくと大変助かります。 

・都市部では農地がないことから地産地消に取り組むことが難しく、いろいろな工夫が

されており、例えば大阪府の事例では、田んぼがないため香川県の栽培農家と提携し

て、その栽培農家の方が学校に来て、講師としてあなたたちの食べるお米はこうやって

できてるんですよということを説明している学校があります。 

・地産地消と限定的にとらないで、それを広げたような、都市部の子供たちに対しても

地産地消の取り組みのアイディアや新しい取り組みをご提案いただければと思っており

ます。 

 

〇議長 

・今、全国学校給食会連合会さんがおっしゃったものは、地域の中、都道府県中で生産

できないものは隣接県とか、例えば大阪の話でしたが、関西とか近畿とか、そのエリア

を少しずつ広げていく、無理のない範囲の中で、できるだけ食べ物とエネルギーをグル

グル回すということが地産地消と考えております。 

 

〇ＪＡ全国女性組織協議会 

・ＪＡ全国女性組織協議会では、「JA女性思いを一つにかなえよう」という目標を掲

げまして、地産地消ともつながる、三つの具体的な活動を行っております。 

・一つは「つながろう」ということで、地域の多様な組織、協同組合と連携して食と農

業と地域を、次代につなぐことに取り組んでいます。 

・二つ目の「守る」については、地産地消、国消国産を推進して食料自給率の向上に向

けた運動の展開を進めており、コロナ禍で難しい状況ですが、学校に出向いて伝統的な

料理などを継承する活動をしております。 

・また、食品ロスについても、家庭から食品ロスを見直して子供食堂やフードドライブ

に取り組んで地域を支えていく取組を行っており、私個人でも子供食堂を立ち上げ、今

はコロナ禍の影響でお弁当という形ですが、月１回大体 200食を提供しております。 

・三つ目は「関わろう」ということで、食と農に関する理解を得るために消費者と生産



者の関係づくりを進めており、地域の方々と一緒に楽しんで食と農に触れ合うような学

習活動をしております。 

・ＪＡ全国女性組織協議会では６次産業にも力を入れておりますので、地産地消の表彰

をなくさないでいただきたいなというのがお願いでございます。 

 

〇日本特産農産物協会 

・特産農産物の振興に向けて行う取組と地産地消というものは密接につながっておりま

して、非常に重要な概念だと思っております。農林水産省の組織改編の中で、どこの局

にどういう形で行こうとも、その重要性は変わらないと認識しております。 

・特産農産物協会では、地域特産物の栽培や加工の技術に秀でた匠の方、技術・能力を

持った方を、指導者となる人材としまして、マイスターという形で認定登録をする取組

を 20年以上続けております。 

・そのマイスターに認定された方々は、地産地消の取り組みをしている方が非常に多

く、今年度の表彰事業の中でも、生産部門で農林水産大臣賞を受けられました福井県鯖

江市の伝統野菜等栽培研究会の会長も、当方のマイスターに認定させていただいていま

す。 

・この方は吉川ナスという、絶滅しかかっていたナスを復活させて、広めて頑張ってお

られる方で、特産農産物協会のセミナーの中でもお話をいただいて、いろいろな取り組

みをご紹介させていただいております。 

・今後も同様の取り組みは進めていく予定ですので、ぜひ皆様も引き続き、特産農産物

協会の取り組みにも、ご協力、ご指導いただければと思います。 

 

〇主婦連合会 

・食育と地産地消の取り組みとして、若者や子供たちに向けて取り組むことは重要なこ

とだと思います。幼いころの体験というのは宝物で、そうした食体験は本当に一生のも

のだと思いますので、これからもそういった取り組みをぜひ続けていただきたいと思っ

ています。 

・主婦連合会では、農業の団体と協力して、年に数回産直市を開催しておりまして、全

国各地から産地のものを売るということを行っております。こうした取り組みで皆さん

の食に関する意識など、いろいろなことを考えてる機会になっていると思っておりま

す。 

・食料の自給率やウクライナ危機に関連して、食料不足に陥るのではないかと不安を感

じているところで、私たちの暮らしのために地産地消をしていく必要があると感じてお

ります。 

・消費者の国産品や地元の食品を食べたいという気持ちは大きいもので、消費者として

は、産地表示をきちんとしていただきたいと思っております。私自身は地元産のコーナ

ーがあるスーパーなどでは、地元産のものを意識して購入しておりますし、販売店のポ

ップなどでも、地元産であることや、これは地元の伝統的な食材や食べ方などの知識が

ついてるとさらに嬉しいと思います。 

・こうした食品表示など消費者が参加しやすい取り組みを続けていただけると、地域の

食文化の継承や食と農について親近感を得ることができますので、消費者としても、地



産地消の取組について暮らしの中で心がけていくことができると感じていますので、ど

うぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

 

〇まちむら交流きこう（一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構） 

・まちむら交流きこうは、公益目的の事業でいろいろなことを行っておりますが、地産

地消につきましては、全国直売所サミットというのを実施しております。全国には２万

を超える道の駅や直売があり、普通ですと例年４～５百名ぐらい集まる大きな大会を年

に１回実施しているところですが、コロナの影響からここ２年できてない状況で、今年

度はフォーラムで勉強会を行い発信しております。 

・もう１点は農林水産省の補助事業を執行受託しておりまして、学校給食などの施設給

食について、給食事業者と生産者の間に立ったコーディネーターを育成する研修事業、

そのコーディネーター指導の専門家を地域に派遣するという事業を実施しております。

なかなか数が少なく予算も 900万円くらいの少額の事業ですが、重要な、大きな効果が

ある事業です。 

・３点目として、伝統野菜や新顔野菜等を身近に使って食べて学ぶ、野菜のワークショ

ップということで、こういう野菜のソムリエの方に集っていただきまして、野菜を一つ

の媒体として、食を考えていただくという取り組みのワークショップをしております。 

・20年ほど前には、地産地消というのは行政用語でも法律用語でもありませんでした

が、その後、法律までできて言葉として定着していることは画期的なことです。 

・農水省のホームページでは、地域食料自給率としてその町の自給率が算出できるしく

みがあるほか、都道府県の自給率について掲載されていて、大阪や東京は低く、北海道

や米どころは高くなっています。食料安全保障などの大きな概念から考える必要はあり

ますが、やはり身近な実践者、苦労されている方々に、地産地消をいかに普及させるか

ということに全力を挙げて、そこから大きな食料問題を考えていただく形でないと根付

かないと考えています。 

・今後の戦略として、全国二地域居住等促進協議会の事例が参考にできると考えていま

す。二地域居住は、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点をもうける暮らし方の

ことで、二地域居住に取り組んでいる市町村の施策を紹介して移住などにつなげる活動

をしていて、先進事例をどんどん更新して紹介しています。昔は役所の予算がなく難し

かったことも、今はデジタルであまり予算をかけずに実施できると思いますので、全国

二地域居住等促進協議会をモデルにプラットフォームをやっていただくといいと思いま

す。地産地消のホームページは非常に充実していると思いますが、今はなかなかホーム

ページを見ない時代と言われていますので、キーワードから入っていくとか、全国地産

地消推進協議会の情報にアクセスしやすいように工夫する必要があると思います。全国

二地域居住等促進協議会では、有志の市町村がオンライン上で勉強会までやれるように

なり、その資料も掲載されていて、非常に実践的な協議会のプラットフォームができ上

がっておりますので、今度移管される農村振興局でこういうプラットフォームができる

ことを大いに期待したいと思います。 

 

〇議長 

・皆様からご発言いただきましたが、やはり地産地消は重要な概念なので、他の部局に



行ってもきちんとつなげて欲しいということですので、議事録にも明記して、農村振興

局に復命していただければと思います。 

・皆様から、ほかにご意見などありますでしょうか。 

 

〇幹事 A 

・地産地消で、都会では、「地産」がないという話がありました。地産地消はその目的

とする意味を考え、国産国消ぐらいの広がりの中で位置付けることも必要だと思いま

す。 

・例えば、福島県のある直売所が沖縄の直売所と交流している事例があります。福島の

新米は、真っ先に沖縄の学校給食に、沖縄の自慢のパパイヤは、福島の山里の子供たち

に届きます。 

・地産地消と限定した小さな話ではなくて、概念を広めるような論理形成も必要だと思

っております。 

 

〇議長 

・それでは意見交換を終わりたいと思います。皆様貴重なご意見ありがとうございまし

た。 

 

 

■令和４年度の活動内容案について 

〇事務局 

・今回の規約改正によって、この協議会の活動の一番の柱である地産地消表彰活動の審

査委員の選出が抜けることになります。協議会の活動が滞ることのないよう、次のとお

り事務局より令和４年度の活動内容の案を提示させていただきます。 

・一つは、会員が事務局を通じて、地元の取り組みの紹介やイベント参加の募集などの

情報を自ら発信するという内容です。 

・二つ目として、過去の地産地消優良活動表彰の受賞者の URL付きの一覧を作成し、農

水省ホームページに掲載し、発信していくことを考えています。 

・三つ目としては、過去の地産地消優良活動表彰の受賞者が、農水省のホームページに

おきまして、随時概況報告を行うことが可能となるよう、事務局が必要な環境整備を行

うということを考えております。 

・最後に、文科省と引き続き連携し、例えば、協議会の会員に出前授業等の講師になっ

ていただくなど、文科省の関連情報の共有を通じた活動の展開を図ることを実施しては

どうかと考えています。 

・これらの考えを４年度の農村振興局の事務局の方で検討していただくよう引き継ぎた

いと考えております。 

 

 

 

 

 



■今後のスケジュールについて 

・事務局で議事録を作成し、総会資料、まちむら交流きこうより提供いただいた資料と

ともに農水省のホームページに掲載し、会員の皆様にお伝えする。 

 

 

署名  小泉 浩郎 

署名  公益社団法人全国学校栄養士協議会 会長 長島 美保子 




