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子育て応援コンソーシアム 第３回会合 議事録 
 
日時：平成 31 年１月 16 日（水） 
場所：赤坂インターシティコンファレンス 
 
【１】主催者挨拶 
阿南：皆さま方、お待たせしました。ただ今より、子育て応援コンソーシアム第 3 回会合

を開催させていただきます。 
 関東は長く晴天に恵まれていますが、その分、大変空気が乾燥しているようです。これ

から、皆さま方、この会合の間にも、どうぞご用意しましたお飲み物をお飲みいただきな

がら、お付き合いいただければ幸いです。 
 申し遅れましたが、本日の司会進行を務めてまいります、私は阿南貴恵と申します。ど

うぞ最後までよろしくお願いします。 
 それでは初めに、主催者の内閣府を代表しまして、内閣府特命担当大臣宮腰光寛より、

ごあいさつを申し上げます。 
 
宮腰：皆さん、こんにちは。私は、内閣府で、子ども・子育てを担当しています宮腰光寛

です。子育て応援コンソーシアム第 3 回会合の開催に当たりまして、一言、ごあいさつを

申し上げます。 
 安倍政権では、全世代型社会保障を掲げ、本年 10 月から幼児教育を無償化することとし

ましたが、もちろん政府の施策だけで子育てに関する全ての問題が解決されるわけではあ

りません。日本の社会をより厚みのあるものとし、社会全体で子育てを応援する社会的な

機運を盛り上げることを目的として、政府では昨年、このコンソーシアムを立ち上げまし

た。ただし、私は、この会合を単なる機運醸成の場で終わらせるのではなくて、具体的な

取組を進めていく場にしたいと考えています。 
 本日は、旧知の方々もたくさんおいでになるのですが、農林水産業や食品産業に関連し

た団体の皆さま方に多数お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 
 農は国の基であります。また、食こそが子育ての基礎となるものです。だからこそ、皆

さんの果たす役割は、決して小さいものではありません。全国団体自身はもちろんですが、

傘下の企業や団体にもよく相談してもらいつつ、抽象的ではなく具体的な実行性のある議

論をご提案いただければと考えています。 
 これまで、コンソーシアムを通じて、例えば、鉄道の各車両にベビーカーを優先するス

ペースを設けることや、道の駅に 24 時間利用可能な子育て施設を整備することなどの具体

策を、いろいろな団体の方々のご協力をいただいて、実行に移してまいりました。このよ

うな取組も参考に、ぜひ具体策の検討をお願いしたいと考えています。 
 末尾になりますけれども、本日ご列席の皆さま方のますますのご健勝をお祈り申し上げ、
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簡単ではありますけれども、私からの開会に当たってのごあいさつとさせていただきたい

と思います。お集まりの皆さま方には、ぜひご協力をいただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。ありがとうございます。 
 
【２】出席メンバー紹介 
阿南：ありがとうございました。主催者を代表しましての、ごあいさつでした。 
 それでは、続きましては、本日ご出席いただきましたメンバーの皆さまをご紹介申し上

げます。大変恐縮ではありますが、時間の都合上、その場でのご起立、ご一礼のほど、よ

ろしくお願いします。 
 まず、全国農業協同組合中央会常務理事、肱岡弘典様です。 
 
肱岡：肱岡です。よろしくお願いします。 
 
阿南：JA 全国女性組織協議会会長、川井由紀様です。 
川井：よろしくお願いします。 
 
阿南：全国農業協同組合連合会参事、中島欣二様です。 
中島：中島です。よろしくお願いします。 
 
阿南：ホクレン農業協同組合連合会代表理事専務、板東寛之様です。 
板東：よろしくお願いします。 
 
阿南：全国共済農業協同組合連合会参事、若松仁嗣様です。 
若松：よろしくお願いします。 
 
阿南：農林中央金庫営業第五部森林担当部長、田中正彦様です。 
田中：よろしくお願いします。 
 
阿南：なお、本日は常務執行役員、中島隆博様は、ご都合によりご欠席となりました。 
 全国厚生農業協同組合連合会理事総務部長、榛葉道尚様です。 
榛葉：よろしくお願いします。 
 
阿南：公益社団法人全国農業共済協会常務理事、徳井和久様です。 
徳井：よろしくお願いします。 
 
阿南：一般社団法人中央酪農会議業務部部長、寺田繁様です。 



 3 

寺田：よろしくお願いします。 
 
阿南：公益社団法人中央畜産会副会長、姫田尚様です。 
姫田：どうぞよろしくお願いします。 
 
阿南：一般社団法人全国農業会議所専務理事、柚木茂夫様です。 
柚木：よろしくお願いします。 
 
阿南：公益社団法人日本農業法人協会専務理事、吉永俊雄様です。 
吉永：吉永です。よろしくお願いします。 
 
阿南：公益社団法人国土緑化推進機構専務理事、沖修司様です。 
沖：沖です。よろしくお願いします。 
 
阿南：特定非営利活動法人芸術と遊び創造協会、常務理事・事務局長、馬場清様です。 
馬場：よろしくお願いします。 
 
阿南：全国漁業協同組合連合会常務理事、大森敏弘様です。 
大森：よろしくお願いします。 
 
阿南：一般社団法人大日本水産会常務理事、小林憲様です。 
小林（憲）：よろしくお願いします。 
 
阿南：全国土地改良事業団体連合会専務理事、小林祐一様です。 
小林（祐）：よろしくお願い申し上げます。 
 
阿南：一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構専務理事、山野昭二様です。 
山野：よろしくお願いします。 
 
阿南：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長、久間和生様です。 
久間：久間です。よろしくお願いします。 
 
阿南：国立研究開発法人国際農林水産業研究センター総務部長、野宮勝彦様です。 
野宮：よろしくお願いします。 
 
阿南：日本ベビーフード協議会会長、松本成史様です。 
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松本：松本です。よろしくお願いします。 
 
阿南：キユーピー株式会社 CSR 部部長、石橋弘行様です。 
石橋：よろしくお願いします。 
 
阿南：一般社団法人全国フードバンク推進協議会事務局長、米山広明様です。 
米山：米山です。よろしくお願いします。 
 
阿南：そして、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会専務理事、福田求道様です。 
福田：福田です。よろしくお願いします。 
 
阿南：また本日は、冒頭にごあいさつを申し上げました宮腰大臣の他、政府側の代表メン

バーをここでご紹介申し上げます。内閣府大臣政務官、安藤裕です。 
安藤：よろしくお願いします。 
 
【３】子育て応援コンソーシアム これまでの経緯と成果 
阿南：それでは、皆さま方、最後までどうぞよろしくお願いします。 
 さて、ここからは、各団体・企業の皆さまに、事例や取組を発表していただきますが、

それに先立ちまして、内閣府子ども・子育て本部参事官、南順子より、子育て応援コンソ

ーシアムのこれまでの経緯と成果を発表させていただきます。では、お願いします。 
 
南：ただ今ご紹介いただきました、南と申します。 
 今回の議題に入ります前に、本コンソーシアムの立ち上げの経緯と目的、そして、これ

までの成果について、簡単にご説明をさせていただきます。スクリーンをご覧ください。 
 ご覧のとおり、本コンソーシアムは、昨年 6 月に、大臣の私的懇談会であります少子化

克服戦略会議の提言を受けまして、先ほど、宮腰大臣のごあいさつにもありましたとおり、

社会全体として取り組むべき課題である子育てにやさしい社会的機運の醸成の国民運動の

基盤として、7 月 31 日に第 1 回を、9 月 4 日に第 2 回を開催しました。過去 2 回につきま

しては、ご覧のとおり、公共交通関係、小売業関係、メディア・広告関係、サービスエリ

ア、道の駅、旅行・観光業、金融・保険業といった各分野から、全国規模の団体・企業、

それぞれの回につき、約 20 団体にご参加いただきまして、いずれも非常に活発な議論をい

ただきました。 
 その成果として、ただいま宮腰大臣から言及がありましたけれども、例えば、公共交通

機関の分野におきましては、鉄道におけるベビーカー優先スペース、これは現在でも 1 つ

の電車に 2 両程度は導入されているものなのですけれども、これを全車両に導入して、ど

こからベビーカーで乗っても、そのスペースが確保できるようにしました。旅客船などに
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おいては、子供連れの優先搭乗・優先乗船などに取り組んでいただくということが決まり

ました。 
 また、全国の高速道路、サービスエリアや道の駅については、おおむね 3 年以内という

期限付きで、24 時間利用可能なベビーコーナーの設置や整備、妊婦の方向けの優先駐車ス

ペースの設置、あるいは、通常の店舗では大きなパッケージでしか販売されることのない

ような紙おむつの 1 個単位での販売、加えて、ウェブ上での検索機能などを有する子育て

応援施設に関する情報提供の充実などが具体的に決定されました。 
さらに、このスクリーンにはありませんけれども、鉄道、バス、タクシーなどの各業界

において、子育て支援に関する情報共有のための協議体なども設置いただき、取組を加速

していただくことになりました。 
 簡単ではありますけれども、本コンソーシアムのこれまでの経緯と成果の一例について

ご紹介しました。ありがとうございました。 
 
【４】事例紹介及び意見交換 
阿南：それでは、ここからは、事例・取組紹介、意見交換のお時間とさせていただきます。

進行をダイバーシティ・コンサルタントの渥美由喜様にお渡ししたいと思います。それで

は、渥美様、どうぞよろしくお願いします。 
 
渥美：皆さま、こんにちは。渥美と申します。 
 本日は、子供達にとって、最も大切なものと言っても過言ではない、食料品、あるいは

森林に携わっておられる農林水産業界の皆さまにお集まりいただきました。では、早速で

すけれども、まずは農林水産業界における取組について、事例発表をしていただければと

思います。 
 最初に、全国農業協同組合中央会様、お願いします。 
 
●全国農業協同組合中央会 
肱岡：こんにちは。JA 全中の肱岡です。本日は、この会合に参加させていただき、大変あ

りがとうございます。 
 我々JA グループは、全国各地の地域に根ざした組織として、食料の安定供給という大変

重要な役割発揮と一体なものとして、子育て応援にも相通ずるものと考えています地域コ

ミュニティーの活性化に対しましても、現在、組織を挙げて取り組んでいるところです。 
 全国の JA には、組合員を主体とした女性組織が設置されていまして、現在は全国で 654
の組織、約 54 万人の女性メンバーが参画をしています。この女性組織を核としまして、子

育て応援につながると考えています親子での農業体験、料理教室、子育て支援講座の開講、

あるいは子供食堂の運営や食材の提供など、様々なボランティア活動を地道に展開してい

ます。 
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 本日は、そうした単位 JA の活動の概要は、この後の JA 全国女性組織協議会の川井会長

にお願いすることとしまして、私ども全中からは、本日の会合に出席しておられます JA グ

ループの全国組織の活動を中心にご報告をさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。 
 資料の説明は、担当の川端課長のほうから説明させますので、よろしくお願いします。 
 
川端：それでは、私のほうから、具体的な取組事例ということで説明させていただきたい

と思います。 
 その前に、まず、JA グループの概要です。現在、全国に 646 の JA があります。それぞ

れが経済、信用、共済など、総合的に事業を運営しているのですけれども、各事業ごとに、

各都道府県全国段階に連合会があって、この組織全体で、JA グループとして、日本の食と

農業、農家組合を支えているところです。 
 まず、基本的には、各連合会の取組ということなのですが、JA の取組を 1 つだけご紹介

したいと思います。こちらが JA 富士市の取組です。各 JA は、先ほどありましたように、

実はいろいろな事情に応じて様々な形で子育て支援等に取り組んでいます。この富士市農

協につきましても、子育ての悩みを共有する場、もしくは楽しみながら親子ともに仲間づ

くり・交流する場として、子育て教室を毎月 1 回のペースで開催しています。農協ならで

はということで、手土産に地元の野菜などをお渡しするなどして、食の大切さ、農業・農

協への理解の場にもなっています。 
 続きまして、こちらから、各連合会との取組です。まず最初に、私ども JA 全中としての

取組です。これは「みんなのよい食プロジェクト」を展開しているのですけれども、その

一環として、日本のお米、稲作農業への理解を深めてもらうことを目的とした作文・図画

コンクールです。資料では、第 42 回ということで、前年の実績分を掲載していますけれど

も、作文が 5 万 4,000、図画が 7 万 2,000 という多くの応募があります。 
 2 つ目ですけれども、こちらはバケツ稲作りです。これは、種もみや肥料やマニュアルな

どをセットにして、セットで小学生に無償で配布して、バケツで稲を育てる作業を通じて、

農業への理解を深めていただくといった取組です。30 年度につきましては、33 万セットを

配布して、今年でちょうど 30 回目ということなのですけれども、この体験者がもう既に

1,000 万人を超えているという状況で、教育現場からの理解もとても深まっています。 
 続きまして、JA 全農の取組です。 
 1 つ目は、親子で参加する料理教室です。参加人数が、こちらは延べ 2,100 名を超えてい

るという状況です。この料理教室の特徴は、主に子供達が中心で、親はあくまでもサポー

ト役に徹するということです。そして、食材は、全農グループが提供する国産食材を利用

することで、日本の農業の大切さを楽しみながら理解してもらう場ともなっています。 
 2 つ目は、食と農の大切さを伝えることを目的に、2005 年、平成 17 年から取り組んでい

る親子農業体験ツアーです。こちらは、地元の農協、JA さんや、若手農業者でもある青年
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部とも連携した取組で、こちらも子供と生産者の交流の場にもなっています。 
 続きまして、JA 共済連の取組です。JA 共済連では、助け合いや思いやりの気持ちを伝

えること、地域貢献活動を通じた子育て支援に取り組んでいるところです。1 つ目ですが、

これは当然、全ては挙げられないのですけれども、各県域で、実情に応じた形で子育てフ

ェアや胎教コンサートなど、様々な取組を展開しています。28 年から 30 年までに約 200
件の取組実績があります。 
 全国的な取組として、1 つご紹介したいと思います。小学生、中学生を対象とした書道・

交通安全ポスターコンクールを行っています。平成 29 年度の応募数ですが、書道が 144 万

点、ポスターが 16 万点ありました。この取組は、昭和 32 年からスタートして以来、60 回

を迎えています。応募数の累計だと、書道で 5,600 万、ポスターで 900 万点ということで、

非常に歴史と伝統のある取組ということになっています。 
 続きまして、農林中金の取組です。 
小学校高学年向けの補助教材、食農教育や環境教育などをテーマにした冊子を、全国の小

学校や日本人学校に提供している取組です。内容につきましては、食と農業、環境と農業

との関わりなどを総合的に学習できるものになっています。平成 20 年の開始以来、これま

で累計 1,500 万部を配布していまして、平成 30 年度につきましても、全国で約 2 万の小学

校と日本人学校に対して 133 万部を配布して、活用していただいているところです。 
 実際にこの教材を学んだ子供達の声として、「社会の教科書で農業をしている人が減って

いると聞いて、心配になりました。でも、この本を読んで安心しました。なぜなら、農業

を志す若い人に国が手助けをしていたり、新しい技術活用の研究によって、人手が少なく

て済むようになっていることが勉強できたからです」といったような、非常に心和む、JA
グループにとっても心強い感想が多く寄せられています。 
 続きまして、JA 全厚連の取組です。県域の取組としまして、本日は静岡厚生連の取組と

いうことで、県内 7 カ所の病院施設内によろず相談窓口を設置して、看護師やケースワー

カーが病院や子育ての悩みについて相談を受けている所を設置しています。あとは、静岡

厚生病院の例なのですけれども、9 カ月までの乳児がいる母親・父親を対象とした「素敵マ

マ応援講座」というものを開催しています。赤ちゃんとお薬や、離乳食のお話など、そう

いった講演をして、講演の後も、赤ちゃんと共に行う体操や、赤ちゃんのあやし方などを

紹介する取組を行っています。参加者からは、分からなかったことが解消できた、一緒に

楽しくて良かった、という感想を頂いています。 
 最後に、この他の JA グループということで、出版事業を行っている家の光や、観光業を

行っている農業観光です。こちらの組織につきましても、農業体験を受けてもらうアグリ

スクールや、親子料理教室、農協観光につきましては、農業体験ツアー、子供と一緒に過

ごす体験ツアーといった取組を行っているところです。 
 これからも JA グループは、子育てをしっかり応援・支援していき、JA グループ全体と

して盛り上げ、継続的に取り組めるよう、しっかりと私どもが一丸となって支援をしてい
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きたいと考えているところです。 
 JA グループの取組は、以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、続きまして、JA 全国女性組織協議会様、お願いします。 
 
●ＪＡ全国女性組織協議会 
川井：皆さん、こんにちは。JA 全国女性組織協議会の川井といいます。2 分ほどで慌てて

説明したいと思います。 
 先ほどもありましたが、654 の組織で 54 万人います。私たちの組織は現在、非農家の女

性もメンバーになっています。食農教育の参加や学校給食への食材提供、子育てを支援す

る教室などは、参加者の延べ人数です。そして、この実施している組織というのは、私た

ちの、JA 女性組織の 654 組織のうちの、やっている組織の数です。そして、下の食農教育

講師派遣というのは、これは部員が派遣として行って、先生となってやっています。 
 それから、親子型参加のフレッシュミズ交流研修会などを実施しています。親子で参加

するというのが、非常に大事だと思っています。お乳を搾った場合、これをバターにした

り、そしてまた、この時は、豚肉を使って命を頂きますという話を聞いた下で、親子でシ

ューマイを作るというような、きちんとストーリーのある食農教育が大事だと思って活動

しています。 
 そしてまた、田植えなどをしても、もみをまいて苗を育て、植えて、水管理をして、草

取りをして、収穫をする、それをみんなで調理して食べるという、ただの単品のイベント

ではなくて、農業への一環の、1 年間を通して一通り、どういうことが私たちの食へつなが

っているかということを学ぶことが大事だと思ってやっています。 
 また、子供食堂の開設ということで、JA の南国市では、単独で女性協のメンバーが子供

食堂を立ち上げました。昨年 5 月に立ち上がり、毎月 1 回、約 150 人のうちの 100 人近く

が子供達で、あとのメンバーは地域のお年寄りや家族などが利用してくれています。完全

に地域に定着しました。女性部ですし、部員は作物を作っていますし、直売所や JA から食

材を頂くので、よその子供食堂と違って、単品ではなく、いろいろな食材を使ったいろい

ろな料理を頂くということが、JA 女性部の子供食堂の特徴だと思います。 
 そして、私たちは、母から子へ伝えたい料理ということで、地域の伝統食というものを

ホームページで伝えています。皆さんもぜひ活用していただきたいと思います。 
 ありがとうございました。 
 
渥美：素晴らしい取組をご紹介いただきまして、ありがとうございました。では、続きま

して、公益社団法人日本農業法人協会様、お願いします。 
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●公益社団法人日本農業法人協会 
吉永：皆さん、こんにちは。日本農業法人協会の吉永と申します。よろしくお願いします。 
 私どもは、全国に会員 2,000 人を擁する組織です。特徴を申し上げますと、経営者自ら

が自分の責任において自己経営の改革に取り組んでいる、いわば地域の農業のリーダーの

集合体だということです。概略を申し上げますと、2,000会員のうちの約7割が耕種経営で、

平均の売り上げが 3 億 5,000 万を少し超えるぐらいではないかと推計しています。正確に

は難しいですけれども、大体概略はそういう組織です。 
 私どもが今日ご紹介申し上げますのは、私ども法人協会の取組が 1 点、イベントです。

これはたぶん、農育・食育の観点の取組かと思います。もう 1 点は、まさに本題でありま

す、各法人経営体の子育て応援に関する職場環境の取組の事例です。これをご紹介させて

いただきたいと思っています。 
 まず 1 番目です。ファーマーズ＆キッズフェスタです。毎年 11 月の第 2 週の土曜、日曜

に、日比谷公園を会場に第 9 回まで、現在開催しています。目的は書いてありますとおり、

日本の農業と都会の子供達をつなぐということで、将来的な消費者であります子供達に農

業の素晴らしさを伝えたいということで、東京のど真ん中で全国から会員が集まって開催

しています。見ていただきますとおり、子供が非常に喜ぶような農と食の体験参加型イベ

ントということで、開催しています。2 日間で述べ 5 万人以上と書いてありますけれども、

去年の 11 月で 5 万 6,000 人、その前で 6 万人、天候にもよりますけれども、毎年 6 万人ぐ

らいは日比谷公園に集めているということです。 
 特徴を少し進めますと、この 2 年ほど力を入れてきたことがあります。それは、11 月の

このイベントだけに終わらず、いろいろな作物によって収穫時期は違うので、この収穫体

験ツアーを、全国、1 年間、年間スケジュールで開催しまして、その総仕上げがこの 11 月

のファーマーズ＆キッズフェスタという位置付けでやっています。 
 もう一点は、出前授業です。これも最近、力を入れていまして、結果、今年度は新しい

取組も 1 つ見えました。これは小平第 6 小学校という所に出前授業で行きまして、米の田

植え、それから収穫の体験をしまして、その採れた米を、子供達が自分たちで絵を描いた

パッケージにしまして、この場で売るという取組も、少し発展をしてやっているところで

す。 
 時間がないので、あとは見ていただきたいと思います。 
 もう 1 点、会員の具体的な取組事例をご紹介させていただきます。 

これは農林水産省様の補助事業を利用させていただきまして、女性が活躍する企業体を、

3 年間の補助事業で 100 経営体、表彰する事業に取組ました。裏返しますと、女性が活躍で

きるような職場環境を整備している経営体ということがいえると思っています。 
 なお、3 つ目の丸にありますけれども、私どもは 2007 年にビジョンを発表しました。そ

の中で、目指すべき未来の 1 つに、「農業が若者の将来就きたい職業の第 1 になる」という

ことを掲げていまして、この WAP100 という取組は、その未来を実現するための道しるべ
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という位置付けにしています。 
 具体的な事例です。これは、群馬県昭和村のグリーンリーフさんです。最大の特徴は、

書いてありますとおり、託児所を開設していることです。この託児所を開設しましたおか

げで、遠くから出勤されている女性の方が、子供さんを保育園に送り届ける、学校に送り

届ける、それと、また迎えに行かなければいけないという、非常に、この時間のロスが解

消されまして、午前中だけの勤務だったのが、午後の勤務も可能になった、あるいは土日

の勤務も可能になったということです。夏休みなど長期の休校日には、園児なども預かる

ということです。 
 2 つ目と 3 つ目ですけれども、岩手県の事例です。「多能工化」という言葉が書いてあり

ますけれども、分かりやすく言いますと、1 つの仕事を最低 3 人の職員でやっていくという

ことで、補完が利くということで、いろいろな事情によって休みたいときに、その職員が

他のことをカバーするような仕組みを作っているということです。 
 3 つ目ですけれども、ここは、「有給休暇取得 100％」とありますけれども、これを取組

の柱に掲げまして実現しているということで、プールなども設けまして、夏休みには子供

も一緒に連れてきているということです。 
 下の赤い所にありますけれども、これらの取組を現在、今年度は、またこれも補助事業

を利用しまして、全国 100 を超えます事例を集めました。これをロールモデルとしまして、

セミナーの開催を行いまして、今は横展開をやっているところです。 
 以上です。ありがとうございました。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、続きまして、公益社団法人国土緑化推進機構様、お願いします。 
 
●公益社団法人国土緑化推進機構 
沖：国土緑化推進機構の沖です。今日は「森林環境教育の取組」と題しまして、大きく 5
つのパートに分かれて説明をさせていただきたいと思います。では、次のページをお願い

します。 
 まず、国土緑化推進機構のミッションですけれども、皆さま方はご存じかもしれません

けれども、胸に着けています緑の羽根募金、こうしたものを中心にして募金を集めまして、

それを原資として、こうした環境教育などにも取り組んでいます。 
 まず、国土緑化推進機構ですけれども、昭和 25 年に、荒れた国土を緑化していこうとい

うことで、山梨県におきまして、第 1 回目の全国植樹祭を天皇陛下をお迎えして実施した

組織です。昨年、福島で 69 回の全国植樹祭を行ったところです。こうした植樹に対する活

動が非常に活発に昭和の時代は続きまして、ようやく今、1,000 万ヘクタールの人工林が形

成されたところです。これから切って使っていく、そしてまた植えるというサイクルに入

ってきていると思っています。 
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 そうした中で、やはりこの森づくりの循環を国民の運動としていくことが、我々の大き

な仕事だと思っています。国民参加の森づくり運動、そして、それに携わる人々を育てて

いくといったことも、我々の業務として、現在取り組んでいるところです。特に 2030 年の

SDGs に向けて、我々の貢献する分野は、非常に多いのではないかということで、考えてい

ます。17 の目標のうち 14 は、森林に大きく関与する部分だと考えています。 
 まず、1 番、森林環境教育ですけれども、「森林 ESD」と書いてあります。社会の中で、

この持続可能な森林経営、持続可能な社会をつくっていく上で、森林・林業が果たす役割

というのは、非常に大きなものがあります。 
ここに書いています右側の図は、これは森林について大阪のある先生が、単純に森林だ

から、森だから、林業だからどういう捉え方をするのではなくて、国語にも使える、算数

にも使える、社会にも使えるではないかということで、森の位置付けをこのように考えて

くれました。 
 我々は、これを「森林 ESD」ということで、森を舞台にして様々な教科の教育を実施す

ることができると考えています。特に学習指導要領では、5 年生になりますと、社会科の中

で森林や林業といった分野が出てくるのですけれども、それだけではなくて、日常的な中

で、この森づくり、林業といったものが使われていくことができるのではないかと、非常

にポテンシャルのある分野だと考えています。 
 そうした中で、まず国土緑化推進機構の就学児童に対する取組です。直接事業としまし

て、「緑の少年団」をつくって、実施しています。これは、森の中で様々な活動をしまして、

心豊かな人間を育てていくということですが、やはり先生との協力が大切です。また、地

域の森林ボランティアや、森林インストラクター、また森林管理署などの国の組織があり

ますので、そうした方々のご協力を得て実施しているところです。現在、小学校を中心に

約 3,000 団体、33 万人が活動をされています。 
 活動する場は、主に学校の周りの里山、こうした所を中心に、また学校林といったもの

があります。昔は、学校の経営上の財産として学校林を持っていたのですけれども、現在

はそれを教育の材料として使って、積極的に取り組んでいる学校もあります。現在は、2,500
の学校で、約 1 万 6,800 ヘクタールの学校林が設定されています。 
 4 番目です。これは未就学児童に対する取組です。これまでの就学児童だけではなくて、

小さい頃から森に親しんで豊かな日本をつくっていくことにつながると考えています。 
 特に、まず 1 番目の左にあります「森の教室」です。これも国土緑推が直接行っている

事業ですけれども、幼稚園や保育園、ここに巡回しまして、森の大切さ、そうしたものを

教えるイベントをしています。参加人数や実施回数は、これは 200 回、2 万人ぐらいの園児

等が参加しています。特に東日本大震災が発生した後は、福島で採ったドングリを幼稚園

の皆さんに育てていただいて、また福島に植えるような取組をしたり、そういったことも

やっています。 
 右側の「森のようちえん」です。これは最近、特に注目されている活動なのですけれど
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も、森の中で幼稚園をやろう、これはヨーロッパ、特にスウェーデンが発祥で、ドイツで

非常に今、熱心に取り組まれています。特段の園舎を持たないもの、また、園舎はありな

がら、週に 2～3 回森に連れていく、そのような活動で、森の中で幼稚園児が頑張っていろ

いろな活動をするというものです。 
 全国ネットワーク組織が、昨年の 10 月にできました。110 の組織、自治体が集まりまし

た。鳥取・長野・広島の各県、こうした所が中心になって、これから動いていこうとして

います。 
 最後ですけれども、地域学校協働活動です。いずれにしましても、学校の先生は非常に

忙しいです。この先生方とどのように折り合いをつけながら、地域の子供達を育てていく

かということが大事です。やはり地域のボランティアは、それぞれのボランティアの特徴

がありますので、ボランティアの有能な部分を、有力な部分を取り入れまして、やってい

こうと考えています。我々としては、そうした地域ボランティアの活動支援をしながら、

ますます子供達への教育への森の利用を進めてまいりたいと思っています。 
 以上です。よろしくお願いします。 
 
渥美：ありがとうございました。では、続きまして、全国漁業協同組合連合会様、お願い

します。 
 
●全国漁業協同組合連合会 
大森：全漁連の大森です。発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。 
 今日は、我々としての水産物の食育という観点でお話をさせていただきますけれども、

やはり国全体のこの少子高齢化は、我々浜でも非常に深刻な問題としてあります。そのこ

とについて、水産物の食育という観点で、子育て応援をこのような状況でどのようにして

いるか、今日はそういうお話をさせていただきます。 
 前提として、わが国の水産物の生産金額は、この三十数年前は 3 兆円の生産額があった

のですけれども、これがずっと減少していまして、1 兆 4,000 億円まで減少しました。 
ただ、ここ数年は、魚価の上昇等もありまして、1 兆 6,000 億円まで戻ってきているとい

うところで、浜に明るい兆しがあります。一方で、この水産物の消費、これについては、

平成 13 年のピークから比べますと、この 16 年間で、なんと 39％減少している、こういう

深刻な状況です。魚食普及、そのツールとしての食育、そういう面でもこの取組が重要で

す。 
 わが国の豊かな食文化には魚が不可欠ですので、特に健康面を含め、お子さんが魚食に

接していただく、そのためには子育て世代のお母さん方へのアプローチが重要だと考えて

います。 
 それでは、資料をご覧いただきたいと思います。まず、シーフード料理コンクールとい

う取組のスライドがあります。この取組も、浜のお母さん方、また、子育て世代の主婦の
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方々にお魚料理のチャレンジ部門、また、プロを目指す学生部門というこの 2 部門で、も

う今年で 20 年になりますが、去年は 19 回目を迎えました。去年のテーマは「ノリ」とい

うことで、このノリについては、胎児の正常な発育に欠かせない、妊婦のビタミンと呼ば

れています葉酸をはじめとした多様な栄養豊富な食材であり、赤ちゃんの味方であるとい

うことを中心に取組をさせていただきました。資料には、その最優秀賞の料理も出ていま

す。 
 次に、小学生新聞を活用しました消費拡大ということです。これは朝日学生新聞と連携

しまして、朝日の『小学生新聞』の中で、月 1 回発行しています『朝日おかあさん新聞』、

これに、簡単で美味しい魚料理また、魚の栄養面・健康面に関する企画などを掲載してい

ます。これは一昨年の事例になりますけれども、魚の伝道師といわれている元水産庁にお

られた上田勝彦さん、このウエカツ流オリジナル料理の紹介、また、魚の油のオメガ 3、こ

れの健康面・美容面の紹介、こういうものも掲載させていただいているところです。 
 我々は「プライドフィッシュ」という、漁師が選んだ本当においしいお魚、この取組で

ウェブサイトを中心とした活動をしています。子育て世代の方々、また、子供さん方に、

おいしい魚の情報を分かりやすく紹介するということです。各地でこのプライドフィッシ

ュを、季節、春夏秋冬で選んでいますので、この取組が、今日現在で、40 都道府県で 260
魚種を公開しています。このウェブサイトのアクセス数ですけれども、年々増加をしてお

り、次で紹介します Fish-1 グランプリの効果もあり、去年の 11 月には 11 万 8,000 件とい

うことで、当面の目標でありました年間 100 万アクセスを達成しています。 
 この第6回のFish-1グランプリですけれども、昨年の11月25日に日比谷公園で実施し、

Fish-1 当日は 6 万人が来場、4 日間では 16 万人ということでした。漁師自慢のプライドフ

ィッシュの料理コンテストを中心に、大変盛況にお子さん方、そして主婦の方々に参加い

ただいています。 
 また、その他の消費拡大に向けたイベントということで、ここに書いてあるような様々

な取組をしていますし、資料の一番下にありますように、全漁連以外にも、各県漁連、そ

して漁協、女性部、青年部、こういった方々が、全国で様々な同じような取組を展開して

いるところです。今後とも、大日本水産会さんと共に子育て世代への水産物の食育のサポ

ートを、これからも積極的に展開をしてまいる所存です。 
 ありがとうございます。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構様、お願いします。 
 
●国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 
波積：初めまして。農研機構でダイバーシティの担当理事をしている波積です。本日はこ

のような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 
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 本日は、当方の子育て支援の考え方につきましてお話をするのですけれども、少しその

前に、当機構のことを知らない方がいると思いますので、簡単に説明をさせてください。 
 農研機構ですけれども、正式名称は、農業・食品産業技術総合研究機構、少し一遍では

覚えられないような名前ですけれども、歴史的には明治 26 年からの古い機関です。研究者

数は、正規の職員が 3,300 人、研究職員が 1,800 人という、理研や産総研と同じような規

模の研究所ですけれども、実はなかなか知られていません。と申しますのは、10 年前に名

前を変えたりということもありましたし、今の規模になったのは 3 年前です。現時点では、

この 4 月 1 日から、初の民間企業からの理事長ということで、今日も冒頭にごあいさつを

申し上げましたけれども久間和生が理事長として来て、積極的に研究開発を進めていると

ころです。 
 その中で、農研機構という名前は、案外知っている方がいないかもしれませんけれども、

ここは農業関係者だから知っている方が多いかもしれませんが、やはり一番最近のヒット

作でいうと、シャインマスカットです。あるいは加工技術もそうですし、鳥インフルエン

ザ関係の技術もそうです。あるいは、『下町ロケット』で無人のトラクターが出ていました

けれども、その進化系であるスマート農業など様々なことを、まさに、国民に身近なこと

を一生懸命させていただいている、それがわが農研機構です。 
 その農研機構が、どのような形で子育て支援をしているのかというのが、これから説明

をさせていただく本題です。 
 まず大事なことですけれども、やはり理事長がトップマネジメント、要はダイバーシテ

ィを進めることが、仕事を進める上で非常に大事なことであるということを、これは全職

員にイントラネットで公開している資料です。この中にありますとおり、性別・国籍等に

かかわらず、多様な人材が個々の力を最大限に発揮する、そして、そのことによって、農

業、食品産業版の Society5.0 を目指すということを、組織の中で、隅から隅まで発信をし

ています。 
 理事長がいつも言っているのが、「ぴりっと仕事、元気な職場」です。仕事は繊細に一生

懸命やらなければいけませんけれども、一方で、元気で楽しい職場であることが大変必要

なのです。そういう意味で、このダイバーシティ推進は、そのための一番大きなツールと

なっていると、私どもは考えています。では、具体的に何をしているかというのが、次の

ページです。 
 実際にやっていることは、かなり地道なことをやっています。計画的に、まさに研究者

の方々が、時間制約がある中で、自分の力をどれだけ発揮してもらえるかということがメ

インでありまして、キャリア形成を支援するという観点、そして、ワーク・ライフ・バラ

ンスを支援するという観点、この 2 つの観点から具体的な施策を組んでいます。 
 キャリア形成の支援で一番大きいのは、左上にある育児・介護中の研究支援制度です。

研究者の方は、それこそ育児をするために時間がありません。特に農業の場合ですと、収

穫時期が一遍に来ます。そのときの調査も大変です。そのときに、研究者の方、一人一人
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が、可能であればですけれども、契約職員の方を雇って実際に研究の支援をしてもらう、

そういう取組をしています。これによって、かなりの方々が育児などもしながら、しっか

りと自分のキャリアを形成するということができています。 
 さらにそれ以外にも、もちろん、意識啓発セミナーなどの様々な取組をしていますが、

面白いのが、この「NARO メンタリングプログラム」です。ちなみに、「NARO」というの

は、英語名のわが職場の愛称です。覚えていただければと思います。職場の上司以外の方

をメンターという形で入れて、個別の悩みをしっかりと聞いてもらうという取組をしてい

ます。これも大変効果的に動いていると思っています。 
 次の取組が、ワーク・ライフ・バランスの支援ということで、一番大きいものは、一番

上の一時預かり保育園です。これは、今年から、つくば地区だけにまず設置をしています

が、つくばで働いている方だけではなくて、地方から出張で来られた方、あるいは外国か

ら来られた方も、あらゆる方が使ってもらえる施設としています。こういった形で、女性

だけではなくて男性の方にとっても、いい環境を今つくり上げているところです。 
 さらに、育児セミナーという所にも書いてあることですけれども、わが機構としまして

は、男性も育休を取ってもらいたいということを強く考えていまして、ガイドブックを作

って普及しています。さらに、今申し上げたような様々な取組を組織内で共有することが

大事ですので、ニュースレター、ガイドブック、あとはイントラネット、様々な場面で、

個々の職員、特に幹部職員の方に、こういう制度があると、職員に使ってもらわないとい

けないということを、しっかりとアピールしています。 
 このような取組を進めることによって、わが農研機構の中では、女性もかなりしっかり

活躍できる職場となっていることが、このデータで分かるのではないかと思います。研究

者に占める女性研究者の割合、あるいは、管理的職員の割合が、それぞれ全国平均よりも

上の数字を出しています。また、ペーパー上は書いていませんけれども、実際に産休を取

られた職員の方々は、ほぼ全ての方が、職場にしっかりと復帰をしています。これも、こ

ういった我々の取組の成果と考えているところです。 
 次が最後のスライドでありますけれども、私ども農研機構としては、先ほども申し上げ

たような、「農研機構は農業・食品分野で科学技術イノベーションの創出により、Society5.0
の農業・食品版を実現して、SDGs の達成に貢献します」ということを、高らかに宣言して

いるところです。ちなみに、ダイバーシティの関係では、この右端です。ダイバーシティ

推進の関係で、女性活躍促進法のえるぼしの 3、えるぼしのナンバーワンのものを、我々は

取得しています。いずれにしましても、今まで申し上げたような様々な取組を通じまして、

引き続き、男性・女性関係なく、しっかりと楽しく働ける職場を我々は目指しているとこ

ろです。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
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 では最後に、キユーピー株式会社様、お願いします。 
 
●キユーピー株式会社 
加藤：キユーピーCSR 部の加藤と申します。 
 本日は、フードバンク支援、食育、子供食堂支援の 3 つの活動について、お話しさせて

いただきます。どうぞ、よろしくお願いします。 
 キユーピーは、本年、創業 100 周年を迎えるに当たり、グループの長期ビジョンとして、

「2030 VISION 食で笑顔をキユーピーと。」を策定しました。このビジョンは、グループ

の理念の「おいしさ」「やさしさ」「ユニークさ」をもって、世界の食と健康に貢献すると

いう目指す姿につながっています。2030 ビジョンは、世界、お客様、社会の 3 つの視点か

ら、それぞれにありたい姿を定めています。その中で、社会に向けて、子供のおいしい笑

顔のサポーターを掲げ、未来をつくる子供達に向き合う集団を目指しています。 
 ここからは、具体的にキユーピーの取組を紹介していきます。 
 まずは、フードバンク活動への取組についてです。そもそもキユーピーは、食を通じて

社会に貢献したいという創始者の精神の下、事業活動や社会活動を行っています。フード

バンク活動へのきっかけは、セカンドハーベスト・ジャパン様の「全ての人に食べ物を」

という考えとその活動に賛同し、2007 年より商品寄贈を開始しました。このフードバンク

活動への取組は、食の支援を必要とする方々の笑顔を生むとともに、食品ロス削減にもつ

ながる取組と考えています。 
 今後、活動を拡大していくに当たり、ケースから開けたときの商品の品質補償の問題や、

商品を寄贈する際の効率的なルートの設定および、商品保管・配送コストの低減などに課

題を感じています。これらを進めていくには、1 企業だけでは限りがあるため、自治体の支

援や企業間の連携が必要と考えています。また、従業員のボランティア参画を増やし、意

識を高めていくことも大きな課題と感じています。 
 その他の取組としまして、キユーピーグループでは、「QPeace」というマッチングギフト

制度を導入し、従業員から推薦されたフードバンク団体へ、少額ではありますが寄付を行

っており、活動を応援しています。この制度を通じて、従業員への認知・啓発につなげて

いきたいと考えています。 
 続きまして、食育活動への取組を紹介させていただきます。子供のおいしい笑顔のサポ

ーターに向け、大きく 3 つの柱で取組を行っています。 
 まず 1 つ目は、子育ての食支援です。特に離乳食期における親御さんの食の悩みは大き

く、弊社のベビーフードを活用し、そこを解決するセミナーを開催しています。離乳食に

おける親御さんの不安を取り除くことで、もっと子育てを楽しんでほしい、親御さんの笑

顔は子供の笑顔につながるという思いで、施設見学や工場見学の中で実施しています。 
 次に、キユーピーでは、体験と学びを提供するマヨネーズ教室を 2002 年より開催してい

ます。社内資格を取得した従業員が講師となって小学校へ出向き、マヨネーズ作りを一緒
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に行います。参加したお子さんには、体験を通し、食の楽しさ、大切さを実感してもらい

ます。自分で作ったマヨネーズで野菜を食べてもらいますが、苦手な野菜が食べられる原

体験にもつながっており、その様子を見ることで、参加従業員への大きなモチベーション

にもなっています。 
 最後に、共食体験の支援についてです。共働き世帯やひとり親世帯が増えており、子供

が独りで食事をする場面が多くなってきました。子供にとって、食卓はコミュニケーショ

ンを取る大切な場であり、共食は、私たちだけではなく、心の健康にもつながっています。

体だけではなく、心の健康にもつながっていく大切な場です。キユーピーみらいたまご財

団では、共食の場を提供する子供食堂を支援することで、子供の心と体の健康を支援して

いきます。 
 ここで出ましたキユーピーみらいたまご財団ですが、食を取り巻く社会課題が大きくな

る中、思いを共有できる団体の活動を幅広く支援することで、社会貢献につなげていきた

いという思いの下、設立しました。広く食育活動を行う団体や、子供食堂などの食を通し

た居場所づくりを行う団体への助成を中心に、活動を行っています。2017 年度に設立し、

初年度は 20 団体、2018 年度は 26 団体を支援してまいりました。 
 子供食堂が急速に広がる中、運営面や衛生面などで様々な課題があることが、財団の活

動を通じて、分かってきました。そこで、子供食堂を運営している団体や、これから始め

る団体を対象に、活動継続のヒントとなり得るような事例紹介や、団体同士のネットワー

クにつながるセミナーも開催しています。 
 今後、子供のおいしい笑顔のサポーターを実現させていくためには、もっと従業員が子

供と寄り添っていくことが必要と感じています。その第一歩として、従業員の家事参画プ

ログラム「Let’s 男飯」を企画しました。この Let’s 男飯は、コーポレートシェフを講師に

迎え、普段料理をしない男性従業員を対象に行う料理教室のことです。まずは従業員が積

極的に料理などの家事を行い、家族で食卓を囲み、食を通して子供や家族が笑顔になるこ

とを目指しています。従業員が子供との向き合い方を変えることで、子供のおいしい笑顔

のサポーターを推進していきたいと考えています。 
 以上が、キユーピーの取組です。ありがとうございました。 
 
●意見交換 
渥美：ありがとうございました。 
 今、7 つの事例から、人間生活の根底を支えている農林水産業界ならではの強みや特色を

生かした、様々な取組を伺わせていただきました。これからは、5 つのテーマに即して、皆

さまからご意見を賜りたいと思います。 
 まず 1 つ目のテーマは食育です。こちらに、「『食の安全』や『食の正しい栄養知識』を

伝えていくために、生産者として消費者に提供すべき情報と、効果的な伝え方とは」とあ

ります。まず、ホクレンさんのご意見はいかがでしょうか。 
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板東：ホクレンでは食育の取組としまして、平成 22 年から、食と農のふれあいファーム「く

るるの杜」というものを運営しています。「くるるの杜」は、体験農場、そして調理加工体

験施設、それに、農村レストランと農畜産物の直売所が付随した施設です。特に力を入れ

ていますのが、子育て世代の親子に向けました畑の学校、田んぼの学校などの体験です。

春の種まき、夏の草取り、秋の収穫、そして収穫物を使った調理加工ができる仕組みです。

1 日だけの体験の方も含めますと、年間 420 回、1 万 3,000 人の子育て世代の親子に利用い

ただいています。運営スタッフとしては、若手の農家さんにも加わっていただいていまし

て、交流もできる仕組みなっています。 
 さらに、これらを大きく広げていく取組として、北海道内で、「くるるの杜」の取組を紹

介しましたテレビ番組を作っています。「おいし Q るる」という番組で、年 26 回放映をし

て、そういう楽しさを皆さんにお伝えをしているところです。さらに、我々は、農協さん

と、それから連合会で構成します北海道の JA グループ北海道、この中では、テレビ番組「あ

ぐり王国北海道」というものも、製作・放映をしています。 
 「くるるの杜」も度々登場していますが、実際に北海道にあります 108 の農協さんに、

番組スタッフと子供達が直接出向いて、農業体験、それから食育体験等をしていただくと

いうものを、毎週放映をさせていただいています。このような形で、食育に大いに貢献を

して、農業が好きな子供さんたちをたくさんつくっていきたいと取り組んでいるところで

す。よろしくお願いします。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、大日本水産会様、お願いします。ご意見いかがでしょうか。 
 
小林（憲）：発言の機会を頂きましてありがとうございます。 
 私ども水産業界は子育て世代のニーズの 1 つとして「健康」があると思っています。先

ほど、全漁連の発表にもありましたように、魚離れがいわれて久しいのですが、お母さん

方が子供に食べさせたい食品として魚は野菜に次いで 2 位というアンケート調査もあると

聞いています。 
 そこで、子供達にどうやって教えていくかが必要だということです。私どもには生産、

加工、流通、関連産業を含めまして、団体や企業で 500 以上の会員がいるのですが、そう

いった方のネットワークを通じまして、全国各地で小学校の「おさかな学習会」というも

のを進めています。 
 今まで全国に約 2 万校ある小学校のうち、5 年間で大体 1,000 校ぐらいで出前授業を行っ

てきたのですが、これをさらに進めていきたいと思っています。おさかな学習会というの

は、具体的には 1 つはお魚のゼミです。特に高学年では水産業の学習もあり、冊子やパン

フレットを使いまして、魚食の健康への影響の話や水産業の話もします。しかし、やはり
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子供達はそれだけでは飽きてしまうので、本当は漁業の体験をしてもらいたいのですけれ

ども、これはなかなか難しいので、タッチプールといいまして、実際に生きた魚を学校に

持ち込みまして、子供達に触ってもらいます。子供達は、とても喜びます。そして、模擬

漁業体験ということで、カツオの一本釣りや、投網の体験などもしてもらっています。本

物の持つ力や、自分の体で体験することは強い印象を与えるようです。 
 さらに学習会が終わった後に、今度はお母さん方に、プロの板前さんからお魚料理教室

を開いていただきます。そして、家に帰ってからお魚料理を食べていただければと思って

います。アンケートをしますと、学習会が終わったその後は、2～3 割、お魚を食べる回数

が増えたという結果もあります。小さい時に食べた味というものは大人になっても忘れな

いといわれていますので、ますますこれからもおさかな学習会を含めて、魚食普及に努め

ていきたいと思っています。 
 どうもありがとうございます。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、中央酪農会議様はいかがでしょうか。 
 
寺田：中央酪農会議の寺田と申します。よろしくお願いします。 
 私どもでは、酪農教育ファーム活動という、特に学校教育の場で、酪農を題材とした教

育活動を行っています。今回の意見交換の論点が「どのような取組が消費者である子育て

世代に対してより情報が届きやすく、より効果的な情報を届けられるか」ということです

ので、活動を広げていくために留意していることについて、2 点ほどお話させていただきま

す。 
 1 点目は、教育関係者と一体的に連携して取組を進めているということです。生産者や生

産者団体はとかく自分たちが伝えたい、教えていきたいということを一方的に言いがちで

すが、ユーザー、つまり教育関係者の方々の要望がありますから、各委員会にも教育関係

者の方々に入っていただき、一緒になって推進していくことに取り組んでいます。 
 2 点目は、教育関係者の中にも、他の教育関係者の方に影響力のある、俗に「インフルエ

ンサー」と呼ばれる方々がいらっしゃいます。そういった方々を通じて、酪農教育ファー

ム活動の効果について啓発活動を行っているという点です。 
 私からは、以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 時間の兼ね合いもありまして、2 つ目のテーマの環境教育に移らせていただきます。交流

機構様、環境教育に関して、ご意見はいかがでしょうか。 
 
山野：まちむら交流きこうです。私どもの機構では、グリーンツーリズムの体験指導者、
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いわゆるインストラクターといっていますけれども、その育成を行うとともに、修学旅行

などで農家にホームステイするという、それの受け入れを行う受け入れ協議会と申してい

ますけれども、その体制整備、登録を実施しています。なお、これまで、インストラクタ

ーは 4,000 人、それから、受け入れ協議会について 180 カ所が登録しています。 
 農業・農村体験は、単なる田植えや収穫体験ということだけでは、あまり効果が期待で

きないのではないかと思っています。農業は、ご承知のとおり自然が相手で、自分の思う

ようにならないことも多々あります。それに向き合っている農家の暮らしぶりに触れて、

苦労や創意工夫に気付いて、そういう機会を提供することが非常に重要であると思ってい

ます。 
 農業者との交流や農作業に携わる体験が十分確保できるよう、例えば、4 泊 5 日など、で

きるだけ長期の宿泊体験が望ましいと考えています。長期の宿泊体験では、子供同士が一

緒に生活をするので関係性が深まり、子供達の自主性や協調性の育成も期待できます。ま

た、受入れ農家の方々は、学校での生活態度が悪い子供でも、受け入れたときには、色眼

鏡で見ることなく本気で褒めたり叱ったりするので、子供の自己肯定感が強まり、帰る時

は子供達が変わったと、そうした報告も多々受けています。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。最近は、グリーンツーリズムを「グリツリ」というよう

です。 
 では、芸術と遊び協会様はいかがでしょうか。 
 
馬場：芸術と遊び創造協会の馬場と申します。よろしくお願いします。 
 私どもの NPO 法人では、「東京おもちゃ美術館」という所を運営しています。その中で、

林野庁様とも連携を深めながら、木育――木で育てる、あるいは木で育む活動を全国で展

開しています。つまり、できれば地域材、その地域にある木を生かして、それを子育て応

援にどうつなげていくかという取組で、大きくは 2 つの取組をしています。 
 1 つは、木のおもちゃです。それぞれの地域に特有の木を使いまして、木のおもちゃをプ

ロデュースしまして、それを子育てに生かすという形で、今日はここにも持ってまいりま

したが、これは京都の北山杉で作ったおもちゃです。 
 もう 1 つは、木の空間です。地域材を活用しました木の空間をいろいろな所につくりま

して、そこで、子育て応援の活動をしていこうということで、実は、東京四谷にあります

おもちゃ美術館にも、東京多摩産材を使いました「赤ちゃん木育ひろば」というのがあり

ます。今は全国の自治体で、姉妹おもちゃ美術館という形で、沖縄、山口県の長門市、そ

して秋田県の由利本荘市等々で、地域材を活用した場をつくっています。 
 ただ、場をつくるだけでは、もちろん駄目ということになっていまして、そこで、私た

ちは、地域材と人、子育ても一緒にやる中で、それぞれの地域で地域材を活用した子育て
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応援の場になっていくということを目指して、今、全国で活動しています。よろしくお願

いします。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、農林中央金庫様、お願いします。 
 
田中：農林中央金庫です。農林中央金庫は、農林水産業を応援する金融機関です。いろい

ろな活動をやっているのですが、今日のところは、私の担当しています森林部門の活動に

ついて、ご報告を申し上げたいと思います。 
 森林組合系統や、行政の皆さんと連携をして、国産材の利用拡大に向けた取組をしてい

ます。それで、全国各地で木育、木製品の寄贈という形で、活動をしています。特に幼稚

園や保育園、学校等の公共施設に、木製の玩具や遊具、机や椅子を寄贈するといった活動

です。 
全国各地で、子供達やそのご父兄の皆さまに、木製品に親しんでいただいているのでは

ないかと思っています。こういう活動を通じまして、環境保全や森林の保全、水源の涵養

（かんよう）といった、木材の利用の意義をお伝えしてます。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、土地改良連合会様はいかがでしょうか。 
 
小林（祐）：全土連の小林と申します。 
 私どもとしましては、おそらく大臣もお聞きになったことがあるかと思いますけれども、

「田んぼの学校」と総称していますけれども、田んぼや、あるいは農業用水路、あるいは

ため池、里山、そういったものを場として活用した環境教育です。これを平成 10 年から、

当時は国土庁、それから文部省と一緒になって始めて、取組を進めているところです。現

在は、約 400 の団体が登録されていまして、一部におきましては、小学校と連携しまして

総合学習の一環として位置付けられている、そういう地域にも発展しているところです。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、3 つ目のテーマは、子供食堂・フードバンク支援です。全国フードバンク推進協議

会様、ご意見をお願いします。 
 
米山：全国フードバンク推進協議会、事務局長の米山です。よろしくお願いします。 
 私どもは、国内フードバンク団体の全国的なネットワーク組織です。事業の 1 つとして、
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本日お集まりいただいているような食品関連事業者様から、全国各地のフードバンクへの

食品の寄贈を仲介させていただいたりしています。 
 また、先ほど、キユーピー株式会社様から発表がありましたとおり、企業様の中には、

配送にかかるコスト負担が課題となっているということをよく伺うことがあります。それ

で、ちょうど昨年 12 月、1 カ月ほど前なのですけれども、農水省と国税庁のホームページ

で、フードバンクに寄付をする製品・食品に関して、全額を損金算入が可能になることが

明確になりました。例えば、この水を企業様がフードバンクに寄付した際に、この製品の

時価、それから配送にかかるコストも含めて、損金算入ができることになりましたので、

社会貢献で子供の貧困対策に取り組みつつ、節税の対策にもなるということで、ひとつメ

リットになると思います。 
 本日お集まりの皆さまは、食品や食材を取り扱われる企業・団体様が多くあります。ぜ

ひ今後、フードバンク、子供食堂も含めてですけれども、どのような支援や取組ができる

かという検討段階からで結構ですので、お気軽にご相談いただければと思っています。今

後ともどうぞよろしくお願いします。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 日本ベビーフード協議会様、もう一回、食育に戻っていただいても結構ですので、ご意

見を賜れたらと思います。よろしくお願いします。 
 
松本：日本ベビーフード協議会の松本です。 
 我々は、対象がベビーですので、0 カ月から、12 カ月までのお子さまが対象です。12 カ

月までのお子さまのベビーフードというのは、そしゃくの、舌の発達に合わせまして、具

材の大きさや硬さ、それから塩分や砂糖など味覚につきましても、やはり成長に合わせた

ものを作っています。ですから、商品そのものが全て食育だということがいえます。 
 先ほど、キユーピーさんの話にもありましたように、お母さま方の負担は、やはり、特

に食事を作ることにつきましては、かなりいろいろな調味料や添加物があって、一般には

なかなか大人と同じものは使えないということで、ベビーフードを気軽に使うことによっ

て、非常にその辺の育児の負担が軽減されるのではないかと思います。 
 また、今、ベビーフードは市場規模がどんどん上がっていまして、ベビーの出生人口は、

昨年辺りは 92 万人で、今年辺りは 90 万人を切るのではないかというレベルになっている

のですけれども、ベビーフードの市場は広がっています。それはやはり、そういったもの

を使うことによって、子育てを経験した方からどんどん社会に出ていただけるということ

で、女性の社会進出の一つの手助けになっているのではないかということです。 
非常に、こういった優れたベビーフードを、皆さまに深く紹介して知っていただくこと

によりまして、ますます女性の社会進出、あるいは子育ての助成をさせていただきたいと

思っています。 
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 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、4 つ目のテーマに移りたいと思います。子育てしやすい職場づくりに関して、まず、

農研センター様、ご意見をお願いします。 
 
野宮：国際農林水産業研究センターです。 
 私どもの法人は、開発途上地域における農林水産業に関して、現地での研究を業務の中

心に行っている法人です。子育て支援に関しましては、平成 28 年度より、東京農工大学さ

んを中心に、東京外国語大学さん、そして、うち等が参画しまして、文部科学省さんのダ

イバーシティ事業に参加しているところです。 
 その事業の取組の一環としまして、私どもの法人は、研究職の採用に当たっては、テニ

ュア付きの任期付き研究員、これを基本に採用していまして、現在は研究職全体の 20％を

超える人数が任期付きとなっています。当然、それだけの人数がいますと、任期付きの間

に、出産、子育てとそういう方も出てこられますので、産前・産後休暇、それから育児休

業を取得した場合は、その期間は任期を延長するようにして、任期期間中にしっかり研究

成果を出してテニュアに通るように、制度を改正したところです。現に今現在も育児休業

を取得している任期付き研究者の方がいらっしゃるという状況です。 
 以上になります。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、農業会議所様、ご意見をお願いします。 
 
柚木：全国農業会議所です。 
 私どもは、市町村の行政委員会であります農業委員会の全国組織で、人の問題、そして

農地の問題を主に対応しています。この人の問題の中で、とりわけ農業の場合は、家族農

業経営が 9 割以上を占めていますので、その家族経営の中で労働環境改善を図っていくた

めの家族経営協定、この推進を進めているところです。かなり長くて、昭和 30 年代からや

っていますけれども、いろいろと経営の問題と、それから家事・育児の問題と、昨今は特

に、今日のテーマであります子育ての関係について、この家族経営協定の事項として、き

ちんと盛り込んでいくということで、その推進を農業委員の皆さん、とりわけ女性農業委

員の皆さまと共に進めているところです。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、畜産会様、よろしくお願いします。 
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姫田：中央畜産会です。 
 中央畜産会では、畜産女性から成ります、全国畜産縦断いきいきネットワークというも

のを国、中央段階、県段階あるいは地域で開催しまして、女性生産者の交流の中で、女性

経営者として、子育ての問題、そして、そういう悩み事について、お互いに意見交換をし

て、その解決に向かって活動しています。 
 また一方で業界全体としましては、特に酪農の周年拘束性、家畜がいますので、労働が

毎日あるということです。このため、酪農ヘルパーが組織されており、出産時、傷病時の

酪農ヘルパー、あるいは、子育てのための、子供の病気のための酪農ヘルパー、このよう

なものをどうつくっていくかです。今も既に酪農ヘルパーはありますが、その中で、生産

者がどうヘルパー料金を支払っていくか、あるいは、ヘルパーになられる方々の処遇の問

題をどうしていくかです。要するに、ヘルパー料金は生産者が払う料金ですので、ヘルパ

ーの処遇をどうしていくかということ、そういうことについて、大規模経営が多くはなっ

ていますが、特にまだ酪農の 7 割の生産者は家族経営ですので、この方々をどう支援して

いくかということを、今、業界の中で議論しているところです。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、続いて、JA 全厚連様、お願いします。 
 
榛葉：JA 全厚連です。 
 先ほどの農研機構さんと同様ですけれども、JA グループがつくった団体なのですが、あ

まり知られていません。107 病院を中心に、保険、医療、福祉に取り組んでいます。専門職

の集団です。それも、女性が大半を占めています。その人たちがインフラですので、その

人たちの子育て支援ということで、職場環境を整えまして、郡部、地方で展開しています

ので、生産者、それから消費者と共に、それから、地域住民の生活を支えていくというこ

とに取り組んでまいりたいと思います。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 5 つ目のテーマで、地域支援ですけれども、JA 全共連様、お願いします。 
 
若松：全共連です。 
 JA グループの中の保障事業をやらせていただいています。強みを生かしまして、やはり

健康、医療面に関しまして、全厚連さんとタイアップして、健康のホットライン、育児を

含む相談を 24 時間受け付けるようなことや、また、交通安全に関しての取組として、子供
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達に黄色いランドセルカバーをお配りする、黄色いフラッグを横断歩道に設置するなど、

そういう活動で子育てや地域支援をさせていただいています。 
 以上です。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、農業共済様、お願いします。 
 
徳井：農業共済の徳井です。 
 農業共済は、農家の経営安定といいますか、農業経営のセーフティーネットということ

で、一昨年に 70 周年を迎えました。いわゆる地域のセーフティーネットとして、高齢者や

お子さんを CSR を通して守れないかということで、全国の事務所で全国の県警にもご協力

いただいて、ＮＯＳＡＩがこれから地域を見守りますという活動をスタートさせて、1 年半

が過ぎています。 
 公用車にステッカーを貼る、そして、また災害の都度、農家を見回り、また日頃から農

家を訪ねますから、その際に、小学校を回ったりしながら、お子さまを事件・事故から守

って、地域のセーフティーネットを守っていこうということで取り組んでいます。事務所

や公用車には、「子ども 110 番の家あるいは車」ということも、県警に登録をさせていただ

いて、まだ始まったばかりですけれども、47 都道府県中、既に 24 県で活動をしています。

一部の地域では事件に遭遇して、警察と連携をしてドライブレコーダーを提供した、ある

いは、橋の欄干から飛び降りそうな方を通報して助けたなど、そういう報告も来ていると

ころです。 
 地道な活動ですが、こういうセーフティーネットとして、活動を続けてまいりたいと思

っています。以上、ありがとうございました。 
 
渥美：では、5 つのテーマ全体を通して、全農様、お願いします。 
 
中島：全農です。 
 私どもは、JA グループの中では、先ほども全中からの報告にもありましたけれども、農

畜産物の実際の生産から販売までというところに携わっています。 
 先ほどの全中の説明資料の中で、1 点だけ補足的に紹介させていただきます。全農の取組

として、親子料理教室と親子農業体験ツアーということで紹介させていただきましたが、

その中で、料理教室をやっていますと、障害をお持ちのお子さんが参加されるケースがあ

りまして、少しペースが周りと合わないということがありました。料理教室については、

今日もいろいろな団体の方から取組が紹介されたところですけれども、私ども全農としま

しては、この障害をお持ちのお子さんたちを中心とした料理教室、これは資料の中でも、「み

んなの子供料理教室」という名前を付けていますけれども、これを、これからは強化して
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いきたいということを考えています。一応、補足的に紹介させていただきます。 
 ありがとうございます。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 では、キッズデザイン協議会様、お願いします。 
 
福田：キッズデザイン協議会の福田と申します。 
 キッズデザイン協議会は、70 社の企業といろいろな団体様で、約 100 を超える団体で支

えられていますコンソーシアムです。 
 本日参加させていただきまして、今日の皆さま方の事例をお聞きしますと、これからの

子供達にとって、いろいろな食育であったり、実際の農業体験であったり、そういったこ

とを、様々な活動をされていることに感銘を受けました。きっと、これからの子供達がそ

ういった体験を通じて、これから将来大人になって、食に関わる職業であったり、食に関

わることに関わっていく、そういったことによって、これからの日本のいろいろな課題を

解決できるのではないか、そのような感想を受けました。 
 あともう一つは、先ほど、100 を超える団体で支えられると申し上げましたけれども、過

去の第 1 回、第 2 回の時は、会員の方々も実はここに参加されていたのですけれども、今

回は残念ながら、今は会員の方がたまたま参加をされていません。今後はぜひ、キッズデ

ザイン協議会に興味を抱いていただきましたら、日本の子供を取り巻く社会課題を解決す

るために、私どもと一緒に活動できたらと思っていますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 
 
渥美：ありがとうございました。 
 子育て支援では、よく、点・線・面のアプローチが大切だといわれます。子供達に、そ

もそも食料品、あるいは森林、自然環境を通して大切なことを学ぶ機会を多く提供してい

ただいています。また、業界を挙げて、線のアプローチも既にもうなされています。これ

からは、他のステークホルダーと連携して面のアプローチを、これも既に幾つかは萌芽（ほ

うが）があるということがよく分かりました。貴重なご意見をありがとうございました。 
 
【５】大臣挨拶 
阿南：ありがとうございました。 
 ここまでは、事例・取組紹介、そして意見交換を、皆さま方に貴重なご意見を頂き、充

実したお時間を過ごすことができました。 
 コーディネーターの渥美由喜様、ありがとうございました。 
 それでは、今回の意見交換を踏まえまして、内閣府特命担当大臣、宮腰光寛より、今後

に向けて、一言申し上げます。 
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宮腰：本日は、長時間にわたりまして幅広くご議論をいただきましたことに、まず心より

お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。また、今回の第 3 回会合の開催

に当たりまして、横に座っておいでの大澤経営局長をはじめ、農林水産省の皆さまにも大

変なご協力をいただきましたことにつきましても、深く感謝を申し上げたいと思っていま

す。 
 発表いただいた取組の中には、食育活動や木育活動など、子供の健全な育ちに関する優

良事例が多く見られました。一次産業が子育てに果たす役割の大きさ、これを改めて実感

をさせていただいた次第です。 
 また、子育てしやすい職場づくりに関しましても、託児所の整備などのハード面に加え

まして、長期休暇中の子連れ出勤制度など、様々な工夫についてお話をいただきました。

ちょうど昨日、茨城県つくばにある、子連れ出勤に取り組む企業・団体を視察してまいっ

たところで、改めて、子連れ支援の必要性を感じました。 
 こうした好事例を広く展開していただくということに加えまして、私から一歩踏み込ま

せていただいて、3 つのお願いがあります。 
 1 つ目は、フードバンクや子供食堂との連携の強化ということです。本日発表がありまし

たような素晴らしい先進的な取組を、点での好事例に留めず、面として広く展開していく

ためには、企業の枠を超えて、業界を挙げて、また業界横断的に取り組むことが不可欠で

あると考えています。そこで皆さまには、フードバンクや子供食堂の全国的な団体が参画

をするマッチングネットワーク協議会の積極的な活用をお願いします。 
 また、内閣府では「地域子供の未来応援交付金」を活用し、新たに子供食堂やフードバ

ンクと、農林漁業関係の生産・流通・小売業者等をつなぐ地方自治体の取組を促すことに

しています。ニーズの高いエリアからモデル的に実施していく予定ですので、ぜひご協力

をいただきたいとお願いをしたいと思います。 
 2 点目ですが、他の業界との協働による取組の推進ということです。例えば、これまでの

コンソーシアムで、全国の道の駅などに子育て支援施設を整備することが決まりました。

こうした施設を活用し、食育活動などを積極的に進めていただきますよう、お願いいたし

ます。 
 3 点目ですが、子育て世代の女性農林漁業者の声の反映ということです。農林水産業界に

おける子育ての課題のみならず、農林水産業界として、広く一般の子育てを応援するため

にどういった貢献をすべきか、何ができるのか、農林漁業に携わる子育て世代が集まり、

当事者目線で提案をし、実践につなげていくための場を、業界を挙げて設けていただきた

いと思います。これらの取組が、結果として、農林水産業や食品産業に、子育て世代の若

者がより多く集まるということにもつながっていくのではないかと思います。 
 皆さまのリーダーシップによりまして、従来の発想にとらわれることなく、できること

からどんどん着手していただきたいと強く希望します。行政としましても、この流れを一
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過性のものとせず、次につなげていけるよう、皆さまをしっかりと応援してまいります。 
 子育てに優しい社会の実現に向けた取組が、本日お集まりの皆さま方のお力でさらに大

きく進展し、国難とも呼ぶべきわが国の少子化の克服につながっていくことを祈念しまし

て、私からの提案とさせていただきたいと思います。 
 今日はありがとうございます。 
 
阿南：ありがとうございました。 
 それでは、ただ今、大臣が申し上げました点につきまして、内閣府からご提案がありま

す。内閣府子ども・子育て本部参事官、南順子よりご説明申し上げます。 
 
【６】内閣府からの提案 
南：南です。 
 ただ今、宮腰大臣のごあいさつにありましたとおり、ご出席いただきました皆さまに内

閣府からお願いがあります。 
 お手元に配布の A4 縦の 2 枚の紙、各団体・企業の今後の子育て支援に関する取組につい

て、お配りしています。それから、PowerPoint 資料も、併せてご参照いただければと思い

ます。 
 本日ご出席の団体・企業様から、非常に多様な取組をご紹介いただきました。事前に頂

いた資料の中から、事務局のほうで参考にしていただきたい事例を整理しましたので、ま

ずはお手元の資料の中の 1 番、「各団体・企業から共有された優良事例」をご参照いただけ

ればと思います。 
 次に、2 番として「内閣府からの提案」があります。先ほどの宮腰大臣からのごあいさつ

にもありましたけれども、各分野において子育て世代に期待されると考えられる、一歩踏

み込んだ子育て支援に関する取組のイメージを例示させていただきましたので、スライド

でご紹介をします。お手元に配布しているものと同じものです。 
 まず、こちらは内閣府所管の「地域子供の未来応援交付金」を活用した、子供食堂やフ

ードバンクと、農林漁業関係の生産・流通・小売業者をつなぐ取組の推進のイメージにな

ります。こうしたスキームを利用することによりまして、フードバンクや子供食堂との連

携を強化いただき、より安定的で広域的な支援を実施できるものと考えています。 
 フードバンクや子供食堂への支援について、もう 1 つ、本日もお越しいただいています

全国フードバンク推進協議会様も含めて、全国的な団体が参画して、支援側と支援を受け

る側を結び付ける組織として、マッチングネットワーク協議会があります。こちらも、相

談、物資の配分調整、情報発信など、様々な役割を担っていただいていますので、ぜひ積

極的にご活用いただきますようにお願いします。 
 それから、これも宮腰大臣からご紹介がありましたけれども、他業界との連携というこ

との一事例です。こちらは、道の駅の場を活用した食育活動の推進イメージです。 
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「食育ソムリエ」という有資格者を道の駅に配置して、食育を推進されている事例です。

非常に先進的な取組ですけれども、一部で既に実施されていると伺っています。こうした

取組を積極的に取り入れていただきますようお願いします。 
 最後に、本日のコンソーシアムの内容を受けまして、子育て世代の農林水産業事業者に

よります、業界横断での子育て支援に向けた検討の場の設置等を、宮腰大臣からお願いし

たところです。皆さまにおかれましては、そうした場への積極的な参加と、取組の推進に

お力添えを賜りますと幸いです。 
 以上は一例ですけれども、まだいろいろな工夫ができるのではないかと考えています。

本日の資料を各団体・企業にお持ち帰りいただきまして、早速ご周知いただければ幸いで

す。何とぞ、よろしくお願いします。以上です。 
 
阿南：ありがとうございました。 
 内閣府の提案につきましては、本日の先進的な取組について、各団体・企業にお持ち帰

りいただき、幅広く共有していただきますようにお願いします。 
 それでは、以上をもちまして、子育て応援コンソーシアム第 3 回会合は終了となります

が、この後、このフロアにあります 401 号室にて、交流会の場を設けさせていただきまし

た。簡単ではありますが、ドリンクや軽食のご用意をしています。各団体・企業の皆さま

と、親睦を深めていただければ幸いです。それでは、どうぞ皆さま方、これよりはご移動

をお願いします。 


