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午後１時３０分 開会

○豊田部会長 定刻になりましたので、ただいまから平成15年度第２回食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会を開催させていただきます。

前回の部会におきまして、引き続き部会長を拝命しております豊田でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

本日は専門委員の方を中心に、初めて果樹部会にご出席いただいた方がいらっしゃいますの

で、まず初めに委員の皆様につきまして、事務局より紹介させていただきます。

○果樹花き課長 果樹花き課長の竹原と申します。本日はよろしくお願いを申し上げます。委

員の先生方をご紹介いたします前に、資料でございますけれども、封筒の中をあけていただき

ますと資料が入ってございます。この先何か不都合等がございましたら、その都度、事務局に

お申し出いただきたいと思います。

資料の２に名簿がございます。ご紹介をさせていただきます。まず、増田委員でございます。

○増田委員 増田でございます。

○果樹花き課長 増田委員は坂本委員の後任ということでございます。

続きまして、臨時委員の皆様方を五十音順にご紹介させていただきます。

石川委員でございます。

○石川臨時委員 石川でございます、よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 それから、大段委員でございます。

○大段臨時委員 大段でございます。よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 大段委員は中野委員のご後任ということでございます。

梶浦委員でございます。

○梶浦臨時委員 梶浦でございます。

○果樹花き課長 木村委員でございます。

○木村臨時委員 木村でございます。

○果樹花き課長 武井委員でございます。

○武井臨時委員 武井でございます。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 中村委員でございます。

○中村臨時委員 中村でございます。

○果樹花き課長 納口委員でございます。

○納口臨時委員 納口でございます。よろしくお願いいたします。
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○果樹花き課長 畑江委員でございます。

畑江委員でございます。

○果樹花き課長 古野委員でございます。

○古野臨時委員 よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 本日は臨時委員のうち、小田切委員が所用によりご欠席ということでござい

ます。

続きまして専門委員の皆様方を、また五十音順にご紹介させていただきます。

浅沼委員でございます。

○浅沼委員 浅沼でございます。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 岩崎委員でございます。

○岩崎委員 岩崎でございます。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 江郷委員でございます。

○江郷委員 江郷と申します。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 梶川委員でございます。

○梶川委員 よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 桂委員でございます。

○桂委員 桂でございます。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 金光委員でございます。

○金光委員 金光でございます。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 川端委員でございます。

○川端委員 川端です。よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 北口委員でございます。

○北口委員 よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 小杉委員でございます。

○小杉委員 小杉でございます。よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 志村委員でございます。

○志村委員 志村でございます。よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 徳田委員でございます。

○徳田委員 徳田でございます。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 内藤委員でございます。
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○内藤委員 内藤でございます。よろしくお願いいたします。

○果樹花き課長 中安委員でございます。

○中安委員 中安です。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 三原委員でございます。

○三原委員 三原でございます。よろしくどうぞお願いします。

○果樹花き課長 本日は専門委員のうち、岩垣委員、林委員が、所用によりご欠席となってお

られます。

以上でございます。

○豊田部会長 ご紹介ありがとうございました。お手元に資料２、食料・農業・農村政策審議

会生産分科会果樹部会委員等一覧をお配りしておりますが、本日は委員及び臨時委員12名のう

ち、11名のご出席をいただいておりますので、資料３の27ページ、食料・農業・農村政策審議

会令第９条第３項の規定に基づき、本部会が成立していることを確認いたします。

それでは議事に入る前に、本日の果樹部会の開催趣旨を簡単に説明させていただきます。

本日は委員の皆様方におかれまして、ご多忙の中、当部会にご出席いただきましてまことに

ありがとうございます。

既にご承知かと思いますが、先月より食料・農業・農村政策審議会企画部会におきまして、

現行の食料・農業・農村基本計画の見直しに向けた検討が開始されております。現在本年夏ご

ろをめどに、中間論点の整理ということで、品目横断的な政策への転換、担い手農地制度の改

革、農業環境資源の保全対策の確立の３点を中心に、それぞれの現状と課題について議論が行

われております。

また、今後、本年の夏以降におきまして、中間論点を踏まえ、計画の構成、食料自給率目標

等の検証、施策全体のあり方等につきまして議論が行われ、年末までに論点整理、平成17年３

月に答申という予定になっております。

このような中で、果樹につきましても、果樹農業振興特別措置法に基づき、おおむね５年ご

とに農林水産大臣が、果樹農業の振興を図るための基本方針を定めることとなっております。

策定に当たりまして、今後当部会における委員の皆様方のご意見を踏まえた上で定められるこ

とになっております。

後ほど農林水産大臣から果樹農業の振興を図るための基本方針に関する諮問を受けた後、策

定に当たっての進め方等について、ご審議いただくことになっております。

ここで一言だけつけ加えさせていただきますと、今日、消費者の食の安全、安心への期待は
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かつてなく高まり、くだものの持つ健康への機能性、高い品質性が改めて注目されています。

また、地域におきましても、急峻な国土環境の保全に果たす果樹農業の多面的機能が評価さ

れております。委員の皆様方には消費者、生産者を初め、多くの方々の合意を形成し、信頼を

構築できるような果樹農業の未来を開く基本方針について、活発なご意見を賜りますようお願

い申し上げ、私のあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。

これから議事を進行させていただきますが、まず初めに、議事の前に、生産局長白須局長に

ご出席いただいておりますので、ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

○生産局長 ただいまご紹介いただきました生産局長の白須でございます。お集まりの委員の

先生方には果樹の関係はもちろんでございますが、農政全般にわたりまして日ごろから大変ご

指導いただいております。この場をお借りしまして、心から厚く御礼を申し上げる次第でござ

います。本日は亀井農林水産大臣が参りましてごあいさつを申し上げるべきところでございま

すが、国会の関係の予算委員会がございまして、出席がかないませんで、私は大臣のあいさつ

を預かってきておりますので、この場で代読をさせていただきたいと思います。

第２回食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会の開催に当たりまして、一言ごあい

さつを申し上げます。

まず、本日ご出席の委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご参集をいただき、ご

審議賜りますことにつきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。健康で充実した国

民生活の基礎となる食料の安定供給は、国の基本的な責務であります。農林水産省といたしま

しては、食料・農業・農村基本法を踏まえ、食料自給率の向上を図るとともに、農業の構造改

革を進め、農村、漁村の活力を取り戻す取り組みを鋭意進めているところであります。

昨年12月、私は現行の食料・農業・農村基本計画の見直しについて、食料・農業・農村政策

審議会に諮問を行いました。その後先月から同企画部会において検討が開始されたところであ

ります。国民の皆様に広く議論に参画いただくとともに、ご理解を得て、平成17年３月までに

新たな基本計画を策定すべく、全力で取り組んでいくこととしております。

我が国の果樹農業は日本の農業の中できわめて重要な地位を占め、豊かな食生活、健康の維

持増進を図る上で欠くことのできない役割を担っております。農林水産省といたしましても、

これまで果樹農業の振興のために、各般の政策を講じてきたところでありますが、委員の皆様

方を初め、広く国民各層のご意見をお伺いし、より一層スピード感を持って、農政の改革に全

力を尽くしてまいる所存であります。
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本日は新たな果樹農業の振興を図るための基本方針を定めるに当たり、留意すべき事項につ

いてお諮りをすることとしており、これから約１年間という長期間にわたってご審議をいただ

くことになります。委員の皆様方におかれましては、次の世代に対してどのような姿の食料・

農業・農村を残していくべきかという大きな視点に立ち、我が国の果樹農業の今後の将来像に

ついて、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ、私のあいさつといたします。

平成16年２月20日、農林水産大臣亀井善之、代読。よろしくお願いいたします。

○豊田部会長 どうもありがとうございました。

それでは、今回の議事に入る前に、果樹部会委員でありました坂本委員が、ご承知のように

６月末に辞任されておりますので、今まで部会長代理の席が空席になっております。このため、

改めて部会長代理を決める必要がございます。部会長代理につきましては資料３の25ページの

食料・農業・農村政策審議会令第７条第５項の規定におきまして、当該部会に属する委員及び

臨時委員のうちから、部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理することとなってお

ります。

ということでございますので、僭越ですが、私から指名させていただきたいと思います。

部会長の代理は増田委員にお願いしたいと思います。

○増田委員 よろしくお願いいたします。

○豊田部会長 それでは議事次第に基づきまして、部会の運営につきまして、事務局から説明

していただきたいと存じます。よろしくお願いします。

○果樹花き課長 それではご説明をさせていただきます。失礼いたしまして、座りまして説明

をさせていただきます。

資料３に基づきまして、ご説明をさせていただきます。最初の１ページをごらんいただきた

いと思います。食料・農業・農村基本法の法律をここに載せてございます。

この法律自身、まさに基本法でございまして、細かい説明は省略をさせていただきますけれ

ども、この中で審議会のことについても触れられております。それが17ページでございます。

恐縮ですが、17ページをおあけいただきたいと思います。

ここの第４章第39条というところ以降で審議会の規定がございます。この果樹部会は、この

食料・農業・農村基本法に根拠をおいて設置されておるものでございます。

続きまして、同じくちょっとページをめくっていただきたいのですけれども、20ページをお

あけいただきたいと思います。これは今の審議会の規則を細かく規定いたしました審議会令で

ございます。それでまたちょっとめくっていただきまして、22ページまで飛んでいただきたい



- 6 -

と思います。22ページ、６条というところで、審議会に置かれる分科会が規定されております。

分科会はいろいろございますけれども、分科会の１つに、次の23ページでございますけれど

も、生産分科会が規定をされております。生産分科会の所掌事務としては１つは食料・農業・

農村基本法の施行に関する重要事項のうち、農業生産の振興に関する施策にかかるものを審議

することということが書かれておりますけれども、もう一つは、幾つかの法律に基づく事項が

ございますけれども、そのうち、線を引いております果樹農業振興特別措置法に規定される審

議会の権限に属された事項を処理することということが、ここで規定をされておるということ

でございます。

続きまして、また恐縮でございますが、25ページに行っていただきたいと思います。ここで

第７条というのがございます。審議会及び分科会は、その定めるところにより部会を置くこと

ができるということが書かれております。これに基づきまして、果樹部会というのが設置をさ

れておるということでございます。

それから、また大変恐縮ですけれども、28ページの方にまた行っていただきたいと思います

が、ここは審議会の議事規則ということで、また細部を定めたものでございます。このページ

の一番左のあたりから書かれてございます第３条、会長は審議会の会議の議長となり、議事を

運営するということです。

次のページをおあけいただきたいと思います。29ページでございます。一番右でございます、

ここで第２項というところで、会議は公開とする。ただし云々ということで例外規定を設けて

おりますけれども、そういうことが規定されております。それから第４条、議事録というとこ

ろがございます。議事録は一般の閲覧に供するものとする。ただし、云々ということで例外規

定が定められております。

したがいまして、基本的には審議会は公開、それから議事録も公開ということになっており

ますし、一般の傍聴も原則認められることになっておりますので、以降よろしくお願いをした

いと思います。

続きまして、恐縮ですが、また飛んでいただきまして、34ページをおあけいただきたいと思

います。ここには生産分科会における部会の設置についてということでございます。その第１

条に、生産分科会のもとに果樹部会を置くということが規定されております。また、当部会の

議事につきましては、34ページの第２条の１項、真ん中ちょっと左あたりでございますけれど

も、あるいは先ほどのところにも出てまいりましたけれども、果樹部会の決議というのが分科

会の決議とみなすということになっています。
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すみません、30ページに戻っていただきまして、第９条というのがございまして、分科会の

決議とございます。分科会の決議は審議会の決議とみなす、こういうことでございますので、

めくりまして、部会での決議というのが、審議会の決議ということになってございます。

それから、すみません、いろいろ飛びまして恐縮でございます。31ページをおあけいただき

たいと思います。この中で第10条、小委員会という規定がございます。部会長が必要と認める

場合は、特定の事項を部会長の指名する委員、臨時委員または専門委員によって構成する小委

員会に付託し、調査審議させることができるということになっておるわけでございます。

次に食料・農業・農村政策審議会は、果樹農業特別措置法により規定された事務を行うとい

うことで、先ほどご説明したことでございますが、初めての方もいらっしゃいますので、具体

的にはどういう事項が審議事項になっておるのかということをご説明させていただきたいと思

います。

資料４をおあけいただきたいと思います。資料４、ここに果樹農業特別措置法の抜粋が載っ

てございます。第２章の第２条におきまして、果樹農業振興基本方針を農林水産大臣が定める

こととなっております。

第２条の３項には、規定によりまして、農林水産大臣は果樹農業振興基本方針を定めようと

するときには、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞かなければならない。まさにこの果樹

部会の意見を聞かなければならないということになっておるということでございます。

なお、基本方針の内容につきまして法律的に規定されておりますのは、ここの第２条の第２

項の１から６に掲げられておることでございますけれども、これにつきましては、また後で現

在の基本方針がどのようなものかということをご説明する際に、詳しくご説明したいと思って

おります。

現在の基本方針につきましては、約５年前、平成12年の３月に、当時は果樹農業振興審議会

という名前でございましたけれども、そこからご答申をいただいた上、策定されております。

原則として５年に１度ずつご議論の上、見直しを行うことになっています。そこのところにつ

きましては、下の方の、法律の施行令の第１条というところで、おおむね５年ごとに農林水産

大臣が定める目標年度までの期間、これは通常10年先を見通すということになっておりますけ

れども、そういうことで策定をすることになっております。

今回お諮りいたしますのは、まさにこの点でございます。ただ、もう一つ審議会に付託され

ておる点がございますので、あわせてご説明をさせていただきたいと思います。同じページで

ございますけれども、第４章第４条の３というところを見ていただきますと、農林水産大臣は
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特定果実について、需要の動向及び生産の状況から見て需給が著しく均衡を失すると見込まれ

る年について、生産または出荷を行う者及びこれらの者の組織する団体等に対する安定的な生

産及び出荷を図るための指針、生産出荷安定指針といいますけれども、これを定めることとな

っております。

特定果樹につきましてはその定義といたしまして、このページの一番下のところに政令でう

んしゅうみかんというふうに規定されておりますけれども、要するに、需給が著しく均衡を失

しまたは失する怖れがあって、またその状態を改善するために、１年を超える相当の期間を要

すると見込まれる果樹のものということでございます。具体的に、そういうことでうんしゅう

みかんが規定されているわけでございます。

ご存じのとおり、うんしゅうみかんは、おもて年、うら年ということで隔年結果がございま

す。生産の変動が大きいという特色がありまして、生産量が著しくふえるということになりま

すと価格が低落してしまうということで、特別の措置をとらなければならないことになってい

ます。果樹農業振興特別措置法では、農林水産大臣がこういった過剰生産にならないようにす

るための指針を定めるという仕組みになっております。

第３項に、その指針を定める場合は、大臣は食料・農業・農村政策審議会の意見を聞かなけ

ればならないということになっております。果樹農業特別措置法におきまして、この審議会に

議論をいただきます事務は、この大きく２つということでございます。

それから、１点戻らせていただきます。恐縮でございます、説明を抜かしてしまいましたけ

れども、資料３の一番最後の紙をおあけいただきたいと思います。先ほど、審議会の細かい規

定を申し上げまして、審議会の構造がどうなっておるのかというのがちょっとおわかりにくか

ったかなというふうに思っております。ここに全体の審議会の構成が書かれております。一番

上が食料・農業・農村政策審議会ということでございまして、その下に企画部会、施策部会、

統計部会というのがございますけれども、それ以外に分科会ということで、５つの分科会がご

ざいます。真ん中あたりに生産分科会がありまして、その下に果樹部会があると。それ以外に

も甘味資源とか畜産とかというものの部会がある。そういうような構造になってございます。

以上、説明を終わらせていただきます。

○豊田部会長 ただいま当部会の審議事項、審議及び議事録の公開並びに果樹農業振興特別措

置法により規定された事務等につきまして説明がありましたが、ここまでで何かご質問があり

ましたらお願いいたします。

よろしいですか。それではまた何かございましたら、後でさかのぼっていただいてももちろ
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ん結構でございます。

それでは、果樹農業振興基本方針につきまして、ご審議いただきたいと思います。これは今

ご説明のありました果樹農業振興特別措置法第２条第３項に基づき、果樹農業の振興を図るた

めの基本方針を定めるに当たりまして、農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に対し

て諮問を受けております。

この諮問事項につきましては、審議会の八木会長、生産分科会の生源寺会長より、果樹部会

において答申を決定するよう指示をいただいております。今後ご審議いただき、最終的には農

林水産大臣あてに審議会長名で答申を行うこととなります。

それでは諮問文書の朗読及び諮問事項についてお願いしたいと思います。

○大臣官房審議官 それでは諮問文をお渡しするということで朗読させていただきます。平成

16年２月20日、15生産第7073号、食料・農業・農村政策審議会会長殿、農林水産大臣亀井善之、

諮問、果樹農業振興特別措置法（昭和36年法律第15号）第２条第１項の規定に基づき果樹農業

の振興を図るための基本方針を定めるに当たり、留意すべき事項について、同条第３項の規定

に基づき、貴審議会の意見を求める。

よろしくお願いいたします。

○豊田部会長 それではよろしくお願いします。

○果樹花き課長 では、続きまして、諮問事項でございます果樹農業振興基本方針につきまし

てご説明をさせていただきます。先ほど、果樹農業振興特別措置法における位置づけにつきま

して説明させていただきましたので、資料６をごらんいただきたいと思います。これは現行の

果樹農業振興基本方針でございます。

現在のものがどういうものかというのをざっとごらんいただくことが一番基本方針の中身を

ご理解いただくのによろしいかなと思いまして、はしょりますけれどもご説明をさせていただ

きたいと思います。

第１は果樹農業の振興に関する基本的な事項ということで掲げられております。要点だけ申

しますと、果樹は国民に豊かで潤いのある食生活をもたらす、健康に欠かせないものであると

いうことで、機能性成分の重要な供給源となっているということが、一番最初にうたわれてお

ります。一方、果樹農業ということにつきましては、いろいろその省力化ですとか機械化の立

ち遅れ、あるいはその担い家の減少というようなこと、さらには輸入の増加というような中で、

最近、生産が減少傾向にあるとともに耕作放棄地も増加しているということでございます。

そういうことで、消費者ニーズの動向に即した国内果実の生産の維持拡大を図り、それを支
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える果樹園経営や、果樹産地の持続的発展に資するために、いろいろやっていきましょうとい

うことが前段の文章でうたわれております。

具体的には１といたしまして、国産果実の需要の維持・増大というのを一番目に掲げており

ます。ポイントはまさに果実又は果実製品を取り入れた食生活を定着しようということが最初

に掲げられております。

次のページをごらんいただきたいと思います。２ページ目でございます。基本事項で２番目

のポイントは、需要動向に即した国内生産の維持・増大ということで、生産面について掲げら

れております。ポイントを申しますと、食べやすい果実や値頃感のある果実など、消費者ニー

ズにきめ細かく対応した果実の生産の推進を図る必要があるということをここで述べておりま

す。

３番目は果樹農業の産地体制の再編・強化ということで、果樹はやはりその産地というのが

１つのベースになるものですから、産地の再編・強化をうたっております。ポイントを申し上

げますと、果樹産地の再編・強化を推進するということで、省力・低コスト化技術の導入を一

体的に推進していきましょうと。あるいは多様な担い手の育成確保というのを図っていきまし

ょうというようなことが、この中のポイントとしてうたわれております。

さらに次のページをごらんいただきたいと思いますけれども、一番最後のくだりで、環境に

配慮した果樹農業の確立・普及というのも重要であるということが記述されております。

次に第２といたしまして、果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目

標、要するに目標についてここで述べられております。最初はその目標を実現するための留意

点ということで第２パラグラフから書かれてございます。輸入品に対し、品質面で優位性を発

揮できる果実の生産・流通体制を確立し、需要動向に即した生産の展開を図るということが必

要だということで、規模の拡大、省力化、目標としまして労働時間を約１割程度減少していき

ましょう、あるいはその低コスト化の実現というようなことですとか、栽培が容易で品質の優

れた品種の導入、例えば、りんごの高品質品種の導入割合を１割程度としましょう、あるいは

選果の高度化ということで、例えばうんしゅうみかんの光センサー、ご存じかと思います、糖

度もわかるような選果機でございますけれども、こういうものの導入割合を３割程度まで持っ

ていきましょうと。

そういうような課題を解決した上で、以下のような生産努力目標を行っていきましょうとい

うことで、果樹の樹種ごとに策定されています。それが、次の４ページをおあけいただきたい

と思いますけれども、果樹の種類ごとに国内消費仕向量、国内生産量、栽培面積それぞれ当時



- 11 -

でございますので、10年先を見通したということで平成22年の姿ということで展望をしておる

ところでございます。

次に５ページをおあけいただきたいと思います。栽培に適する自然条件に関する基準という

ことで、果樹の場合は非常に自然条件に左右されるという特性がございますので、果樹の栽培

に適する地域につきまして基準を定めております。具体的な内容は次の６ページをおあけいた

だきたいと思います。ここに果樹の種類ごとにそういう基準というのが、主に気象面を中心に

掲げられておるということでございます。

次に７ページをおあけいただきたいと思います。近代的な果樹園経営の基本指標ということ

でございます。目標とすべき10アール当たりの生産量、それから労働時間、それから機械の適

正利用規模というのを定めております。具体的にはその次のページをおあけいただきたいと思

います。ここに果樹の種類ごとに、その表の一覧が載せてございます。摘要というところでは、

こういうそれぞれのものにつきましての根拠、条件というのが記載されております。

次のページをおあけいただきたいと思います。９ページでございます。効率的かつ安定的な

果樹園経営の指標という形で載せられてございます。これはいわゆる経営展望という言葉もご

ざいますけれども、まさにその果樹版ということでございます。効率的かつ安定的な農業経営、

この定義でございますけれども、括弧に書かれております。主たる従事者が他産業従事者と同

等の年間労働時間で地域における他産業従事者とそん色のない水準の生涯所得を確保し得る果

樹園経営、こういうものについて、具体的なその姿というのを主な経営類型別に分けて記載し

ております。それが具体的には次の10ページでございます。すべての樹種ではございませんけ

れども、主な樹種につきましてその姿を示しております。若干ご紹介いたしますと、例えば上

の方のところには、望ましい経営規模ということで掲げられております。それから単収、10ア

ール当たり労働時間云々とありますけれども、最後の一番下の欄に、そういうことで経営をい

たしました際の主たる従事者１人当たり所得というのが、この５年前の試算でそれぞれ 950万

円以下でございますけれども、そういうものが指標として掲げられております。

次に、11ページをごらんいただきたいと思います。11ページは果実の流通及び加工の合理化

に関する基本的な事項ということで、いろいろ掲げられております。流通と果実の加工に分か

れて掲げております。ここはちょっと省略をさせていただきます。

最後に、その他必要な事項ということでございますけれども、前回現行の基本計画では、第

１点といたしまして、優良品種の育成及び革新的な技術開発の促進という品質開発技術の問題

をまず第１点目に掲げてございます。それから、最後の12ページをおあけいただきたいと思い
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ます。２番目といたしまして、果樹生産を通じた多面的機能の発揮ということが掲げられてお

ります。３番目に輸出の促進ということでございます。

以上が現在の基本計画のご説明でございます。

○豊田部会長 ただいま現在の基本方針の内容につきましてご説明いただきました。

本日の部会におきまして、委員の皆様でご議論していただく重要な事項としまして、果樹農

業振興基本方針の策定をいかに進めるか、策定に当たっての進め方の問題がございます。検討

に際しまして、具体的にどのような検討課題なり、検討方向を掲げた上で、どのようなプロセ

スを踏んで取りまとめることが得策なのかということについて、まずご相談したいと考えてお

ります。

私としましては、果樹農業振興基本方針の検討に当たりまして、１つは生産から消費まで広

域かつ専門的な見地での検証をある程度取りまとめた上での本格的な議論が必要であること。

さらに加えて、前回の基本方針の検討におきまして、果樹部会に２つの作業部会を設置して、

それぞれ議論した上で検討した経緯があること等を踏まえまして、事務局ともあらかじめご相

談した結果、先ほど事務局より説明のありました、またいろいろ前後いたしますけれども、こ

の資料３の31ページに、食料・農業・農村政策審議会議事規則第10条に、部会長が必要と認め

る場合として、果樹部会に専門委員によって構成する基本方針の策定に向けて調査審議を行う

小委員会を設置した上で検討していくこととし、資料７、小委員会の設置ということがござい

ますので、そういうことを第10条に示してございます。小委員会に付託し、調査審議させるこ

とができるというのが、この第10条の規定になっております。また具体的な検討につきまして

は、お手元の資料９に、果樹農業振興基本方針についての検討イメージ案というのがございま

す。つまりこのような形で今の第10条の２つの小委員会を設置し、そこにおきまして、これら

の事項についてご審議、ご議論していただく、こういう形を想定させていただいております。

加えて、小委員会の設置根拠となる規定につきましては、ちょっと長いんですけれども、資

料８でございますが、食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会における果樹農業振興

特別措置法に基づく果樹農業振興基本方針の策定に関する小委員会の設置についてによりお諮

りしたいと考えております。

そのようなことでございますので、以上の資料８及び資料９について、事務局の方からご説

明をお願いいたします。

○果樹花き課長 それでは、資料８につきましてご説明をいたします。タイトルが非常に長う

ございますので、タイトルは部会長にお読みいただきましたものですから省略をさせていただ
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きます。

第１条というところで、これも読み上げさせていただきます。食料・農業・農村政策審議会

議事規則第10条に基づき、食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹部会（以下果樹部会と

いう ）に、専門委員からなる果樹農業振興特別措置法に基づく果樹農業振興基本方針の策定に。

関する小委員会として、果樹農業振興基本方針に掲げる事項のうち、果樹の栽培及び果樹園の

経営等に関する事項については、産地・経営小委員会、それ以外の事項については需給小委員

会を置き、調査審議させるということでございます。

第２条は、以下、進め方について掲げております。小委員会の会議は部会長が招集する。小

委員会に小委員長を置き、部会長の指名によってこれを定める。小委員会の議長は、小委員長

をもって充てる。小委員会の会議は、公開とする。小委員長は、小委員会の会議における審議

の経過を部会の会議に報告する。最後に、小委員会の議事録は、公表とする。ただし、会議の

運営に著しい支障があると認められる場合は、小委員長は、議事録に代えて議事要旨とするこ

とができる。こういう案をご用意したということでございます。

それから、これはちょっと無味乾燥な文章でございますが、具体的に、では、どういう検討

のイメージかということで、先ほど部会長のご説明がございましたけれども、資料９をあおけ

いただきたいと思います。先ほど、左の方、現行の基本方針の項目ということで、中身につき

まして、はしょってしまいましたけれどもご説明をしたところでございます。

今回右の方でございますけれども、今回の審議につきましては、昨今の情勢から考えまして、

現在の基本方針の項目に加えて幾つかの点を足し合わせて、総合的な検討をしていただく必要

があるのではないかというふうに考えております。

具体的には、先ほどの需給小委員会は、果実・果実加工品の消費等の実態と検証（流通・加

工を含む）ということで、そこに掲げてあります１から４。１番目は、需給・生産の実態を踏

まえた的確な需給見通し。２番目が国産果実及び果実加工品の消費拡大の今後の方向。３番目

が流通の今後の方向、合理化、輸出促進も含むということでございます。４番目が加工対策の

今後の方向、加工の場合は合理化という問題がありますので、それも含むというふうに掲げて

ございます。

それから、２つ目の産地・経営小委員会でございますけれども、これはまさに果樹の生産・

経営等の実態と検証を踏まえまして、１から４を掲げてございます。１番目は果樹の生産、そ

れから経営対策の今後の方向、これは先ほど申しましたとおり、果樹というのはやはり産地と

いうのが重要でございますので、産地体制の問題も含めてご検討ということでございます。２
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番目が果実の需給調整対策の今後の方向。３番目が果樹栽培に適する自然条件に関する基準の

作成、これは従来どおりやっているものでございます。４番目は近代的な果樹園経営の基本的

指標の作成、これも従来やっているものです。

以上でございます。

○豊田部会長 今ご説明ございましたように、果樹農業振興基本方針の検討の形あるいはプロ

セスということを、以上のようなフレームで行っていきたいということでございます。特にご

意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。

特にないようでございますが、この資料９の産地・経営小委員会の２に、果実の需給調整対

策の今後の方向という言葉がございまして、これが１の小委員会の需給と重なっておるような

印象を受けますが、実はこの需給調整対策というのは、昨今始まりました経営安定対策のこと

でございますので、市場価格の変動を調整する支払制度ということでございますので、産地・

経営小委員会の方の課題として、２番目に位置づけられているという点でございます。

特に異存はないようでございますので、２つの小委員会を設置することとし、この規定に基

づき小委員会における調査審議の上、果樹部会に報告させることといたします。

それでは次に、事務局より検討の土台となる資料10、果樹農業の現状と課題、さらにそれを

踏まえた資料11、果樹農業振興基本方針策定に当たっての検討項目につきまして、ご説明をお

願いいたします。

○果樹花き課長 それでは説明をさせていただきます。資料は10でございます、ちょっと分厚

いものでございます。若干時間をいただきましてご説明をさせていただきたいと思います。

テーブルの上に、青森県産のりんごの 100％ストレートジュースというのが乗っかっており

ます。この資料の中にも出ておりますので、ご賞味いただきたいと思います。なお、休憩をと

りました後は、みかんのジュースも出てまいりますので。

それではちょっと若干長く説明をいたします。まず、目次をごらんいただきたいと思います。

どういうふうな内容でご説明するか、若干最初に説明いたします。

最初は果実及び果実加工品の需給動向、これは客観的な状況につきましてご説明をします。

それから２番目が、消費の構造の現状と課題。現状を言いまして、課題というのはここから以

降すべて共通するところでございますけれども、我々事務局としまして、現段階で考えておる

課題ということでございます。決してこの課題に則して議論をいただくということではござい

ません。参考にしていただくために事務局として考えております課題ということでございます。

それから３番目が生産構造の現状と課題でございます。４番目が、先ほど部会長におっしゃっ
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ていただきましたが、現在、需給調整を行いながら経営安定対策をやっておるというセットで

対策を行っておりますので、この現状と課題について述べております。５番目が流通の現状と

課題、６番目が加工の現状と課題という構成になってございます。

では、早速１ページ目から順を追って説明をさせていただきます。まず、果実及び果実加工

品の需給動向、全体の需給ということでございます。①に総需要量は、加工品の需要の増加に

より増加傾向にありましたけれども、近年は 800ないし 900万トンで推移しております。右の

方に２つのグラフがございます。上の方は生鮮と加工を分けたものでございます。下の方は輸

入品と国産品を分けて書いたものでございます。下の方の折れ線グラフがございますけれども、

これは自給率を示したものでございます。

左の方に戻りまして２でございますけれども、国内の生産量につきましては、輸入の増加の

傾向から減少で推移しております。近年は 400万トン前後というような形になっております。

３番目でございますけれども、総需要量のうち約６割が生鮮用ということでございます。生

鮮用のうち、国産品の割合は７割ということになってございます。これは上の方のグラフでお

読み取りいただけるかと思います。

それから自給率でございますけれども、先ほどの国内生産量が 400万程度でとどまっている

という中で、果汁を中心とする輸入が増加しておるということでございまして、低下傾向にあ

りましたけれども、近年は45％に近い数字で横ばいになっているという状況でございます。

次のページをおあけいただきたいと思います。再度自給率のことをもう少し分析をしてござ

います。自給率を長いスパンで見ております。右上のグラフでございます。全体の自給率と、

国産生鮮の自給率、それから国産加工の自給率ということで、分けてございます。63年の日米

合意でオレンジ等の輸入自由化が行われて以降、特に輸入加工品の増加ということで、国産加

工品の自給率の低下というのが最近著しくなってきておるということでございますけれども、

全体的には総じて横ばいの状況になっているということが読み取れるかと思います。

それから下の方は輸入の動向を示しております。果実加工品の輸入量というのは増加傾向に

ございます。輸入生鮮果実につきましては、近年わずかに増加傾向ということで推移をしてお

るということがお読み取りいただけるかと思います。

次のページをおあけいただきたいと思います。これは国内の生産の状況を示してございます。

平成元年までは大体 500万トンを超えておるという状況でございましたけれども、近年は 400

万トン前後で推移をしておるということでございます。

品目別に見ますと上位の６品目、ももまででございますけれども、これで全体の８割を占め
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ているというような状況でございます。かんきつということでまとめてみますと、これは米印

でございますけれども、これを足し合わせますと約４割ということでございます。品目別の特

徴を見てみますと、なつみかんとかはっさくというのは一貫して減少しております。りんごは

近年横ばいの状況でございます。なし、かき、ぶどう、ももは現象割合は小さくなってきてい

ますけれども、引き続き減少しているということでございます。うめなどは増加傾向でありま

したけれども、最近は若干減少傾向であります。

総じて減少または横ばいというものが多いわけですけれども、一方で不知火ですとか、これ

は商標名はでこぽんと称しておりますが、あるいは西洋なしですとか、清見ですとか、おうと

うとかというものにつきましては増加傾向にあるということでございます。

以上がくだものの需給の大まかな姿でございました。

次のページをあけていただきたいと思います。今度は消費の構造の現状と課題ということで、

まずは消費の動向につきまして示しております。右のグラフをごらんいただきますと、近年の

１人当たりの年間の消費量というのが、これは食料需給表、農林水産省でつくっております統

計でございますけれども、約40キログラム程度ということになってございます。

ただ、これは世界的に見ますと、この水準というのは大変低い、下から数えた方が早いぐら

いの非常に低い水準であるということでございます。それから下のグラフでございますけれど

も、１日１人当たりの摂取量の平均を示しておりますが、全体では 124.3グラムということに

なっております。ただ、非常に年齢階層別に際立った特徴がございます。高年齢層では非常に

高い摂取量がある一方で、いわゆる20代から40代の働き盛りの階層というのが非常に少ないと

いうことで、くだもの離れというのが見られるという状況でございます。

次のページをあけていただきたいと思います。ここに今くだものを購入しないということが

１つの大きな問題になっておるわけでございます。くだものの消費動向に関する緊急調査とい

う、あるいはその食品のモニターに関する調査、いろいろなことでアンケート調査を行ってお

ります。購入しない理由についてということで見てみますと、高い、あるいは食べるのが面倒、

あるいは家族が食べないというような理由が挙げられております。

特に20代から30代の若年層で見てみますと、食べるのが面倒という答えが非常に多くという

ことになっております。簡便化志向がうかがえるとも言えるかと思います。

④でございますけれども、果実の購入に際して参考にしたい情報ということで聞いておりま

すけれども、これは収穫日ですとか栽培方法というものを挙げる方が多いと。それからまたく

だものの購入量がふえるための取り組みとしては、新鮮な地場産のくだものの供給ですとか、
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価格の低下、それから味にばらつきのないくだものの供給というようなことを答える人が多い

という。これはアンケート調査の結果でございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。ところで、特に生鮮のくだものにつきまして

は、やはりいろいろ競合関係がございます。そこで、どういうものを競合品として考えている

のかというこれもモニターに対するアンケートでございますが、ゼリー、プリン、あるいは洋

菓子、ヨーグルト、果実飲料を挙げております。これは生鮮のくだものに対する調査というこ

とであります。

それから⑥に掲げておりますけれども、以上とりあえず、私どもが持っております資料を提

供いたしましたけれども、やはりこの消費の問題につきましては、今後さらにいろいろ検証を

する必要があるのではないかなというふうに思っております。

例えば、消費者が要するに国産を嗜好するのか、輸入品を嗜好するのか、あるいはその生鮮

を嗜好するのか、加工品を嗜好するのか、いろいろな角度から分析をした上で、今後のその検

討に資することが重要ではないかなというふうに考えておるところでございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。今度は消費の拡大の現在行っております対策

について、ご説明をさせていただきたいと思います 「毎日くだもの 200ｇ運動」という形で現。

在進めております。くだものの摂取と健康のかかわりというのが重視されておりまして、食生

活指針ですとか、あるいは厚生労働省がつくりました健康日本21においても、健康的な食生活

のために必要不可欠な品目ということで、くだものが位置づけられておるということでござい

ます。

そういうことで、運動といたしまして、専門家からなります全国協議会を開催しておりまし

て、くだものの健康機能性につきまして普及・啓発を行うというようなことで 「毎日くだもの、

200ｇ運動 、１日 200グラムを食べましょうということを平成13年度から全国的に展開をして」

いるというところでございます。 200グラム運動の 200の根拠でございますけれども、ウで掲

げてございますが、第６次の日本人の栄養所要量の活用という当時の厚生省のもので、国民１

人当たりのくだものの摂取目標量 150グラムというふうに定めています。これは 150グラムは

可食分でございますので、いろいろ皮ですとか種ですとかというものがございますので、消費

者のわかりやすさというような観点から 200グラムというような形で運動を展開をしておると

いうことでございます。

具体的に申しますと、下に掲げておりますように、例えば、みかんでいいますと２個という

ようなのが、１日の目標としましょうということでございます。なお、この右の方にくだもの
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の健康機能性につきまして、私どもが常々示しておりますようなことが掲げてありますのでご

参考をいただければと思います。

次のページをごらんいただきたいと思います。具体的にどのような取り組みを行っておるの

かということでございますけれども、いろいろなメディアですとか、あるいは小売店の店頭で

すとか、あるいは教育の現場とかというようなところで様々な活動をしております。具体的に

は、右の方に掲げてございますけれども、いろいろＣＭ等、あるいは雑誌とかというようなこ

とでも活用しておりますし、あるいは店頭での販売促進活動と連携をしながら活動しておった

り、あるいはシンポジウム、講演会というものにつきましても、積極的にやっておるところで

ございます。

それからイに掲げておりますが、平成15年度からはこういう国だけでの取り組みではなくて、

やはり県段階でもこういう取り組みを積極的に進める必要があろうということで、特に県の場

合ですと、学校給食との連携というのが非常に重要であり、なおかつやりやすいというような

観点から、そういうものを中心に県版の運動というものも展開しております。現在では15県に

おいてやっておるという状況でございます。

それから運動の多様な展開というものの１つといたしまして、特に小学生に対する普及・啓

発というのをやっておるところでございます。右の方にその事例が載ってございますけれども、

首都圏あるいは東北地方、延べで 1,800校に、高学年用の副読本の形でみかんに関する副読本

を提供しております。みかんとともに送るということで、実際にその勉強をしてもらって、後

でその副読本の感想文を書いてもらってそのコンクールもしたりしているというようなことを

やっております。

それから左の方に戻りますけれども、くだものと野菜というのが一体的にその消費拡大とい

うのも必要であるということで、その連携活動による協議会というものも進めておるというこ

とでございます。

以上が消費の拡大に関する現状の取り組みということでご説明いたしました。次に９ページ

に移らせていただきたいと思います。

ちょっとここは内容が別の観点でございます。先ほどご説明をいたしました現行の果樹農業

振興基本方針に述べられております平成22年度における望ましい食料の姿、あるいはその生産

努力目標が食料・農業・農村基本計画にも定められておりますし、同じものが果樹農業振興基

本方針にも定められておりますけれども、現行の基本計画の概要につきまして、まず示してお

ります。
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くだものにつきましては消費がほぼ横ばいと見込む中で、以下によりその輸入品に対し、品

質面で優位性を発揮できる果実の生産流通体制を確立して、需要に対応した国内生産の振興を

図るということで、現在の基本計画の数値というのが定められておるということで、右の方に

具体的な数値ということでお示しをしております。

ただ、消費については横ばいと見込むということですけれども、生産の方につきましては意

欲的な目標というのが前回は設定されたということです。その条件といたしまして、先ほども

一部紹介をいたしましたけれども、生産努力目標を達成するための課題ということで、担い手

への規模拡大ですとか、省力化ですとか、あるいは新品種の導入ですとか、選果の高度化です

とか、そういうものを図った上での生産努力目標ということで、右の下の方に掲げております

目標が設定されたということでございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。その目標が現在どのようになっておるのかと

いうことでお示しをしております。右の方のグラフ上下、上の方が国内の消費仕向量でござい

ます。実線は最近までの実数を入れております。それから当時策定しました22年の目標値が掲

げられております。下は生産に関するものでございます。消費につきましては、輸入果汁を中

心とする加工品の消費量というのが増加しているというようなことで、全体からいきますとそ

の当初の見越したものよりも増加傾向で推移しておるというようなことであろうかなというふ

うに思っております。

一方、国内生産の方でございますけれども、国産果樹の生産を拡大する上で、非常に意欲的

な目標を掲げたわけなんですけれども、生産農家の減少ですとか、あるいはその高齢化ですと

か、あるいはその輸入品に押されるというようなことで、最近ではその品目によっては需要の

減退、価格の低下というのが大きくなっております。そのようなことから、作付面積が減少し

ておりまして、これに伴いまして、全体としましては生産量が減少傾向で推移しているという

のが残念ながら現在の姿ということでございます。

次の11ページをごらんいただきたいと思います。以上、まとめまして課題ということで、先

ほど申しましたとおり、私どもが考えております消費等に関する課題につきましてまとめてお

ります。

①でございますけれども、果実の消費が横ばいというように見込む中で、需要に対応した国

産果実の生産振興を図ることを今まで課題としておりました。しかし、この間、国産果実の生

産というのは減少傾向で推移しておりまして、国産の消費仕向量の全体というのは、微増傾向

というような状況にあります。
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このような最近の消費構造につきまして、先ほども一部ご紹介いたしましたけれども、もっ

ともっと分析をいたしまして、将来の需要見通しを行います際の検討というのを、しっかりそ

の現在の消費の構造というのを分析した上でやる必要があるのではないかというふうに考えて

おります。

②でございますけれども、先ほど果実の競合ということでご説明をいたしましたけれども、

いろいろゼリーとかプリンとか洋菓子とか、いろいろなものが多岐にわたって存在しています。

このような状況の中で、国産としましてはその生鮮果実を中心とする需要の拡大ということが

必要なのかと思っております。その際に、くだもの離れが若年層で進んでいるという現状を踏

まえますと、健康とくだものですとか、あるいはその美容とくだものですとか、あるいはスポ

ーツとくだものですとか、いわゆるそのくだものの多様な機能性に関する情報を発信をしなが

ら、先ほどの「くだもの 200ｇ運動」を推進する中で、世代別に効果的に需要拡大を図る必要

があるのではないかというふうなことを課題として考えております。２つ目はやはり、ニーズ

がありますとおり、手ごろな価格で高品質な果実あるいは食べやすさというようなことを言わ

れていますので、そういった果実をいかに供給していくのかということも課題になろうかと思

います。それから、安全・安心ということで、そういったものですとか、あるいは地場産の果

実という話も先ほどございましたけれども、そういったものの供給についても考えていかなけ

ればならない。最後に、特に小・中学生等に対する食育を通じましたくだものの摂取の重要性

の啓発、習慣づけというのが、非常に大きなポイントになろうかと思っております。特に今の

小・中学生がそれなりに摂取量はございますけれども、20代、30代になってくだものを食べな

くなってしまっては困るということでございますので、こういう世代に対しまして、食育によ

る普及啓発というのが重要かなというように考えております。

以上がこの項におきます検討すべき課題ではなかろうかなというふうに考えております。

続きまして、次のページをおあけいただきたいと思います。生産の構造につきまして、現状

と課題をご説明いたします。まずは農業全体における果樹農業の位置づけということで掲げて

ございます。農業全体、総農家数それぞれ平成２年と比べて平成12年を見てみますと、全体的

にも減少しておりますけれども、果樹の栽培農家数も53万戸から40万戸という形で減少してお

ります。平成12年では総販売農家数の全体では17％を果樹農業が占めておるという状況でござ

います。

耕地面積でございますけれども、これも平成２年が全体で 524万ヘクタールという中で、全

体でも減少しておりますけれども、果樹の栽培面積も、平成２年の35万ヘクタールから28万ヘ
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クタールという形で減少しております。平成14年では全耕地面積の 5.8％を占めているという

状況でございます。

同じく最後に、農業の総産出額でございますけれども、全体が減っておる中で、果樹につき

ましては平成２年に約１兆円から、最新14年では 7,000億円という形で、残念ながら減少して

おるということでございます。全体に占める約８％が果樹というのが最近の姿ということでご

ざいます。

次のページをおあけいただきたいと思います。以降は果樹だけのことにつきまして掲げてご

ざいます。最初に生産量、栽培面積の推移でございます。果樹の栽培面積は一番ピークが昭和

49年の44万ヘクタールでございました。その後一貫して減少しております。平成14年では28万

ヘクタールということになっております。生産量につきましても、年次間の変動はございます

けれども、減少しておるということでございます。

もちろんこの中では一番大きいものは、うんしゅうみかんの減少ということでございます。

品目別に見ますと、みかんということでは平成14年には５万 8,400ヘクタールということでご

ざいます。ピーク時は約17万ヘクタールあったものが、約６万ヘクタール弱ということでござ

います。ただ、隔年結果、先ほど申しましたとおり、みかんはそういう性格を持っております

けれども、後でご説明いたします13年度から実施しております需給調整対策などの成果もござ

いまして、最近は変動幅は抑制されつつあるということはあろうかと思います。

りんごにつきましては近年栽培面積が減少しております。平成14年度では４万 5,000ヘクタ

ールとなっております。生産量は90万トンの水準で推移をしておるということでございます。

その他の品目につきましても総じて減少しているものの、先ほども出てまいりましたが、おう

とう、西洋なし等一部の品目では増加しておるということでございます。増加しておるものの

主なものにつきまして、右下の方に表で示してございます。

次のページをおあけいただきたいと思います。果樹農家の動向ということでございます。こ

れは主には平成２年から平成７年にかけまして、全体で３万 7,000戸栽培農家数が減少してお

りますけれども、平成７年から12年にかけましては、９万 1,000戸と減少割合が高まってきて

おるということです。特に主業農家の減少が４万 7,000戸あったということで、大きな割合を

占めているという残念な状況でございます。主業農家云々の定義につきましては、右の表の注

２というところにございます。主業農家というのを最近、農林水産省ではよく使いますけれど

も、主業農家とは農業所得が主で、要するに50％以上が農業所得であって、65歳未満の農業従

事者で60日以上の方がいる農家というのが主業農家の定義というふうになっております。
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それから先ほどの農業従事者でございますけれども、60歳以上の従事者の割合というのが、

昭和60年の30％から、平成12年には50％近くまで増加しているという高齢化の状況でございま

す。③でございますけれども、年齢別に見てみますと、60歳以上の経営者の割合というのが、

全体で５割以上を占めておるということで、高齢化が進展している状況でございます。右の真

ん中のグラフをごらんいただきたいと思います。

産地の核となります認定農業者という制度がございます。これから担い手となる農業者を国

が認定するという制度でございます。果樹農家が減少している中で、認定農業者の果樹という

のは増加傾向にあるということでございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。経営の動向についてお示ししております。果

樹農家の平均全体では、農業粗収益といたしましては 580万ないし 640万ということでござい

ますが、所得ということになりますと 240万ないし 290万と、これは年によって振れるという

ことでございます。

みかんの場合はここに掲げたとおり、粗収益が 490万から 570万に対しまして、所得となり

ますと 170万から 230万ということでございます。りんごにつきましても、③に掲げておりま

すけれども、ほぼ同様な数字ということでございます。

このように果樹農業につきましては、生産の変動とか気象条件の影響による年次間変動とい

うのは結構ございます。そういうことで不安定な経営となる場合が多いわけなので、安定的な

経営と効率的な経営による収支の向上を図ることが重要であるというふうなことで考えており

ます。

なお、右の方に掲げております、それから先ほど申し上げました数字でございますけれども、

基本は果樹栽培面積が１ヘクタール以上の農家を対象といたしました数字であるということで

ございます。お断りしておきます。

次の16ページをごらんいただきたいと思います。規模拡大の動向ということでございます。

これはやはり果樹につきましては、依然としてその小規模の農家の数というのが大宗を占めて

おります。しかしながら、最近では小規模農家層が減少しておりまして、１ヘクタール以上の

規模層が増加するという動きが見えております。

それから、特に主業農家、先ほどの定義でございますけれども、そういうことで見てみます

と、１ヘクタール以下の規模層というのが減少して、 1.5ヘクタール以上の規模層というのが

増加しているというような状況となっております。

なかなかそういうことで、規模拡大というのが進まないというようなことではございますけ
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れども、その要因は当然、農地の資産保有意識というのが強いということもありますが、特に

果樹に特有なのは、近年価格の低迷で、なかなかその規模拡大への意欲というのがなかなか出

てこない。あるいはその耕作放棄や不良園地ということで園地を手放される方が多いんですけ

れども、なかなかそういうのは条件の悪いところで、そういうことが起こるものですから、新

しくそういう園地、規模拡大したいという方も、そういうなかなかニーズに合うものが少ない

というようなものもあろうかと思います。

それからその規模拡大に必要となる労働力の絶対量というのがなかなか確保されないという

ような問題があろうかなというふうに思っております。左下の方に、そうは言いましてもいろ

いろ積極的な取り組みをやっておる事例があるということでございます。１つの例では、いろ

いろその地理情報システムを活用して、園地に関するさまざまなデータをいろいろ生産者別に

作成をいたしまして、そういうデータを踏まえてその園地の流動化というのを組織的に取り組

んでいるという農協があるというようなことですが、その下には、農協の中に流動化のための

特別の委員会を設けて積極的に活動しているという例もあるということでございます。

こういった事例につきましては、今後いろいろ小委員会を開催いたします際に、いろいろご

提供させていただきたいというふうに思っております。

次のページをごらんいただきたいと思います。省力・低コスト化の問題でございます。右の

方に労働時間の推移を掲げてございます。いずれも横ばいで推移しておるということでござい

ます。

みかんの産地は非常に傾斜地が多く、機械化がなかなか難しいということでございます。右

から２つ目の表に、要整備面積の割合ということで掲げております。果樹全体で条件整備をさ

らにしなければならない園地の割合というのが半分以上ございますけれども、特にみかんにつ

きましては、その割合が高いというような状況になっております。

それからりんごにつきましては、わい化栽培ということで、その普及によりまして省力化を

期待しておるところではありますけれども、結果としまして労働時間というのはなかなか結び

ついていないというようなところがあろうかなというふうに思っております。

いずれにしましても、今後その省力・低コスト化というのは避けて通れない非常に大きな問

題であるというふうに私どもは考えております。そのためには、果たしてどんな技術というの

がふさわしいのかということをよく突き詰めた上で、普及するということが必要ではないかな

というふうに考えております。

次のページをごらんいただきたいと思います。次は高品質化に向けた取り組みということで
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ございます。当然、消費者の求める高品質化ということにどう対応するかということでござい

ます。例えば、みかんの場合ですと、特に極早生みかんの糖度を上げるために、マルチという

ことで、白い防水シートを土壌に被覆するということで、雨水を遮断するというようなことで

糖度を高めるということを取り組んでおります。表にありますとおり、徐々にその割合という

のは高まっております。

それから先ほど申しましたとおり、光センサーで糖度・酸度、内部の品質が評価できるとい

う技術が近年急速に普及しつつあります。果樹全体では平成14年で約29％の普及率、特にみか

んでは36％ということでございます。なお、光センサーというのは単にその出荷のために有利

な販売をするということだけで利用されておるわけではございませんで、右の３番目の丸をご

らんいただきたいと思うんですけれども、これは個人個人で、どこの園地から収穫したものが

その光センサーを通るのかということが全部コンピュータで管理されていきます。そうします

と、園地ごとにどういうような糖度であったか、では、それに対してどのような対策を講じれ

ばいいのかというような営農指導ができるということで、これは産地トータルで非常に有意な

技術ではないかなというふうに考えております。

それから（８）環境に配慮をした取り組みということでございます。先ほど部会長の冒頭の

ごあいさつにもございましたけれども、環境保全を重視した果樹農業の推進というのは非常に

重要であるということでございます。右の方に出てまいりますのは、ちょっと狭い意味で、環

境保全型農業というような観点から果樹農業がどれだけ取り組んでいるのかということを示し

ております。約３割が環境保全型農業に取り組んでおるということでございます。

具体的に取り組んでおる内容が下の方に掲げられております。肥料の面はここに掲げており

ますようなことですけれども、特に農薬につきましては、いわゆるフェロモンあるいは生物農

薬ということで、いわゆる化学的な農薬を使用しない形での、そういう環境保全的な取り組み

というのが見られる。あるいはさらに除草剤を使わない形でということで、その園地に草を敷

き詰めて、草生栽培と言っておりますけれども、そういうような取り組みというのが見られる

ということを示してございます。

次の19ページをごらんいただきたいと思います。品種の問題を掲げてございます。これもま

た重要な問題です。当然消費者ニーズに対応した品種の育成というのが求められております。

最近育成された品種が右の方に掲げられております。現在独立行政法人果樹研究所ですとか、

あるいは公立の試験場などでいろいろな取り組みが行われてきております。かんきつでは最近

は、はるみ、せとかというような、新しい、皮がむきやすくて糖度が高い、香りがあるという
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ような品種が育成されましております。りんごでは特に晩生系のふじのシェアというのが半分

以上占めておるという、非常にやや品種が偏重しているというようなことがございます。最近

例えば、長野県ではシナノスイート、シナノゴールドとかというような、あるいは青森県でも

これは系統名でございますけれども、あおり９号というような品種が育成され、導入されつつ

あるということでございます。

ただ、品種の問題につきましては、当然のことながらやはり品種開発に果樹の場合最低約10

年はかかるというような特性を持っております。従いまして、新しい品種をどのように育成し

取り入れていくのかということを、ある程度戦略性を持って品種の開発と普及というのをセッ

トで進める必要があるのではないかなというふうに考えておるところでございます。

最後に、20ページ、生産の最後のページでございますけれども、おあけいただきたいと思い

ます。課題をまとめておりますけれども、その前に果樹の生産に関するどんな政策があるのか

というのを右の方に掲げております。

①はいわゆる生産政策という観点から、省力・低コスト技術の導入ですとか、園地の改良で

すとか、先ほどの選果施設の導入ですとかということをやっております。②は基盤整備という

ような観点で、農道を入れたりとか、あるいは傾斜地を改善したりだとか、園地を広げるだと

かというようなことですとか、あるいは農地保有合理化事業ということで規模拡大を支援する

ための事業というのはございます。③はそういうもろもろの活動を支援するための融資の制度、

それから４番目は最近新しく導入されましたトレーサビリティを行うための事業。こういうも

のが生産対策ということでは現在の事業であるわけでございます。

課題のところでございますけれども、①に書いてございますが、果樹の特性としまして、な

かなか生産条件が短時間で改善できないというような、ほかの作物に見られない困難な面があ

る。②でございますけれども、こうした中で先ほどから説明しました高齢化、あるいはその後

継者不足というようなことで、廃園が増加しているとかというようなことでございます。栽培

の面積につきまして、農家につきましても、一部を除いて総じて減少している。大規模農家が

増加する兆しはあるものの、なかなかその流動化が進んでいない、あるいはその省力化が進ま

ないというような状況であります。

こういうことをこのまま放置しておきますと、果樹生産の産地体制というのが非常に脆弱化

をするという非常に怖れられている状況にあると言えるかと思います。また、果樹は非常に気

象の影響を受けやすいというような特性を持っております。そういうような観点で安定的な高

品質の果実を供給するという面では、なかなか人の力だけでは困難な面というのもあるという
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ようなことがあろうかと思います。

そういった中で、消費者の求めるいろいろな安全・安心ですとか品質ですとかコストの面で

すとかというような果樹の生産にどのように応えていくのかということが基本的な問題であろ

うかと思います。③で言っておりますけれども、そういう問題を検討するためには、やはり園

地利用ですとか労働力の確保ですとか、そういう産地を単位としました将来のあり方というも

のを、この際よく検討する必要があるのではないかと。それと併せて、どのような農業者を担

い手として育成すべきかというようなことについても、よくよく検討する必要があるのではな

いかということで、④でございますけれども、産地ごとに担い手を中心とする経営のビジョン

というものをつくるというようなことも有効なのではないかなと。そういう観点からご検討い

ただければありがたいなというふうに考えておるところでございます。

続きまして21ページをごらんいただきたいと思います。需給調整・経営安定対策の現状と課

題ということでございます。現在、需給調整と経営安定対策につきまして、平成13年度からう

んしゅうみかん、りんごにつきまして、新しい制度を創設して、今の予定でいきますと平成18

年度まで６年間の予定で事業を実施しております。

需給調整対策の概要でございますけれども、右の方にフロー図が書いてございますけれども、

まず国が、毎年需給動向を踏まえ適正生産出荷見通しというものを示すことになっております。

その際、先ほど法律の説明で若干ご記憶かと思いますけれども、非常に大幅な生産増が見込ま

れる場合には、法律に基づきまして、生産出荷安定指針というものをつくることになっており

ます。

その指針を受けまして、生産者団体からなります、全国段階、都道府県段階、産地段階の各

段階での生産出荷安定協議会で県別、産地別、生産者別の生産出荷目標を設定することになっ

ております。指針が策定された場合には、適正生産量を落とさなければならないといった場合

には、１本の果樹につきまして全部、例えて言えば摘果をするだとかというような手法も取り

入れるような形での、特別摘果ということを言っておりますけれども、そういう形で強い生産

調整、需給調整を行うというようなことをしております。

次に経営安定対策ですけれども、そういう需給調整を行っても、それでもなお価格が大きく

変動する場合、それはやはり育成すべき農業経営者の経営が不安定になるということになりま

すので、その安定化を図るために経営安定対策を実施するということでございます。右の方に

仕組みが書いてございますけれども、国が２分の１を助成をいたしまして、それ以外につきま

しては、地方公共団体と生産者が拠出します基金を造成をいたしまして、県を単位といたしま
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して補てん基準価格を２年ごとに策定いたします。これは過去６年間の平均価格というのがベ

ースになります。県ごとにその年の出荷価格がその補てん基準価格を下回った場合に、８割を

補てんするということでございます。ただ、その場合の条件としましては、産地生産者が計画

的な生産出荷というのを確実に行っているというのが条件になっております。

次の22ページをごらんいただきたいと思います。これは推進状況ということでございます。

ここはちょっと若干簡単に説明いたします。13年産のみかんではおもて年だったわけでござい

ます。需給調整では生産は計画に近いものに落とすことができたということでございます。14

年産も同様でございます。15年産、現在でございますけれども、これも目標に近い数字という

ことで、需給調整の方は行われてきたということでございます。

一方、その経営安定対策ということでの交付の状況でございますけれども、13年のうんしゅ

うみかんにつきましては、全体的に需要の低迷というのもございましたが、天候による出荷の

早期化ですとか、あるいは地方市場が不振だったので大都市市場に入荷が増加したとかという

ようなことで、価格全体が低水準で推移したということでございます。従いまして、全19府県

で補てん金を交付したという形でございます。

14年産のうんしゅうみかんにつきましては、一部の県で果実の品質が悪かったというような

ことで、あるいはその出荷が集中したというようなことから、12の府県で補てんが行われたと

いうことでございます。

次に23ページでございますけれども、りんごにつきまして、状況を説明しております。需給

調整につきましては13年産、14年産、15年産は不幸にも台風の影響もございましたが、生産量

としては適正な水準に生産することができた、出荷することもできたということでございます。

一方、経営安定対策の方では13年産のりんごにつきましては、品質が悪かった、特にふじに

ついての貯蔵性が低下したということで、出荷が遅い県、年明けで出荷する県を中心に補てん

が発生したという状況でございます。14年産につきましては、これはいろいろな品質の問題等

ございまして、すべての県で補てんを行ったという結果になってございます。

それから24ページをごらんいただきたいと思います。うんしゅうみかん、りんごでこういう

対策を行っておりますというご説明をいたしましたが、では、ほかの品目はどうかということ

でございまして、平成15年、制度の見直しを検討しようという段階で、ほかの品目も対象にな

るかどうかということでいろいろ調査を行いました。その結果でございますけれども、やはり

これは全体の需給調整を前提とした経営安定対策ということでございますので、需給調整が確

実に図れるかどうかというのが１つのポイントになります。
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そうしますとやはり、ぶどう、なし、もも、かきのような、品種にバラエティーがあるとい

うようなものにつきましては、やはり全国的にそういうことができると回答する県のシェアの

割合というのは、やはりここに掲げてございますとおり、大きくなかったということでござい

ます。

それから非落葉果樹、かんきつ系でございますけれども、なつみかん、はっさくなどは全体

の需要が低迷しておるというようなこともあります。いよかんにつきましては特定の県でもう

需給調整ができるというような状況があります。いずれにしましても、いわゆる中晩かん類と

いうのは新しい品種に転換しようというような状況になるというようなことで、これにつきま

してもなかなかそういう品目を追加するというような各県の意向は、結果的には見られなかっ

たということでございます。なお、ここに引き続き、今後も検討をするということになってご

ざいます。

25ページをごらんいただきたいと思います。以上をまとめまして、課題ということで掲げさ

せていただいております。現在の需給調整対策、一応一定の成果が得られているものというふ

うに考えております。しかしながら、その補てん金が毎年交付されるというような状況にある

ということでございます。生産調整は先ほど申しましたとおり、各県の取り組みによりまして、

うまく機能しておるのかなというふうに思われますけれども、一方で出荷調整という、要する

に販売に結びつく部分という部分につきましては、これは生産者団体が主体的に取り組む必要

があるわけなんですけれども、なかなかその末端までうまく機能していないんではないかなと

いうことが、総じたところの反省も踏まえた課題になろうかと思います。

具体的にその需給調整につきましては、先ほどもご説明しましたとおり、うんしゅうみかん

はある程度隔年結果が是正される方向にあります。それと加えまして、いろいろ時期別に需給

調整を行うというようなやり方とか、いろいろ改善を加えてまいりましたけれども、その需給

調整のあり方自身について、さらにどのような取り組みが可能なのかということにつきまして

検討する必要があろうかなと思っております。

２番目の丸ですけれども、先ほど申しましたとおり、特に、出荷調整につきまして、具体的

に機能をさせるための仕組みというのはどういう仕組みが必要なのかというのが課題になろう

かと思います。

次に経営安定対策ですけれども、まずは現在の経営安定対策の手法が、本当にその担い手の

経営安定に寄与しているのかという、まずその検証から必要なのかなというふうに思っており

ます。
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２番目の丸でございますけれども、いろいろやむを得ぬ事情はあるにせよ、毎年補てん金の

対象となる県というのもあるわけです。このような中で、どのような対応策が必要なのかとい

うことも検討しなければならないと思っております。

それから３番目の丸ですけれども、一応現在の対策というのが、それまでに割り当てられま

した計画の出荷量というのを守れば補てん金が受けられるということになりますので、あえて

低価格でも出荷をするという、いわゆるモラルハザードのようなものも見られるという状況に

あります。こんな問題に対してどのように対応していくのかというのも課題なのかなと思って

おります。

最後の丸ですけれども、いずれにいたしましても、その担い手の経営安定というのは非常に

重要な課題かなというふうに思っております。従いまして、担い手を中心とした生産構造とい

うのを産地において構築する上で、いかなる対策というのが、現在の対策だけではなく、もっ

と広い目でどのような対策が必要なのかということをご検討いただければありがたいというふ

うに思っておるところでございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。これは参考でございますけれども、今説明し

ました対策以外に、いわゆる経営に対する支援というものでは、ほかに２種類代表的なものが

ありますので参考までに載せさせていただいております。

１つは共済でございます。共済は、主には災害などによりまして減収した場合にその被害額

を補てんするという保険の制度でございますけれども、果樹の場合は減収する理由というのが、

その収量の低下だけではなくて、品質の低下というのもございます。従いまして果樹につきま

しては、災害収入共済方式というのが特別に認められております。

さらに２番目の丸に書いてございますけれども、平成17年産の共済の引受けから、今までは

特定の地域で特定の果樹だけができるというきつい縛りがあったんですけれども、そういう縛

りが撤廃されるという法改正が行われました。それにより、柔軟にこの制度を活用できるよう

になったということでございます。その概要がそのすぐ下の四角に囲ってございます。要する

に、災害により、果実の減収又は品質の低下に伴う生産金額が減少した場合に、損害を補てん

をしましょうということでございます。補てんはどのような場合に発動されるのかという発動

要件を見てみますと、農家ごとに品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回った場合で、生産

金額が基準の生産金額の８割に達しない場合ということです。いわゆるＰ掛けるＱを対象とし

まして、その収入の減少の補てんをしようということでございます。８割はその補てんの発生

の発動条件ということでございますけれども、実際の補てんの水準は農家ごとに基準となりま
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す生産金額の８割、これは掛け金によって変わってまいりますけれども、最高８割までは補て

んできるという制度でございます。右の方に引受率実績が掲げてございます。総じてばらばら

であったりとか低い状況なんです。これは以前の制度でございまして、自由にこの制度が活用

できるということになってまいりまして、私どもとしては、今後考える場合の１つの有力な手

段ではないかなというふうに考えております。

２つ目は中山間の直接支払制度でございます。平成12年度からスタートしまして５年間とい

うことで、平成16年度が終期で、見直しで今後どうするかということで検討されているところ

でございます。いわゆる、条件不利地域は非常に農業でいきますと多面的機能を発揮しながら

条件が不利だということで、その不利な部分のハンディキャップに相当する額を交付しましょ

うと、直接支払をしましょうという。日本で一番最初に実行されました直接支払の制度でござ

います。規定では協定を結ぶことによって５年以上営農活動を継続するというのが条件になっ

てございます。右の方に交付の単価が掲げてございます。水田はもっと高いんですけれども、

果樹は畑でございますので、畑について見てみますと、15度以上の場合は10アール当たり１万

1,500円という形になっております。そのうち国の支援が 5,750円ということでございます。

15度以上というのは、ちょっと正確な統計がないので残念なんですけれども、恐らくほとんど

果樹であろうかなというふうに思われます。

実際に締結面積は畑で約６万 8,000ヘクタールという形になっております。こういう形で実

際に金を受け取るというのは、そういう集落協定で営農活動を継続するという営農活動に充当

するということでございまして、具体的な事例としましては、例えば、右の一番下でございま

すけれども、愛媛県の、これは恐らくみかんだと思いますけれども、マルチ資材の購入、配布

だとかというような積極的な面に使われておるということでございます。

以上が需給調整・経営安定対策につきましての説明でございました。すみません、長くなっ

て恐縮ですけれども、あともうちょっとございますので、おつき合いいただきたいと思います。

次に27ページ、流通の問題でございます。まず、最初に流通経路について掲げてございます。

市場流通と市場外流通があるということで、現実にはいろいろな形での流通というのがふえて

まいりました。右の方にそのフロー図を載せてございます。

その下でございますけれども、産地からの出荷ということで、現在、系統の出荷割合という

のが果樹全体で５割というような状況になってございます。その下の②でございますけれども、

果実の市場出荷ということです。当然、大宗は卸売市場の経由という形になっております。た

だ、その割合は年々減少しております。現時点では８割というような状況になっておるという
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ことでございます。それから、セリとそれ以外のものということでございますが、セリの割合

というのが平成13年度で30％ということであります。セリと入札の割合というのは、近年非常

に低下をしておるということが言えるかと思います。

次に、28ページをごらんいただきたいと思います。果実の小売販売ということでございます。

右の方にグラフを入れておりますけれども、近年ますますスーパーマーケットなどの量販店の

シェアが高くなっておりますし、今後ともさらにその拡大傾向があるのではないかと思われま

す。

④は多様な流通ということで、市場を通さない形での流通というのが最近結構あるというこ

とで、そのご紹介をしております。まずはその全農の首都圏青果センター東京でございますけ

れども、市場以外での流通ということで、これは新鮮な青果物の供給ですからコールドチェー

ンですとか、そういうものが売りになってございますけれども、この取扱量というのは増加傾

向にございます。それから宅配便による販売というのも結構ふえております。具体的に押さえ

られますのが、日本郵政公社のふるさと小包でございますけれども、農産物全体のうちの約６

割を果実が占めておるという形であります。それからインターネットを利用した販売というこ

とで、最近全農がいろいろな農協単位で行っておりましたものをまとめて１つのホームページ

にして取り組んでおられます。そういうものが増えてきているということでございます。

次の29ページをごらんいただきたいと思いますが、トレーサビリティの問題も触れてござい

ます。右の方に愛媛県の果樹の例がございます。生産者の栽培履歴を農協の方でホームページ

で管理をして消費者に提供しようという、これは取り組みの１つの事例でございますけれども、

そういうものもございます。

その次に卸売市場法の改正ということでございます。現在の国会に改正法案が提出されよう

としております。具体的な中身は、右に書き込んであるところでございます。１つは安全・安

心への対応ということで、品質管理の徹底を行う。２番目がその規制の弾力化ということで、

商物一致の規制の緩和をしようということであります。その次が買付集荷の自由化、要するに

卸が直接買付するようなことができるようにする。３番目が第三者販売、卸売から小売へ直接

売るとか、あるいは直荷引きの弾力化ということで、仲卸が産地から直接果実を買付けできる

ようにしようということでございます。

それから最後に市場機能の強化ということで、再編ですとか手数料の弾力化ですとか業務内

容の多角化ですとか、最後に取引情報の公表というようなものが内容として予定されておると

ころでございます。
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次の30ページをごらんいただきたいと思います。流通のコストにつきまして示してございま

す。右の方のグラフが非常に小さくて大変申しわけありません。隠そうとしているわけではな

いんですけれども、実態を申し上げますと、小売価格に占める割合ということで、流通段階で

の経費がどれだけの割合を占めておるかということで見てみますと、みかん、りんごとも約６

割が流通段階での経費という形になっております。逆に言えば、農家の手取りが４割という形

になっておるということですので、極力その流通段階でのコスト削減というのも大きな課題と

いうことは言えようかと思っております。

下にその具体的な集出荷・販売経費の中で、どのようなものがどれだけ占めているのかとい

うのを掲げております。２番目の丸を見ていただきますと、みかんの例で見ていただきますと、

包装、荷造資材、いわゆる段ボールの経費というのが、みかんの場合20.8％を占めております。

それから選別、荷造労働費、選果段階ですけれども、それがその次の欄の 6.9％という数字で

す。それから出荷運送料、いわゆるトラックの経費ということになりますけれども、２つ飛ん

で販売経費のところの35.5％という部分に該当いたします。総じて申しますと、そういうもの

の割合が、今言いました３つの割合が６割ということで、それ以外のものはなかなかその削減

が難しいかなというところでありますけれども、６割の部分については、何らかの形での削減

というのは今後考える必要があるのではないかなと思っております。

次の31ページを御覧いただきたいと思います。くだものの規格につきまして示してございま

す。現在くだものの規格は全国の標準規格という形で示されておりまして、大きさと品質とい

うことで、非常に細分化をされているという状況でございます。そういうことでございますの

で、これにつきましては極力、規格の簡素化というのが必要ではないかなというふうに考えて

います。しかしながら一方で、消費者はそういう外観だけではなくて、今やその中身について

の規格というのもニーズとしてはあるわけであります。そういうものも踏まえて、どういうふ

うな対策が必要なのかというのが今後の課題になろうかなと思います。

その次に通いコンテナの問題がございます。右の方の表を御覧いただきますと、通いコンテ

ナのシェアというのがございます。平成14年度で 1.6％ということになっております。これは

通いコンテナの利点というのは、要するに段ボール代が当然軽減されますし、それ以外にも、

非常に予冷だとか冷蔵効果というのが向上しますし、品質が保持されます。それからその小売

段階でコンテナのまま店頭で販売することができるという、要するに生産、小売双方にとって

メリットがある方法ではないかなということで考えております。ただ、問題はそのコストの面

でございますので、その辺の問題をどういうふうに対応していくのかというのが必要かなと思
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っております。

次に⑤とありますけれども、ＪＡＮコード、りんごで今始められておりますけれども、全国

統一のその生鮮ＪＡＮコード、バーコードですけれども、りんごに１つずつに貼り付けます。

右下の方に書いてございますけれども。要するにりんごの場合、最近まとめ売りではなくて、

個売り、１個売りというのが非常にシェアが高まってきているという中で、その個別の管理を

する上で、こういうものも１つの決め手になる話ではないかというふうに思っております。

次に32ページをごらんいただきたいと思います。今度は輸出入の動向ということで掲げさせ

ていただいております。まず、生鮮果実の輸入でございますけれども、近年 170万トン前後と

いうような形になっております。最も多いのはバナナということでございます。一時期のブー

ムで平成12年度に 100万トンを超えるような状況でございますけれども、その後は安定をして

おります。大宗はフィリピンという形になっております。グレープフルーツにつきましては最

近輸入が増加しているという状況でございます。パイナップルにつきましては、一時期輸入が

低迷しておりましたけれども、最近新しい品種が出てまいりまして、再び増加をしております。

特にカットフルーツなんかで最近それが使われているという状況でございます。フィリピンが

大宗を占めております。

それから一方で輸出の問題でございます。昭和50年代では５万トン程度の輸出というのがあ

ったわけですけれども、最近はぐっと減りまして、やはりこれは円高が一番大きかったろうと

は思います。１万トン台で推移しておりましたが、最近また再び伸びております。特に、りん

ごの輸出というのが量的な面では効いております。平成14年度１万 9,000トンという状況にな

っております。

内容を見てみますと、うんしゅうみかんですけれども、かつては相当量が多かったわけです

けれども、最近はカナダが中心ということで 5,000トン程度でございます。なしでございます

けれども、かつてもこれは相当ありましたが、一時期減りましたけれども、また、特に台湾な

どで非常に日本のなしというのが受け入れられるような素地ができてまいりました。そういう

ことでふえてきております。りんごにつきましても以前相当ありまして、一時期減りましたけ

れども、特に台湾が、これは台湾の場合総じて言える話なんですけれども、ＷＴＯに加入した

ことによりまして、今まで輸入規制を行っておりましたが撤廃されたということでございます。

そういうことで増えているということであります。

次のページをご覧いただきたいと思います。お聞き及びとは思うんですけれども、輸出の促

進対策を全省挙げてやっていこうということで今取り組んでおります。特にターゲットで考え
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ておりますのは、東南アジアあるいは東アジアのいわゆる富裕層を中心として、くだものの場

合ですと日本の高品質な点を売りにした販売というようなことをしていこうと。いわゆるそう

いう意味で、守りから攻めへの転換というような観点で取り組みを進めようとしております。

真ん中の表をごらんいただきたいと思うんですけれども、具体的にそのための体制というの

が、平成16年度、今度の４月から体制もできますし、事業も新たにここに掲げられたような最

初のその調査の段階あるいはその販売促進の活動に、ソフトに活動に加えまして、必要な場合

はハードな施設、予冷施設ですとかというものを支援していくというもので、総額で約８億円

の予算額でございますけれども、そういう形での取り組みを積極的に進めようとしております。

一方で、一番下にございますけれども、県段階でも独自にやっていこうということで、鳥取

県が音頭をとられたわけですが、当初23道県、現在30道府県が参加していろいろ取り組みをさ

れておるということでございます。

34ページをごらんいただきたいと思います。課題ということでまとめております。流通の問

題も多岐にわたりますが、要は１つは最初はその市場法の改正も踏まえまして、買付集荷です

とか直荷引きとかというようなことができるようになるわけでございます。そこで、ブランド

品を中心としまして、量販店へ安定的に供給をする。あるいはそのＩＴを活用した流通コスト

の削減というような観点から取り組む必要があるのではないかと。結果的に、バイイングパワ

ーという言葉がございますけれども、セリングパワーという部分についてより強化する必要が

あるのではないかなということで考えております。

２つ目は多様な流通ということでございます。そのためには消費動向を的確に把握した販売

体制が必要になってまいりますので、そのための検討が必要になろうかなと思います。

３番目でございますけれども、規格の簡素化という観点もございますが、いろいろ糖度等の

内部品質を加味した出荷規格への転換というのも必要になっていく。それから、先ほどありま

した、通いコンテナの普及というものも必要と思っております。

最後に、輸出の問題でございますけれども、くだものの輸出というのを本格的に今回考えて

いく必要があるのではないかというふうに考えております。

35ページでございますが、最後に加工の問題につきまして、触れさせていただきたいと思い

ます。加工は従来生食に向かないものを加工に回すということで需給調整機能を果たしてきて

おったということなんですけれども、輸入品が相当占めるようになってまいりまして、量的に

も、最近は全体で40万トンということで、非常にかつてに比べますと相当減ってきておるとい

う状況でございます。
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具体的に、うんしゅうみかんですと加工に仕向けられるのは全体で１割。そのうちの80％が

果汁、20％が缶詰用という形になっています。りんごにつきましては約２割が加工に仕向けら

れているという状況でございます。

一番下でございますけれども、果汁の場合は、特に他の食品との競合ということに相当気を

使わなければならないということでございます。一時期お茶が伸びてまいりまして、若干最近

はミネラルウォーターの方にまた押され気味というような状況でもございます。そのような観

点から、一時期その果実飲料も落ち込んだ時代がありましたけれども、果汁の割合の低い、い

わゆるニアウォーターというようなものの伸びもありまして、最近は一定の水準をキープして

いるという状況ではございます。ただ、いずれにしましても、いろいろ競合関係のある中で、

飲料問題、ジュースの問題を考えなければならないということがあろうかなと思われます。

次の36ページをごらんいただきたいと思います。輸入の動向でございます。これは自由化の

影響で輸入量が急激に増加をしました。ただ、現状では特にオレンジ果汁なんかでは、ほぼ一

定水準に落ち着いているという状況です。輸入の大宗はブラジル、残りがアメリカというよう

な状況になっております。りんごにつきましても同様でございまして、自由化で随分ふえまし

た。当初はアメリカからが多かったわけですけれども、最近は価格の安い中国からの輸入とい

うのが一番多くなっているという状況でございます。

缶詰につきまして、みかんは中国からの輸入、パインは一時期輸入が大幅に増加しましたけ

れども、最近は落ち着いているという状況です。ももの缶詰につきましても、最近６万トン前

後で推移をしているという状況でございます。

それから37ページをごらんいただきたいと思います。うんしゅうみかんの搾汁工場の問題で

す。先ほど申しましたとおり、うんしゅうみかんのジュースは、過去、需給調整の役割を非常

に持っておったわけなんですけれども、最近輸入品が増えたということで、その役割というの

は小さくなってきているということであります。その結果としまして、工場の経営としまして

も、操業率というのが低下しているということでございます。

そこで、高品質果汁の生産ということになりますけれども、ストレート果汁ですとか、ある

いは熱を加えない形での果汁というものが、非常に国産としての優位性を示す上で非常に大き

な役割を占めています。

実際にスーパーに行かれるとおわかりの通り、輸入果汁に比べて国産果汁は高い値段で売ら

れておりますけれども、それなりに引き合いがあるというような状況でございます。

最後のところでございますが、工場経営といたしましては、そういう状況の中で、実際にみ
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かんジュースをつくっているだけではなく、いろいろな受託をしながらみかん以外の飲料もつ

くっているということで、その割合が非常に高くなってきております。そういう中で、工場経

営をどのように位置づけていくのかというのが、１つ大きな問題であろうかなというふうに思

っております。

最後のページでございます。38ページをごらんいただきたいと思います。加工原料用果実に

つきましては、対象果実という欄がございますとおり、そこに掲げられておりますくだものに

つきましては、一定の価格水準を維持するため、生産者に補給金を交付する仕組みを設けてお

ります。

最後に課題でございますけれども、このように加工品の生産というのが、輸入加工品の動向

あるいはその消費者の嗜好の変化ということで、今いろいろ左右をされるということでありま

す。加工用果実は、生食用果実の需給調整機能をかつて持っておりましたけれども、それが低

下している状況になっております。そのような中で、１つは栄養面だとか、機能性だとかとい

うものを生かした、消費者ニーズに合った果実加工品を提供するという観点が必要だろうと思

われます。それから２つ目としましては、地域特産品として、地域振興の観点からもそういう

加工品というのを位置づける必要があるのではないかというふうに思っております。それから

３点目は加工場の問題ですけれども、運営の健全化あるいはその加工部門の合理化ということ

について、これからどう考えていくのかというのも課題になろうかなと思っております。

大変長くなって申しわけございませんでしたけれども、ご説明は以上でございます。

○豊田部会長 どうもありがとうございました。大変なご報告でございましたけれども、

ちょっと５分ほど休憩をとった方がよろしいのではないかと思いますので、ちょっと５分間休

憩をとらせていただきます。

午後３時２１分 休憩

午後３時３０分 再開

○豊田部会長 それでは引き続き、後半の方に開始させていただきたいと思います。ただいま

関係資料について説明を受けましたが、ご審議の順番といたしまして、まず検討課題について

ご議論いただきまして、その後この基本方針の策定検討スケジュール、それからそれを担って

いただきます小委員会の委員構成、こういった順番でご議論を進めていきたいと思います。

今、果樹農業の現状と課題、資料10のところのご説明をいただきまして、引き続きまして資

料11、果樹農業振興基本方針策定に当たっての検討項目を事務局の方からご説明いただければ

と思います。
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○果樹花き課長 先ほどは大変長い説明で失礼をいたしました。

資料11につきましてご説明をいたします。資料10を踏まえまして、このような項目にしては

どうだろうかという案でございます。

１番目は全体需給の話です。この検討するに当たりましては、需給動向の分析、その自給率

低下の要因分析というのをしっかりやった上で、需給・生産の実態を踏まえた的確な需給見通

しというものをご検討いただく。その際に、趨勢値の予測手法自身の検討も必要なのではない

か。これにつきましては、需給小委員会でご検討していただいてはどうだろうかと思っていま

す。

２番目は消費の問題です。これも需給小委員会でお願いしたいと思っておりますが、消費の

実態と検証ということで、まず動向を調べました上で検証する。いろいろ競合品目との検証、

あるいはその食べやすさ、あるいはその価格品質表示、安全・安心に関する意識とかというよ

うなものを、総合的に検証していただいた上で、消費拡大の今後の方向について検討していた

だきたいと思っております。

３番目が生産・経営ということで、産地・経営小委員会でお願いしたいと思っております。

生産・経営の実態と検証、動向を踏まえまして、産地の状況、あるいはその担い手の問題とい

うことで検証いただいた上で、栽培に適する自然条件、これは従来からやっております。それ

から近代的な果樹園経営の基本的な指標、これも従来からやっておりますものでありますが、

加えまして、生産対策の今後の方向、それから経営支援対策の今後の方向ということです。こ

この場合につきましては生産と経営ということで書いてありますけれども、先ほどの説明では

経営安定対策は需給調整対策と連動という形でご説明をいたしましたが、本来経営というのは

独立してあるものでありますし、むしろその生産に近いということで、こういう形でご検討い

ただいてはどうだろうかと考えております。

４番目は需給調整の問題であります。現在の需給調整・経営安定対策の取組状況と検証を踏

まえた上で、需給調整対策が今後どうあるべきかというのをご検討いただければと思っていま

す。これは同じく産地・経営小委員会でお願いしたいと思っております。

５番目は流通の問題で、これは動向、検証、先ほど申しました多様な流通ですとかコストの

問題、輸出入の問題も含めまして、今後のあり方というのをご検討いただければと思います。

６番目は加工の問題です。搾汁工場の問題も含めました動向を検討いただきまして、加工品

の輸入ですとか、工場の問題などを踏まえて、今後のあり方というものをご検討いただければ

と。これにつきましては需給小委員会でお願いをしたいというふうに考えています。
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以上でございます。

○豊田部会長 どうもありがとうございました。

それでは早速ご討議をお願いしたいと思いますが、ご発言の方は挙手をしていただきまして、

こちらから決めさせていただきます。どんなご意見でも結構でございます。ひとつよろしくお

願い申し上げます。

○木村臨時委員 はい。

○豊田部会長 木村委員お願いします。

○木村臨時委員 せっかくここにマイクがありますので、一言私の感想を述べたいと思います。

まさしく多岐にわたる資料で、それを一々話していたらきりもありません。ただ、ぜひ考え

て欲しいことがあります。それは果樹経営安定対策のことであります。13、14年度は青森のり

んごも補てん発動しました。それについては生産者は助かりました。非常に感謝しています。

ただ、制度が適正生産量ということで縛られています。生産量が多いから安いんだという、

１点で縛られている感じがして、生産者のサイドとしては納得がいかない部分もあるというこ

とを是非理解して下さい。

仮に90万トンのりんごがあったとして、その価格はかっての90万トンと比較すると確実に安

いわけです。そのように考えると、必ずしも生産量が価格を形成しているわけではないと、私

は考えています。90万トンが恒常化してその生産量で価格低下があり補てん発動があった時、

適正生産量を80万トン、70万トンと下げていくのでしょうか。それでは我が国果樹産業はまさ

しく滅亡へと向かっているということになるでしょう。

このことを考えていかないと、基本計画の中の自給率向上と全く乖離したものになってしま

うのではないでしょうか。今後の小委員会でも、ぜひ考えてほしいと思い一言発言しました。

○豊田部会長 どうもありがとうございました。

それでは増田委員お願いいたします。

○増田委員 きょう初めてこの席に入れていただいて、大変新鮮な思いでこの説明を聞かせて

いただいたんですが、ちょっと二、三よくわからないところがあるので質問をさせていただき

たいと思います。

ちょっと問題をはらんでいるというご説明だったと思うんですけれども、価格補てんですが、

問題点としてはモラルハザードを生じかねない状況にあるというご説明でしたが、今、食料・

農業・農村基本計画の見直しというの中で、やはり補給金とか助成金とか補てん金ということ

についての議論が、まさに始まろうとしているところだというふうに理解しております。この
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ことは恐らくＷＴＯなど国際的に認められにくい項目になっているからだと思いますが、日本

の果樹政策の中ではこの補てん金などを基本的に見直そうという動きを、どういうふうにご理

解していらっしゃるのかということです。

それから、これはくだものを食べる立場の一消費者としての意見です。これもお答えいただ

けるのであれば、ぜひお願いしたいのですが、実際消費者として、量販店の店先などでくだも

のというのは売り方に工夫がみられないということを実感しております。30代、40代が面倒く

さがってくだものを買わない、食べないというデータを見せていただきましたけれども、やは

りともすれば忙しさに追われがちな現代の消費者というのはどんどんくだものから離れていっ

ているんだということを念頭において、流通がくだものを扱っていかないと、ますますくだも

のから消費者は離れていって、代わりに何を買うかというと、パックに入ったゼリーだったり、

アイスクリームだったり。その方が食べやすい。くだものは皮が面倒だとも言います。そんな

中で、私はカットフルーツというのを愛用しています。そういうものへの取り組みというのは、

多少お話を伺って歩きましたら、流通の段階では手がかかってしようがないからというので取

り組みは少ないと。でも、量販店でカットフルーツは結構売れているようです。流通段階での

そういう工夫というのは、お答えはいただかなくてもいいんですけれども、これからの伸びて

いく道の１つではないかというふうに考えております。

それから３つ目は、果樹農家１戸当たり所得の低さというのは、やはり資料をご説明いただ

いて驚きましたけれども、この数字は稲作をわずかに上回る数字だと思います。しかし、果樹

というのは恐らく稲作などと違って主業農家が多いと思いますが、このままの所得では担い手

確保は大変なことになるのではないかという気がいたします。

そんな中で、もう一つ同じような基本方針にかかわることなのですが、耕畜連携の推進とい

うことが言われていると思いますが、畜産から出る堆肥の果樹農家での有効活用というのも積

極的に連携して進めていくことも対策の１つとして位置づけていっていいのではないかと思っ

ておりますが、いかがなのでしょうか。

以上でございます。

○豊田部会長 どうもありがとうございました。

いろいろ意見、ではもうちょっと続けて。梶浦委員お願いいたします。

○梶浦臨時委員 天皇杯の審査をいたしますと、今年の天皇杯を果樹のピオーネで授賞された

方は、雇用労働力ゼロ借金ゼロで、 1,300万円ぐらいの所得を上げているんです。ですからこ

れは平均値でいきますけれども、分布を見るとかなり変わってくるんだと思うんです。



- 40 -

それから畜産が後継者はいるんですけれども、借金漬けで後継しないともたないという側面

もありまして、多分そういうのも大きいのではないかと思います。

それから堆肥をどこに処理するかというのは、我々農業の研究関係ではいつも重要な問題な

んですが、前にも何度もその研究をやっています。果樹に堆肥を大量投入すると、大抵品質が

落ちてしまう。今、品質の問題で、品質をいかによくするかというのが果樹の世界ですから、

そうしますと堆肥というのはなかなか難しい。そんなに量が入らないんです。ただし、やせた

ような土地でやる場合には当然入れなければいけないんですが。これはもうやっていることは

やっているんですね。難しいところがあると思うんです。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。

ほかにございますか。今かなり議論が噛み合ってきておりますが。

どうぞ、内藤委員お願いします。

○内藤委員 先ほど木村委員の話ですと、生産量と価格は関係ないというふうにとってよろし

いんでしょうか。生産量を90万トンで抑えていることと価格とは関係ないとおっしゃったよう

に思えますが、そうしますと、作りたいだけ作って、農家の方の責任で出されるというふうに

とってよろしいのかと思うことが１つ。

それと、先ほど増田委員からカットの話がありましたね。カットすると、見た目もきれいだ

し非常に食べやすいんですけれども、鮮度とか本来の栄養分がどうなっていくのかなというの

が、心配になっていることです。

それと、近郊農家における果樹栽培というのは非常に元気です。というのは、農家というよ

りも、果樹だけではなくて不動産業などを組合せながら農業をやっていますので、非常に元気

なのです。

ただ、地方に行きますと確かに今平均で65歳ぐらいですか。傾斜地で果樹農家の方たちはや

っていらっしゃいますのでなかなか大変です。でも、そういうところも都会から援農という形

で人手を、１つはレクリエーションも兼ねて行くんですけれども、そういう方法で人手を確保

しているところもあります、その後援農だけでどれだけ続けられるかわからないというのが、

今農家の方の悩みなのです。私は横浜で果樹農家のお手伝いをしていますが、そのシーズンだ

けでお手伝をする援農者の団体もだんだん増えてきていますので、それをうまく使っていくと

いいのではないかなと思っています。

すみません、木村委員の方に先ほどのお話をお願いします。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。
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関連してございますか。

○木村臨時委員 はい。

○豊田部会長 ではよろしくお願いいたします。木村委員お願いします。

○木村臨時委員 調べてみましたが、おもて年とうら年では、生産量が少ないうら年の方が価

格が高いということは事実です。ただし、それでは傾向が分かりませんから、当年とその前年

を平均して見ました。そのようにしてみると、生産量も下がり、価格も下がっています。つま

り、今の90万トンと５年前の90万トンでは価格はかなり違います。そのようにして考えると、

私は必ずしも需給によって価格が動いているのではないと思っています。

それからもう一つ、産地・生産者が果樹経営安定対策があるから、低品質のものでも送って

いるというような書き方をしていますが、これはむしろ加工問題の方が大きく影響していると

思っています。果汁が自由化されて輸入果汁に押され、国産の加工原料果実の需要が少なくな

っています。そのためやむを得ない形で消費地に送られている部分が多いと思っています。生

産者の立場、産地で見ていると加工需要がなくなってきていることが生果市場も混乱させてい

る部分があると、最近、特に感じています。

○内藤委員 １つ。

○豊田部会長 ちょっと待ってください。関連しますか。

○内藤委員 はい。すみません。

○豊田部会長 では、内藤委員お願いします。

○内藤委員 どこも落ちている中で、いちごだけは非常にいいんです。いちごの消費量という

のがすごくいいんです。いちごは露地では５月のはずですが、クリスマスから出始めまして５

月の露地物になるときにはほとんどない状態ですが。みかんやりんごは皮をむいてやらなけれ

ばいけないけれども、いちごは一口で食べられる、非常に食べやすいという、先ほど増田委員

がカットのくだものの話をなさいましたけれども、そういう感覚でいちごだけは伸びています。

そういうところも考えられたらいいかなと思っています。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。

どうぞ。大段委員ですね。

○大段臨時委員 これは質問になるかもわかりません。ただいま意見がございましたが、今日

の論点は果樹なんですね、果実ではない。果樹の果実だと。私もちょっと疑問に思うんですけ

れども、消費の段階になると、いちごもメロンもすいかも果実なんですね。きょうは果樹の議

論をしているので、果実の需給ということになると、そういう野菜的果実も入るんですが、今
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日は最初に約束ごとがきちっとできていないと話が混乱するのではないかなという感じがしま

した。これは余計なことかもわかりませんが。

○内藤委員 分かりました。混同して申し訳ありません。

○大段臨時委員 それからこの中になかったのが、日本の果樹農業だけではなくて農業全体が

そうでございますけれども、これから国際化はますます進むであろうと私はそう思っています。

私は農業の立場ですが、進まざるを得ないだろうと。しかし、どう進んでいくのかということ

がどうもわかりにくい。

その中で特に、中国の動向が大変変化が激しい。かんきつ類ももう世界で第２位ですか、や

がて第１位の生産国になろうとしておるわけです。りんごもぶどうも大変な勢いで増えておる

わけでございます。その動向がなかなか見えにくいので難しいなと。しかしそうは言っても、

国際化が進むと安いものが入ってくることは間違いない。そうなりますと、コストを下げると

いうことが大変重要だろうと。先ほど木村委員さんもおっしゃいました。農家の所得というの

は収量かける単価でございますから。

しかし、この中にも若干あるんでございますけれども、高品質ということになるとコストが

上がるんです。そこのところが大変難しいと私は思います。そこで、この果樹農業の中でコス

トが何が一番高いのかというと、人件費なんです。人件費のことは余り触れていないわけでご

ざいますが、アメリカにしてもヨーロッパにしても、先進国は安い労働力を海外から入れて生

産しています。アメリカもそうでございますし、ドイツも、ドイツは果樹は余りありませんが、

フランスもそうでございます。これからそういう、人の自由化を私はすべきだと思っている。

そうしないと日本の果樹農業はちょっとやっていけないなと、こんな感じもしておりますし、

その辺のこれから見通しというのが、見通し難しいと思うんですけれども、低コストにしなけ

ればならないということははっきりしている。

一方では、高品質でなければ高く売れないという問題がある。ここのところのギャップをど

う整理していくのかということ。この辺が、たくさんありますけれども、大きなポイントでは

ないかなという感じがします。

以上です。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。

そろそろ、区切りまして、今、全体需給の国際化にどう対応するかという観点。それから消

費のカットフルーツと流通界の対応はどうなのかという点。それから生産・経営では１戸当た

り果樹所得の低位性、担い手確保というのをどう考えるか。あるいは畜産と果樹との連携の問
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題。需給調整では適正生産量というものをどう考えるか、くだものの価格形成に需給メカニズ

ムはどのように作用しているのだろうか。それから関連しまして、経営安定対策における補助

金の支払ということと、ＷＴＯ、国際規律との関連はどうか。

こういった点が、今この資料11の検討項目に即しましてちょっと整理いたしましたが、出て

おりますので、その辺ちょっと事務局からお答えいただければと思います。

○果樹花き課長 それではお答えできる範囲でお答えします。

多くのものはまさにそういうことが課題として、これからご検討いただければありがたいと

いうふうに思ってはおりますけれども、事務局としてお答えできることということでお答えし

ます。

まず、増田委員からのこういう現在の補給金、経営安定対策の交付金みたいなような話が、

今後どうなるのかということでございます。これは全体の農業の問題、基本計画を見直してお

ります企画部会で、品目横断的対策ということで、いろいろな作物で個々に価格補てんですと

か経営の支援のための制度というのはいろいろございます。

特に、畑作と水田作につきましては、非常に構造改革を早急に進めなければならないという

問題がありまして、そういうものを対象にその今の制度を見直してはどうかという、要するに

品目横断で、経営を単位として支援をするというふうな施策に見直してはどうだろうかという

議論が始まっておるというところです。

ところが一方で、果樹あるいは野菜、畜産などの問題で共通いたしますのは、これはそれぞ

れ問題はあるにせよ、大体が専業的な農家であって、専業といいますかそれを専作して行って

おる農家であって、いろいろその品質の向上ですとかいろいろな創意工夫によって、収入の拡

大というのができるというようなことから、少しちょっと性格が異なるのではないかというこ

とで、そういうその品目横断的対策を今行っておりますものとは、ちょっと切り離して考えて

はどうだろうかということで、全体での議論は進んでいます。それ自身が議論の課題になって

おりますのでどうなるかはわかりませんが。

そのような中で、この果樹の問題についてはどのように考えるべきかということなんですけ

れども、これは決して予断をもってご検討をいただくのではなく、今まさに行っております先

ほどご説明しました経営安定対策が果たしてうまく機能しておるのかどうなのか。それで、も

し機能していなければどういうふうな改善が必要なのか、あるいはもっと別の対策が必要なの

か。これを幅広い観点から、まさに今回ご議論いただきたいなというふうに思っておりますの

で、その辺ご了解いただければありがいなと思っております。
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それからちょっとすみません、飛んでしまいます。１つ、労働力の問題でいろいろ共通の認

識があったかと思います。まさにその労働力が果樹の場合足りない。それが要するに、高コス

ト化に結びついていくという問題があります。外国の場合は安い労働力を入れておったりとか

というのがあります。

果樹の場合、非常に必要とされる期間というのが、収穫期とか限定されておるという、そん

な状況があったりとか、あるいは果樹産地というのはやはり都市近郊もありますけれども、多

くはやはり人口の希薄なところだということになりますと、絶対的な労働力が足りない。こう

いう中でどうやって確保していくのかというのは、非常に問題であり、かつ悩ましいお話であ

る。だからご検討お願いしますというのも大変無責任な話ではありますが、もちろんその１つ

の方法としては、外国の労働力を入れるとかというようなことも考えられ得る話だろうとは思

います。

ただ、その場合にいろいろ技術のブーメラン効果だとか何だとかと言われておりますけれど

も、そんなようなことも総合的に考えて、この問題を検討していかなければならないのかなと

いうふうに思っています。

それともう一つ、技術の面で補えるかどうかということも、当然その視野の中には入れる必

要があるのかなというふうに思います。

それからカットフルーツのお話がありましたけれども、カットフルーツを決しておざなりに

考えておるわけではありませんで、かつてはいろいろな取り組みもありましたし、私どもとし

ても検討しておるところなんですけれども、現実の問題からいいますと、カットフルーツで今

売られておりますものはほとんど輸入品が多いという状況ですので、そんな中で国産品をうま

く売り込むような形で普及させていくのかという、これはまさに流通あるいは市場、小売の皆

様方のお知恵を借りながら、それがうまく本当に活用できるんであれば伸ばしていく必要があ

るのかなというふうに考えているところであります。

○豊田部会長 ちょっとすみません、一言、自給率の維持・向上と、適正生産量を調整、減ら

していくということのバランスをどうするかということが、最初にあります。

○果樹花き課長 これは木村委員からのご指摘の点ですけれども、例えて言いますと、りんご

の問題、適正生産量がどうであるのかということを検討する際には、片や一方で、まさに消費

者に求められるものを供給しなければ、要するにオーバーフローして値段が下がるというわけ

ですから、消費者に求められる形で供給するためにはどれだけの量が適正なのかと考える必要

があるのではないかと思うんですけれども。それで、その消費者に求められるというのに当た
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っては、やはり一方では消費拡大運動というのも必要になってくると思いますし。トータルで

物事を考えないといけないのではないかなと。単純にその数量だけを縮小生産するのは困ると

いう、もちろんそういうこともしたくない話なんですけれども、全体的に考える必要があるの

ではないかなというふうに思っております。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。

なるだけ多くの委員の方のご意見をいただきたいと思いますので、引き続き、ご発言のある

方は挙手して。

では、石川委員お願いいたします。

○石川臨時委員 この検討項目の２番目の消費、消費の実態・検証に絡んで述べさせていただ

きます。

先ほどの説明の方にも、需要の拡大で、世代別の効果的、効率的な需要拡大という言葉がご

ざいました。その前段としては、20代、30代のくだもの離れという実態があったんですけれど

も、この世代はほかのものを見ても食に対する関心が大変薄いように思うんですね。

実はきのうも、私が所属しております食生活ジャーナリストの会でシンポジウムを主催しま

して、そのパネラーで出てきてくださっておりました生協連の方が事例として１つ挙げていた

んですが、小豆の缶詰を買った方から相談室の方に電話がかかってきて、この缶詰はどうやっ

て開けるのでしょうかという質問だったんだそうです。つまり、逆にいえばもう缶切りを持っ

ていない。缶切りの使い方を知らない人がいる。生協の会員ですから多分もう、そんなに若い

世代ではなくて、いわゆる大人だろうと思うんですが、まだレアケースなんだけれども、そう

いう問い合わせが来てしまう時代なんだということだったんです。

結局実態としては、くだもの離れという事実が出てきているんですけれども、結局この世代

が、食べ物の関心が薄い、これについては表示なんかもよく見ない世代なんですね。なぜなの

か、どこからそういうふうになってしまったのかという調査をぜひしていただきたいなと思う

んです。それはもうこのくだものだけにかかわらず、この見直しというのも10年先を見越して

見直そうとしているときに、なぜ、どこからそうなってしまったのかというのがないと、もっ

と若い世代、今食育を一生懸命やっている世代も、上に行くに従って、今の20代、30代と似た

ような傾向をとってしまうのか、それとも何かその要因を与えれば、ちゃんと食生活をきちん

とできるように育つのか、その辺がわかってくるのではないかなと思います。

以上です。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。
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他に関連するあるいは関連なくても結構でございますが。はい、どうぞ。

○納口臨時委員 すみません、納口でございます。

果樹農業振興基本方針についてちょっと事務局の方にお伺いしたいんですけれども、大変こ

の中に詳細な、例えば栽培に適する自然条件に関する基準であるとか、近代的な果樹園経営の

基本指針であるとか、あるいはさらに低レベルまで下りた果樹園経営の指標といったようなも

のが入っているんですが、ちょっと私、大変勉強不足で申し訳ないんですけれども、こういう

ところまでを国が決めるということの合意と申しましょうか、つまり施策あるいは政策的にこ

こで決められたものに恐らく手当てをしていくということだと思うんですけれども、ちょっと

そこが勉強不足でわからないものですから、補足していただければありがたいと思います。

ちょっと、大変詳細なこういうデータまでが基本方針に入っているということが理解しにく

いのでよろしくお願いいたします。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。

はい、どうぞ。畑江委員お願いいたします。

○畑江臨時委員 今と同じようなことの質問で、第５というのは、いろいろこういうことをし

た方がいいのではないかというような高品質のものを保つように、それから消費者に届けるま

でに品質を保つような鮮度の保持方法とか貯蔵施設とか、そういうことが書いてあります。こ

れも基本方針の中にあるということは、こういう研究を進めなさいということなんですか。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。今のは同じこの資料６の果樹農業振興基本方針

の中の経営面、第５にかかわるご質問ですね。

ご意見、ご質問、いろいろ出ておりますが、それではちょっと一応区切りまして、１つ需要

拡大の観点から、若者のくだもの離れをどう考えるかという非常に重要なご指摘がございまし

た。これは４ページに出ております。

ただその中で、調査の手法ということで、なぜくだもの離れが起きたのかということも含め

てということでございますが、これは国民栄養調査、世帯の調査ですか。調査方法として例え

ば、30歳を１つのライフサイクルとして合計すると、結構これが平均化して、バランスした数

字にもなるんですけれども、ちょっとその辺のことも含めて、どういう調査がこれから必要な

のかということ。それから後半、果樹農業振興基本方針に関しますガイドライン的な第４の近

代的な果樹園経営の基本指標、あるいは果実の流通と加工に関する基本的事項といったガイド

ライン的なものの持つ意味というものをどのように考えたらいいかといった点でございます。

ではお願いします。
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○果樹花き課長 では、最初の消費の面です。先生のご指摘の点につきましては、ちょっと既

にどのような既存の調査があるのかどうかも踏まえまして、もしなければいろいろどのような

検討、調査をしたらいいのかというのも考えさせていただければと思います。

ただ、１つ申し上げますと、恐らく先生のご指摘は、くだものに限らず食の問題全体のこと

をご指摘されたのかなというふうに受け取ったんですけれども、そういうことであれば、１つ

の動きとしてご紹介をいたしますと、食育ということが最近言われるようになりました、食育

基本法をご存じだと思いますけれども、今、今度の国会で提出されようというような動きもあ

ります。農水省全体としても食育の問題をどのように扱うのかと、法律とは切り離してやって

おるところでもございますので、ちょっとそういう部局と相談をしながら、そういう問題が既

存のものであるのかどうなのか、あるいは今後どうしていくのかということで考えさせていた

だければと思います。

それから基本方針の件でございますけれども、例えば、第３の自然条件に適する基準という

ことでございますが、これは果樹の場合は非常に気候条件に制約をされるという特性が他の作

物に比べてより強いわけであります。要するに南限だとか北限だとかがあったりだとか、ある

いは限界でなくてもいい品質の果実のものを生産するためには、こういうような条件が必要だ

と、そういうようなことがあります。

新たにその果樹を植栽するに当たっては、こういうような気象条件に配慮してやるべきであ

るというふうに、そういうことでこれに記載しております。恐らく、これ自身はそんなに変更

するようなものではないとは思いますけれども、国としてそういう果樹栽培のガイドラインと

して、生産者の方々にお示しをしておるという性格のものです。

それから果樹園経営の基本指標につきましても、これは要するに近代的なというのが頭にタ

イトルがありますけれども、より効率的な果樹園の経営としては、目標として例えばその単収

はこの程度に持つべきであるとか、あるいはその労働時間はこの程度に引き下げるような工夫

をすべきであるとか。あるいは当然、機械を入れなければなりませんけれども、余りたくさん

機械を導入されるということになると、それは非効率になりますので、こういう使い方でやっ

てはどうだろうかというような、これもまたガイドラインになっております。

一部はいろいろなその補助事業などの採択要件などにもかかるような部分がありますけれど

も、そういうようなことであえてそこら辺のところは示しておるところでございます。

それから最後の効率的かつ安定的な果樹園経営の指標というのは、これは説明の途中で申し

上げたかと思いますけれども、あくまで目標として主たる従事者が他産業と同等の所得が上げ
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られるというのが、効率的・安定的な農業経営であるというふうな、国全体としての考え方が

ございます。それを実現する上で、具体的にはかんきつで、どのような栽培をすればそういう

ことができるであろうかと、経営のモデルを示しておるということでございます。これは恐ら

く国は指針をつくっておりますけれども、同様のものが県の段階でも、県の実情を踏まえた県

版のものができており、それがさらに市町村というふうにおりてまいります。

そういう指導のための指針であったりとか、あるいはいろいろ経営支援をするための１つの

手がかりになるというような形で使われているということでございます。

それから流通加工の合理化についてのご質問ですけれども、これは研究云々というよりは、

これはもう５年前のこの段階でこういうような方向でやるべきであるということで、むしろ積

極的な施策の方向ということで、これはもちろん国が役割の部分もありますけれども、産地、

生産者、都道府県あるいはその関係団体も含めて、こういう取り組みをやっていきましょうと

いう姿勢を示したもので、現実にそのような方向に進んでおるものであるというふうに考えて

おります。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。

大分時間が押し詰まってまいりましたが、ほかに委員の方からご意見ございますか。

それでは、先に手を挙げられた徳田委員それから古野委員、その順番でお願いいたします。

○徳田委員 徳田です。

私は特に、先ほど議論になりましたその需給調整と絡んでの生産と価格ということについて

若干意見を述べたいと思うんですけれども、先ほど木村委員がおっしゃったように、今単純に

生産量が価格に反映する状況ではないというのは、私もそう思います。

それは特に単年度で見たときの生産量というのは当然、価格に反映する重要なファクターな

んですけれども、実態を見るとどうも最近は品質とか、また果実の場合、気候条件がきわめて

消費に影響するとか、経済状況も非常に大きいという状況があるんだろうと思います。

そういう中で、今後の需給調整を検討する場合に、今まではややもするとその生産量という

中だけで考えようとしていましたけれども、これはやはりもう少し広いファクターで、いわば

その果実における需給調整は実際どの程度まで可能であるかという、いわば言ってしまえばそ

ういうところも含めて、需給調整・経営安定対策というものもやはり今後考えていく必要があ

るのではないかというふうに思います。

それと絡んで、もう一つの生産面についてですけれども、最近特に果樹産地を幾つか回って

みますと、非常にやはりこれはほかの農業も同様ですけれども高齢化が進んでおります。特に
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議論にもありますように、果樹の場合、労働集約性が極めて高いという意味で、この労働力の

弱体化というのはほかの農業以上に深刻で、これは当面はともかく５年、10年をにらんだとき

に、果たしてどの程度の生産が個々にされるのかというのは極めて問題なのではないかと。今

までは言ってしまえば消費に合わせて、誤解も招くかもしれないですが、いわばいかに減らす

か的な発想というのがどうしてもあったと思うんですけれども、これは今後については今のま

までいった場合に、果たして需要を満たす生産がどこまで担えるのかという視点が、今の段階

では、十分に検討すべき課題なので、本格的な計画出荷すべきかどうかというのも含めて、産

地の実態とを見直すことが、特に今回は必要ではないかというふうに感じます。

○豊田部会長 お願いいたします。

○古野臨時委員 古野と申します。私は果樹農家、生産者としてここにいるわけですけれども、

こうして皆さん、お偉い先生方のご意見をいただいて、果樹農家の農業振興方針を決めていた

だくということなんですけれども、先ほど納口先生がおっしゃられたように、何か農家として

はちょっと納得いかないところがあったりもします。

それで、本当に農家の実態というものをきちんとわかった上で、皆さんにこういうご議論を

していただきたいと思うのが本当本音だと思うんですけれども。今農家は、先ほど所得の問題

も出ていましたけれども、年齢の問題とかいろいろな問題がありまして、本当、皆さんが想像

している以上に深刻です。

その点、需給調整とかということも一生懸命やるんですけれども、それが一生懸命やってい

る私たちグループというか、そこら辺が割に合わない、それを守っていない系統農協ではなく

て、それ以外のところがいい思いをしているとかという何か不条理なところもあります。そう

いういろいろな問題が農家にはありまして本当は大変な時代になっているんですけれども、そ

こら辺の農家の実態をもっと隅々までご議論いただきまして、皆さんにいい方針を策定してい

ただきたいなと思います。

よろしくお願いいたします。

○豊田部会長 それではほかに、今のところで何かございますか。

それでは今の点について事務局の方から。ひとつよろしくお願いします。

○果樹花き課長 わかりました。

需給調整のお話、徳田先生からの件でございます。需給調整は決して数量の割り当てとかと

いうような観点だけで行っておるものではなくて、需給調整は生産調整と出荷調整に分けられ

ますけれども、出荷の面ではこれは団体が中心になりまして、例えば、みかんでしたらこの何
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月は糖度何度以上のものを出荷しましょうとか、品質的な問題ですとか、出荷時期の問題です

とか、先ほど木村委員からご指摘はありましたが、低価格のものは出荷しないようにとか、出

荷に対してもきめ細かな対策、指導を行いながら、需給調整全体をやっておるという状況です。

ただ、もちろんそういう中にあって今後どうあるべきかという観点はぜひ、ご議論いただけれ

ばというふうに思っております。

それから古野委員からのご指摘がありました点は、よくよくその点、そういうようなことを

考えていきたいと思っております。

ただ一つだけ、もし仮にみかんのことでおっしゃっておられるのであれば、需給調整が一生

懸命やっていない人の何かメリットになってしまっているのではないかという点に絞って申し

上げますと、若干その取り組みの中でこうしてもらいたいなと思っておりますのは、現在、生

産量を配分をするという段階では、国は全く関与しておりませんで、生産者団体が自主的にや

る仕組みになっています。従って、そういう意欲のある人たちがたくさん出荷できるような配

分というのが、県の中であるいはその選果場の単位の中で本当はできるはずなんです。ただ、

それがなかなかうまくいっていないというような側面があるのではないかなというふうに思っ

ています。

そんなようなことも含めて、需給調整のあり方についてご検討をいただければありがたいと

いうことで、またそれ以外にもご意見があれば賜りたいと思っております。

以上です。

○豊田部会長 予定した時間がかなり迫っておりますが、あと委員の方からご意見があれば、

いかがでしょうか、挙手していただいてご意見がある方がいればもう少し時間を延長するとい

うことも考えさせていただきますが、いかがでしょうか。

浅沼委員お一人ですか。では、どうぞよろしくお願いします。

○浅沼委員 浅沼でございますけれども、これから平成27年に向けて、どれだけの需要量があ

るのかということも検討していくんだろうと思うんですが、特に国産品の今後の生産というも

のを考えた場合、やはり生果をどれくらい需要があるのかというのを的確にとらえるというの

は非常に大切になってくると思うんですけれども。現状では先ほどからのお話がありましたよ

うに、消費量は減少の一途をたどっていると。

私、個人的に過去30年間の家計調査における世帯主の年齢別の数字の動きを見てみたんです

が、全体では平均で10キロぐらい、年間の生果の摂取量が減っているんですが、20歳代の世帯

主では何と５分の１に減っていると。30歳代については３分の１、40歳代については２分の１
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というような状況でございまして、これに何とか歯止めをかけていかないと、自給率の向上と

いうのはとても考えられる状況ではなくて、一方的に供給量を減らしていかなければいけない

ということになりかねないということでございますので、その需要の拡大という点につきまし

ても、ぜひ力を入れて今後検討していただきたいと思われます。

以上です。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

○梶浦臨時委員 全然違うことですけれども。

○豊田部会長 では、２回目ですけれども、梶浦委員。

○梶浦臨時委員 果樹農業振興で、実は一番恐れているのは、かんきつのグリーニング病です。

これをつくった平成11年のころは、まだ沖縄本島でも問題になっていなくて、発生していたが

黙っていたというまずい点があります。今や、奄美本島の隣の喜界島までグリーニング病が北

上してしまいました。これがもし温暖化に伴って、九州、四国に上がったならば、グリーニン

グ病で愛媛県のみかん農業はつぶれることになります。

何かここら辺もその基本方針の中に、あと10年先ですから。温度はどんどん上がってきてい

ますし、我々研究陣は総力を挙げて今やっているところなんですが、目標なんか立てたって吹

っ飛んでしまう可能性があります。沖縄のシークワーサー産業はもうだめだろうと僕は思って

います。そんなことも、検疫とか防疫とか、行政、生産者一丸となって食い止めるというよう

な、そういう視点をどこかに入れておいていただけるといいと思いますし、数量なんかについ

ても、そういう不確定要素があるよというようなことも必要なのではないかなと思いました。

○豊田部会長 どうもありがとうございます。

○内藤委員 すみません、グリーニング病とは何なんでしょうか、どんな病気なんでしょうか。

○梶浦臨時委員 東南アジアが原産なんですけれども、細菌病なんです。それで、ミカンキジ

ラミという小さなウンカみたいな虫が媒介して、みかんの若い芽や枝のところに卵を産むんで

すが、そうすると全身に回って、大体、かかったら２年後ぐらいに木が枯れるんです。このた

め、東南アジアのかんきつ産業、タイのかんきつ産業はぼろぼろになってきてしまったわけで

す。新しい、かかっていないのを植えても、四、五年たつと大体またかかりますから、枯れて

しまうんです。沖縄のシークワーサーなんかも、２年前まではシークワーサーをおばあさんが

つまんでいた圃場も、この間見に行ったら全部枯れてなくなっていました。

それほど怖い、みかんのエイズと言われています。

○内藤委員 ミバエのときは大分騒がれて、私たちもよく知っていたのですが、全然、知りま
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せんでした。今初めて聞きました。

○梶浦臨時委員 防除には農薬をまくしかないんですが、今、ヤンバルクイナの森に農薬を沢

山撒いたら自然破壊ですからできないんです。木を切るしかないんです。

ところが、沖縄はヤンバルの森にハブがいますから切りに行けない。また、柑橘野生種にも

かかります。今、鹿児島県は奄美と種子島だとか、あそこら辺に上陸したら大変なので、上陸

地ではみかんの木を全部切っています。

○豊田部会長 大体議論がどうも出尽くしたような感じもございますが、最後にお一人ぐらい、

何かご意見がございましたらいただければと思います。よろしいでしょうか。

それでは、今大変広範囲にわたるご意見を、消費から生産、需給、病虫害といった大変広範

囲にわたるご意見をいただきましたので、これらを検討項目に反映するという形で議論を進め

ていくということにしたいと思います。

今後の部会及び小委員会でのご議論を踏まえまして、この検討項目、資料11が、変わり得る

ということをあらかじめご了承いただきまして、本日皆様方からいただいた大変貴重なご意見

を踏まえた内容の修正等については部会長一任ということで、これよろしいでしょうか。

それで、改めて整理した検討項目につきましては、後日事務局より皆様方にお知らせすると

いうことでして。

続きまして、今後の検討スケジュールについて、これは非常に重要なことでございますので、

この１年間どのように基本方針策定を進めていくかということについてご説明いただきたいと

思います。

○果樹花き課長 それでは資料12と13につきましてご説明をさせていただきます。

まず右の方をごらんいただきたいんですが、これは全体の食料・農業・農村基本計画の検討

のスケジュールでございます。現在企画部会で議論をされておりまして、括弧の中に書いてあ

りますとおり、とりあえず夏までに品目横断的政策への転換、先ほどちょっと途中でご説明し

ました。それと②としまして、担い手の育成をどのようにしていくのかということで、そのた

めにはその農地の集積というのが必要になってまいります、あるいはその流動化というのが必

要になってまいります。そういう農地改革の問題、それと環境資源の保全対策の確立、この３

つを重点的に議論をするという形になっております。

従いまして、果樹の部会におきましても、先ほどの小委員会につきまして、こういう議論を

受けた形で４月からスタートいたしまして、月に１回程度このように議論を行ってはどうか、

かつ小委員会行ってはどうかというふうに考えております。
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それから夏に中間の論点整理ということが、全体の審議会の方で行われますので、それに合

わせた形で、果樹部会で議論をお願いしたい。それから秋にまた右の方に企画部会で、基本計

画の計画の構成ですとか、あるいは自給率目標、それから施策改革全体について議論をすると

いうことになっております。これを受けまして、果樹の方でも同様な形で小委員会を必要に応

じて開催をしていきたい。それから、年末に１回論点を整理をするということですので、果樹

部会を開催いただきまして、また同じような形で論点整理をお願いをしたいと。

それから最終的には、年度末に基本方針策定のご答申をいただきたいというふうに考えてお

ります。

資料13でございますけれども、当面の夏に向けてのスケジュールでございます。同じく右の

方では、食料・農業・農村基本計画のスケジュールが書かれております。これを受ける形で４

月から産地・経営小委員会ではまず、生産・経営の実態と検証、それから５月に需給調整対策

の実態と検証。それから６月に生産対策・経営支援対策のあり方についてのご検討。７月に小

委員会としての中間論点整理というところでやっていただいてはどうだろうかと。

需給小委員会につきましては、４月に消費の実態と検証。５月は流通・加工の実態と検証。

６月は消費拡大対策・流通・加工対策のあり方。７月が中間論点整理。これを受けまして、果

樹部会では７月、８月にご議論をいただき、中間論点整理をお願いしてはどうだろうかという

ふうに考えているところであります。

○豊田部会長 今ございました策定までのスケジュールでございますが、今ご紹介のような企

画部会等の議論の状況等によりまして、かなり変わる可能性もございますが、今のところご意

見、ご質問ございますでしょうか。

では、スケジュールはそういうことでご了承していただいたということで、当面このスケジ

ュールに基づきまして果樹部会及び小委員会を開催していきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

なお、具体的な開催にかかわる日程調整につきましては、後日、事務局より連絡があると思

いますので、よろしくお願いをいたします。

それから本日の最後の議題になりましたが、小委員会の委員構成でございますが、先ほどご

了承いただいた資料８の小委員会の設置規定というものがございます。これはお手元のこの資

料８で、小委員会の小委員長につきましては、部会長指名ということにいたしましたので、従

いましてこの資料14、こちらで案としてその小委員会の構成を用意しております。小委員会の

委員構成を読み上げる中での指名にかえさせていただきます。よろしいでしょうか。
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まず、産地・経営小委員会につきましては、生産・経営を中心にご議論していただくという

ことでございますので、構成委員につきましては、生産サイドで専門的な知見を有する方とし

まして、この資料14にございます浅沼委員、岩垣委員、岩崎委員、桂委員、金光委員、北口委

員、志村委員、中安委員をご指名するとともに、中でも前回の基本方針策定でも作業部会長を

ご担当されました志村委員に小委員長としてご指名したいと思います。

それからまた、需給小委員会につきましては、需給見通しのほか、消費・流通・加工等、多

岐にわたることから、それぞれのサイドで知見を有する方といたしまして、浅沼委員、江郷委

員、梶川委員、川端委員、小杉委員、徳田委員、内藤委員、林委員、三原委員をご指名すると

ともに、中でも幅広いご見識をお持ちの徳田委員に小委員長を指名させていただきたいと思い

ます。

なお、小委員会におきましては、必要に応じて部会に報告をしていただくということもござ

いますが、ご出席にならない臨時委員の方のこともございますので、必要に応じて私が出席し

たいと、特に第１回の立ち上げの２つの小委員会に関しましては、私が出席したいというふう

に考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。

それでは小委員長の志村委員、徳田委員の順でごあいさつをお願いいたします。

○志村委員 ただいま産地・経営小委員会の委員長のご指名を受けました志村でございます。

先ほどからの議論を聞いておりまして、大変いろいろな難問が控えておりますので、この検討

委員会、あるいは皆様方のご協力でひとつ議題をスムーズに検討して、よき案を得たいという

ふうに思っておりますので、皆さんよろしくお願いをいたします。

○徳田委員 今、需給小委員会の委員長を仰せつかりました徳田でございます。会議をする中

で、きょうの議論の中でも特に消費の問題というのは非常に大きな問題として挙げられていま

した。この問題は相当広い、多岐にわたった検討が必要だと思いますので、各委員の皆様のご

協力のもとに、検討を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

○豊田部会長 どうもありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。

本日は非常に長時間にわたるご議論について、大変お疲れ様でございました。皆様のご協力

を得まして、活発な討議ができたのではないかと思っております。

それでは本部会で審議いただく事項、本日の事項は終了いたしましたので、進行役を事務局に

お返しいたします。

○果樹花き課長 部会長からもお話がございましたとおり、本日は大変ご多忙の中、長時間に

わたりますご議論に対しましてまことにありがとうございました。本日を含めまして、今後の
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ご議論が今後の果樹農業の将来を示すものだということでございますので、今後ともぜひぜひ

よろしくお願いを申し上げます。

なお、本日の部会の概要につきましては、部会長にご確認をいただいた上で、来週農林水産

省のホームページにおきまして掲載させていただくことを予定しておりますので、またご了承

いただきたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。

午後３時３４分 開会


