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第 55 回 

食料・農業・農村政策審議会 企画部会 

 

                   日時：平成28年１月12日（火）13：29～15：31 

                   会場：農林水産省 講堂 

 

 

 

議 事 次 第 

 

 １．開 会 

 

 ２．平成27年度食料・農業・農村白書の作成について 

 

 ３．その他報告事項（TPP関連） 

 

 ４．閉 会 

 

【配付資料一覧】 

議事次第 

配付資料一覧（本紙） 

 企画部会委員名簿 

 ［食料・農業・農村白書関連資料］ 

 資料１－１ 諮問文（案）（食料・農業・農村白書） 

 資料１－２ 平成27年度食料・農業・農村白書の構成（案） 

 ［TPP関連資料］ 

 資料２－１ 総合的なTPP関連政策大綱 

 資料２－２ 品目毎の農林水産物への影響について 

 資料２－３ 品目毎の農林水産物への影響について（総括表） 
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 資料２－４ TPP協定の経済効果分析について 

 資料２－５ TPP協定の経済効果分析 

 資料２－６ 農林水産物の生産額への影響について 

 ［参考資料］ 

 参考資料１ 平成27年度農林水産関係補正予算の概要について 

 参考資料２ 平成28年度農林水産予算概算決定の概要について 

 参考資料３ 平成28年度税制改正事項について 

 参考資料４ 平成28年度組織・定員について 

 参考資料５ ジュニア農林水産白書 

 参考資料６ TPPにおける主要５品目等の交渉結果 

 参考資料７ TPPにおける関税交渉の結果 
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午後１時２９分 開会 

○広報評価課長 それでは、定刻には少し間がございますけれども、皆さん、おそろいで

ございますので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会企画部会を開催いたします。 

 私は取りあえずの進行役を務めます大臣官房広報評価課長の高橋でございます。よろし

くお願いいたします。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にも関わらず、ご参加いただき、誠にありが

とうございます。本日は伊藤順朗委員が所要によりご欠席となっております。現時点での

出席委員数は15名であり、食料・農業・農村政策審議会令第８条第１項及び第３項の規定

による定足数を満たしていることをご報告いたします。なお、本日の企画部会は公開され

ております。 

 それでは、この後の司会は中嶋企画部会長にお願いいたします。部会長、よろしくお願

いいたします。 

○中嶋部会長 中嶋でございます。年初のお忙しい中、お集まりいただきましてありがと

うございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議は15時30分までの予定で、議題は食料・農業・農村白書の作成について及び

その他報告事項、これはTPP関連でございますが、そちらの二題となっております。議事

に移る前に配付資料の確認等について事務局からお願いいたします。なお、恐れ入ります

が、ここでカメラはご退出願います。 

○広報評価課長 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の配付資料一

覧をご覧下さい。本日の配付資料は、議事次第、配付資料一覧、企画部会委員名簿に加え

まして資料１－１から資料２－６まで、この他、参考資料が１から７までございます。な

お、参考資料につきましては出席者のみの配付とさせていただきますのでご了承下さい。

それぞれご確認いただきまして、不足している資料がございましたら審議の途中でも結構

ですので、お近くの事務局員までお声をおかけ下さい。また、議事録は会議終了後、委員

の皆様にご確認いただいた上で、農林水産省のホームページに掲載して公表させていただ

きますので、ご協力をお願いいたします。 

 以上です。 

○中嶋部会長 それでは、本日の議題に入りたいと思います。まず、議題２、平成27年度

食料・農業・農村白書の作成についてです。それでは、議事を進めさせていただきますの

で、事務局からご説明をお願いいたします。 
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○広報評価課長 森山農林水産大臣から、食料・農業・農村白書に関する諮問がございま

した。ここで私の方から諮問文を代読させていただきます。資料１－１をご覧下さい。 

 平成28年１月12日。 

 食料・農業・農村政策審議会会長、生源寺眞一殿。 

 農林水産大臣、森山𥙿𥙿。 

 平成28年度食料・農業・農村施策について。 

 標記について、食料・農業・農村基本法第14条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見

を求める。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 続きまして、事務局から資料のご説明をお願いいたします。 

○情報分析室長 それでは、私の方から平成27年度食料・農業・農村白書の構成について、

資料１－２につきましてご説明させていただきます。 

 まず、１ページ目の白書の作成方針でございます。動向編では、平成27年度の食料・農

業・農村の動向につきまして、昨年３月に閣議決定されました新たな食料・農業・農村基

本計画、この１年目といたしまして、施策の取組状況、課題等について体系的に分析・検

討を行ってまいります。また、今回の白書では冒頭に特集章を設け、TPPの合意及びその

影響と対策について記述したいと考えております。また、2015年農林業センサスの新しい

数値を活用した分析を行います。最後に、図表、事例、写真等を活用しまして、簡潔で分

かりやすい記述に努めることといたします。 

 ２ページ目でございます。施策編につきましては、新たな基本計画の構成等に合わせま

して、28年度に講じる食料・農業・農村の施策を整理してまいります。 

 白書の特集章でございますが、先ほど申し上げたとおり、TPPにつきまして、その経緯、

合意内容、影響分析、対策等を概括的にできるだけ分かりやすく記述したいと考えており

ます。 

 続きまして、３ページ目でございます。食料・農業・農村の主な動向についての内容と

なります。例年どおり、食料・農業・農村、そして震災からの復興の順に章立てを行い、

平成27年度の主な動向を記述したいと考えております。 

 食料の章では、まず、食料自給力・食料自給率の動向につきまして記述いたします。特

に食料自給力は昨年の新たな基本計画で初めて指標を示されたものですので、多くの方々

により理解を深めていただきたいと考えております。また、日本食・食文化の海外展開と
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輸出促進では、昨年のミラノ万博におきます日本食・食文化の魅力の発信、増加すると見

込まれる農産物輸出等について記述したいと考えております。また、食の安全と消費者の

信頼確保、食品産業の動向、６次産業化の推進等について記述してまいります。 

 農業の章におきましては、最新の農林業センサスを活用した農業構造の動向の分析、担

い手の育成・確保、また、この中では女性農業者の動向についても記述していきたいと思

っております。また、農業金融、農業生産基盤の整備・保全、主要農畜産物の動向、農業

関連団体の動向等について記述してまいります。 

 ４ページ目でございます。農村の章では、地方創生の動きの中で農業・農村の持つ多面

的機能の維持・発揮、鳥獣被害対策の現状と対応、再生可能エネルギーの活用の推進、都

市と農村の交流促進等について記述してまいります。 

 また、震災からの復興の章に関しましては、震災から５年が経過しようという中で、被

災地におけます農業の復興に向けた取組、原発事故からの復興に向けた取組、農畜産物の

安全確保の取組等について記述してまいります。 

 最後の５ページ目でございます。今後の進め方でございますが、本日、この構成（案）

のご議論を受けまして、これらに肉付けをしていきまして、３月上旬頃に企画部会で骨子

（案）を、また、４月上旬頃には本文（案）のご議論をいただきまして、５月中旬頃の閣

議決定、国会提出に向けて準備を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 引き続きまして、議題３、その他報告事項、TPP関連につきまして事務局からご説明を

お願いいたします。まとめて２題について意見交換とさせていただこうと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○政策課長 大臣官房政策課長の渡邊でございます。TPPの関連につきまして、昨年10月

22日の本審議会におきまして、前回は合意の内容とそれに基づいて政府がとるべき基本方

針というのをご説明させていただきましたので、その後、政策大綱ですとか、影響分析で

すとかを出しておりますので、それについてご報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料２－１をご覧下さい。こちらが総合的なTPP関連政策大綱というものでござ

います。 

 １枚めくっていただいて目次を見ていただきますと、大きく四つの項目に分かれており
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まして、基本的な考え方というものと政策の目標、今後の対応、あと、主要施策というこ

とになっております。 

 ２ページを見ていただきますと、基本的な考え方というのが書かれております。２パラ

のところを見ていただきますと、今回のTPPによりまして世界のGDPの約４割、２パラの２

行目に書いてありますが、約４割（3,100兆円）という大きな経済圏ができるということ

と、人口８億人という巨大市場ができると、この中で物のやりとりだけではなくてサービ

スですとか、投資の自由化とか、知的財産とか、そういう様々な分野での新しいルールを

構築するというのが今回の考え方でございまして、アベノミクスの成長戦略の切り札とい

うことになってございます。 

 農業の関係はその三つ下、５パラでございますけれども、「一方で」というところから

始まるパラでございます。大筋合意以降、国民の方々や地方公共団体、関係団体から懸念

とか不安の声が寄せられているわけでございます。農林水産省としても今、不安解消のた

めに各地で説明会をやっておるわけでございますけれども、今後ともこの合意内容を丁寧

に説明をしていくということと、特に農林水産物の重要品目については引き続き再生産可

能となるように、農林水産業全体として成長としての力強い農林水産業を作り上げるため、

万全の施策を講ずる必要があると、こういうことが書かれているということでございます。 

 ３ページをご覧いただきますとTPPの目標でございます。これは実は三つの柱から成っ

てございます。一つは新輸出大国、二つ目はグローバル・ハブ、三つ目が農政新時代とい

う三つの柱から成っております。 

 まず、一つ目の柱の新輸出大国というのはパラの三つ目、「従来、大企業が」というと

ころのパラに要約して書かれておりますけれども、TPPは相手国の関税が撤廃されるとか、

投資のための規制が自由化されるですとか、そういう恩恵を踏まえて、これまで大企業中

心だった輸出を中小企業も含めて積極的にやっていこうということで、TPPをちゃんと活

用していこうということが示されております。 

 ４ページをご覧いただきますと、このコンテクストの中で農林水産物と食品の輸出の戦

略的推進というのが③に出てまいります。ここで目標として農林水産物・食品の輸出額１

兆円目標の前倒しを目指すという目標が掲げられておりまして、一層の拡大ですとか、輸

出阻害要因の解消ですとか、６次産業化の話ですとか、日本酒の関係、地理的表示の活用

ですとか、農商工連携ということが書き込まれているということでございます。 

 二つ目の柱は５ページ目の二つ目のパラの下から２行目ぐらいに出てくるグローバル・
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ハブというものでございます。こちらは物のやりとりもそうなんですけれども、様々な企

業ないしは産業間の連携が図られることによりまして我が国から海外へ、または海外から

我が国へという双方向の投資、貿易が活発になると、それで、そういう輪がどんどん広が

っていくというのをTPPによって、そういう世界が広がっていくということを目指してお

ります。それがグローバル・ハブということでございます。 

 この部分では４パラ目でございますけれども、そういう個々の経営体だけではなくて、

地域としての力を結集するということも書かれてございます。この関係では６ページのほ

うですけれども、地域に関する情報発信ということで、農林水産物の国内外の需要・消費

の拡大を図るというようなことが①の地域に関する情報発信のところで出てまいりまして、

観光プロモーションの推進ですからインバウンド、こういうことをやっていきましょうと

いうことが書かれているということでございます。 

 三つ目が分野別施策展開ということで、これが農政新時代と言われるものでございます。

農政新時代につきましては、これもまた、三つの柱がございまして、一つ目は二つ目のパ

ラでございますけれども、意欲ある生産者が安心して経営に取り組んで確実に再生産が可

能となるように、経営の安定供給に備えた措置をしっかりやるというのが一つ目の柱でご

ざいます。 

 二つ目は、その下の「また」から始まるパラに書いてございますけれども、生産現場の

体質強化を図って、成長産業化に取り組む生産者を応援すると、実際に関税が削減される

というのは、段階を踏んで削減をされていくということですから、それまでの間に生産性

向上や付加価値化などを進めて、競争力のある農業を作っていこうというものでございま

す。これが二つ目の柱でございます。 

 三つ目の柱は、「農林水産業」と書いてあるすぐ上の「夢と希望の持てる」というとこ

ろから始まるところでございますけれども、生産者の努力では対応できない分野の環境整

備を行って、新たな農政新時代というのを輝ける時代にしていくということで、これは継

続検討項目ということで後ほど出てまいります。 

 以上が三つの柱ということでございます。 

 ７ページの後半のまず攻めの農林水産業への転換ということで、体質強化対策というこ

とで８項目が掲げられております。ここにつきましては、経営マインドを持った生産者の

経営発展に向けた投資意欲を後押しするような対策を集中的に講ずるということでござい

ます。８項目は以下に並んでございます、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成で
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すとか、国際競争力のある産地イノベーションの促進、畜産・酪農収益力強化総合プロジ

ェクトの推進、高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓、林野につき

ましては合板・製材の国際競争力の強化、水産につきましては持続可能な収益性の高い操

業体制への転換、消費者との連携強化、それと規制改革ということで、攻めの農林水産業

への転換を促進する規制や税制の在り方について検証するということが掲げられておりま

す。 

 この分野につきましては、早急に措置を行っていく必要があるということで、27年度補

正予算において様々な事業について予算の編成が行われまして、現在、国会でご審議をい

ただいている最中ということでございます。 

 二つ目の柱が経営安定・安定供給のための備えということで、これは重要５品目を中心

ということになってございます。ここの部分につきましては、協定発効に合わせて経営安

定対策を図っていくというものでございます。 

 まず、お米につきましては今回、国別枠の輸入量というのが定められた関係で、それで

入ってくる分に相当する部分を政府備蓄米の運営に見直しによりまして吸収して、主食用

米の需給ですとか、価格に与える影響を遮断するというものでございます。麦につきまし

てはこれまでの経営安定対策というのを着実に行っていくと、畜産関係につきましては四

つを黒ポツで書いてございますけれども、いわゆる牛マルキン、豚マルキンというものを

今は予算措置でやっておりますけれども、法制化をする、また、その際に補填率を下落し

た分のどれだけを補填するかという割合を現在８割のところを９割に引き上げる、豚マル

キンにつきましては生産者と国との負担割合を１対１から、国が３、生産者１に引き上げ

るとか、あと、肉用子牛の保証基準価格を現在のものに見直す、これは牛肉、かんきつの

交渉の時に作られた制度でございまして、その時の価格を前提に保証基準価格が作られて

いるんですけれども、それを先程のものに見直すということでございます。牛乳の関係に

つきましては、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金制度の対象に追加を

するというものでございます。甘味資源につきましては、加糖調整品について糖価調整法

の調整金の対象に新たにするということでございます。 

 その他、９ページを見ていただきますと、食の安全・安心ということで、原料原産地表

示につきましては実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行うとか、残留農薬の基

準等の策定を推進する、ないしは知的財産のところには、輸出促進に向けた地理的表示

（GI)等に関する措置を講ずるというようなことが書かれてございます。 
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 10ページには今後の対応ということで、一連のことが書かれておりますけれども、まず、

一つ目の丸について、今のところに掲げられている成果目標については進捗状況に応じ、

随時、改善するというのが一つ目の丸の一番下に書いてございます。また、二つ目の丸に

は、農林水産分野の対策の財源について言及がございまして、協定発効に伴って関税削減

や将来のマークアップの減少が見込まれているわけですけれども、そういう減少すること

にもかんがみ、既存の農林水産予算に支障を来さないよう、政府全体で責任を持って毎年

の予算編成過程で確保するということが書かれてございます。また、その下の段には、基

金など弾力的な執行が可能となる仕組みを構築するということが書かれているわけでござ

います。 

 その後、13ページを見ていただきますと、先ほどの分野別展開のところで８項目がござ

いましたけれども、７項目についてそれぞれ具体的なものが示されていて、14ページに検

討の継続項目というのが掲げられております。ここの部分については12項目があるわけで

すけれども、28年秋までに政策の具体的な中身を詰めるということで、すみません、先ほ

どの10ページの今後の対応の三つ目の丸の後段のほうにそういう表現が出てまいります。 

 以上のような内容で大綱が定められたということになってございます。 

 以上が大綱の関係でございます。 

 今度は資料２－２をご覧いただきますと、11月に大綱に先立って取りまとめをいたしま

した品目毎の農林水産物への影響というものでございます。具体的には品目毎に国内価格

ですとか国際価格、輸入量などの客観的なデータをもとにいたしまして、現在の輸入相手

国の状況や置き換わりの可能性、国家貿易制度等での輸出の可能性、過去の輸入量の推移

などを踏まえながら客観的に分析を行っているということでございまして、例えば１ペー

ジを見ていただきますと、お米について分析をしているところがございますが、基礎デー

タというところで国内生産量や主な生産地、価格、輸入量の推移、また、上段右側に輸入

量ですとか主な輸入先国、関税率とか関税措置が書かれてございます。 

 左の下の方に今回の交渉結果ということで、枠外税率は維持をして既存のWTO枠の他に

米国と豪州に対してSBS方式の国別枠を設定したということが書かれております。それを

踏まえますと結果分析ということで、国家貿易制度が維持をされて、なおかつ、関税とい

う意味では外税、枠外税率が維持をされているということですから、国家貿易以外の輸入

の増大はなかなか見込みがたいと、それで、国別枠が増えたところによっては価格の下落

が起こる可能性があるので、対策を打たなければならないというようなことが書かれてい
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るということでございます。これが目次に示してある品目についてざっと書かれていると

いうことでございます。 

 また、41ページをお開きいただきますと、今度、輸出の部分についてもどういうことに

なっているのかということが書かれておりまして、結果分析のところを見ていただきます

と、米国向けの牛肉については15年目に関税が撤廃されるまでの間に、輸出実績の20倍か

ら40倍に相当する数量の無税枠が獲得できるとか、水産物についても、ブリ、サバ、サン

マなど全ての生鮮魚、冷凍魚について即時に関税撤廃を獲得するというようなことが書か

れてございます。この結果、下の２段ですけれども、さらなる輸出拡大が期待されて、さ

らに調味料を含む和食関連品目の関税撤廃によって、さらなる輸出促進の取組を強化する

ということと、輸出環境の課題についての解決も必要だというようなことが書かれている

というものでございます。 

 こういう分析結果を踏まえた上で先ほどの大綱が作られているということでございます。 

 ２－３はこれの総括表でございますので、省略をさせていただきます。 

 それと、２－４をご覧いただきますと、２－４と２－５、あと、２－６、これが３点セ

ットでございまして、これが今回の経済効果分析というものでございます。２－５が本体

でございますけれども、これは大部でございますので２－４でご説明をしたいと思います。 

 まず、経済効果分析につきましては、２ページ目を見ていただきますと下の図にありま

すけれども、今回、GTAPモデルというのを使って分析を行っております。今回の分析にお

きましては、上段の丸の下から３行目ですけれども、関税に関する効果に加えて非関税措

置、貿易円滑化等によるコスト縮減ですとか、貿易促進効果などを含めた総合的な経済効

果分析を行っているということで、下のシミュレーションのイメージというのは、経済と

いうのは一定の水準で均衡点に達しているというのが前提なわけですけれども、外生的な

ショックが与えられると均衡点がずれるということでございまして、今回、TPPによって

均衡点がばんと上がってGDPがぐっと引き上げられると、そういうイメージで計算をして

いるということでございます。 

 ３ページを見ていただきますと、赤字で書かれている部分が今回、新たに分析の内容と

して付け加えられた部分ということでございまして、下の図で言いますと、関税の引下げ

ですとか、ないしは非関税コストの縮減ということで輸出入が増加をすることによって生

産性が向上し、それに伴って賃金上昇が行われて所得が増えるですとか、労働供給が増加

するというようなことが今回、新たにモデルとして組み込まれているということでござい
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ます。その結果、最終的には貯蓄が増えまして同時に投資が増加をするということですか

ら、そこで、消費の増加が行われまして、それがまた、もとに戻って生産性の上昇や何か

につながっていくというモデルになっているということでございます。 

 ４ページをお開きいただきますと、農林水産分野の評価というものをしております。農

林水産物については、ここに書いてございますように、国境措置が複雑だというようなこ

ともございまして、個別品目毎に精査をして積み上げた生産量と生産額の見込みを農林水

産省において試算をいたしまして、その結果をGTAPモデルに投入をしているというもので

ございます。 

 その試算の方法は、ここに書いてございますように、まず、対象品目は関税率10％以上、

かつ、生産額10億円以上の品目ということで33品目になっておりますが、これは25年３月

に公表させていただいた試算の時と全く同じ対象品目でやらせていただいております。や

り方もほぼ同じでございまして、下のところに出てきますけれども、まず、輸入品と競合

する部分と競合しない部分の二つに分けて分析をしております。価格と生産量について分

析をしているわけですけれども、価格についてはまず競合物品については関税削減相当分、

関税で例えば150円下がったら競合品も150円下がるという計算をしていると。競合しない

部分については価格低下率、つまり、競合品について物品が幾らで150円がその何％だっ

たかというのをまず出しまして、非競合品についてはその割合の半分だけ、率の半分だけ

下がるという計算をしているというものでございます。 

 前回もそういう計算をしているんですが、今回はさらに国内対策で高付加価値化や何か

について支援をしているということなので、競合品について価格そのものが下がるという

ことではなくて、関税削減相当分の半分だけに抑制した部分で、下がりがそれだけ抑えら

れるというのも計算に入れております。非競合品につきましても同じでございまして、価

格低下率の２分の１のさらに半分に抑えられるという場合も計算をしているということで

ございます。 

 ③のところの生産量につきましては、国内対策で再生産可能なような政策を打つという

ことになっている関係で、生産量を維持するということで計算をしています。その結果、

試算の結果としては農林水産物の生産減少額は1,300億から2,100億円だということになっ

ております。これで前回、自給率についてもかなり大きく振れるということだったんです

けれども、生産減少額がこういう額でございますので、カロリーベース、生産額ベースと

も試算を反映すると整数値では動かないと、こういうことになっているわけでございます。 
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 こういうものをGTAPモデルに投入をいたしまして全体を計算いたしますと、５ページの

四角のところを見ていただきますと、全体で言いますと、日本経済全体が約14兆円、実質

GDPが増えると、こういう試算になっているということでございます。 

 以上が今回のTPPの関係の影響試算ということでございます。あとはご質問を受けて中

身についてご説明をしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、これまでの事務局の説明につきまして、委員の皆様からご意見を頂戴できれ

ばと思っております。今回は五十音順に伊藤委員からご発言いただこうと思いますが、５

名ほどお話を伺った後、事務局からコメントしてもらおうというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。それから、本日は幸いなことにほぼ全員の委員の皆様に

参加していただきましたので、申しわけございませんが、お一人３分程度を目途にまとめ

てお話をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○伊藤（雅）委員 それでは、伊藤でございます。お話をしたいと思いますが、３分とい

うことで私は白書についてコメントしたいと思います。とても当たり前のことなんですけ

れども、日本の農政というのは国民のために食料をよりよくし続け、安定供給すること。

その目的のために農業を高度化し、農村を栄えさせる、そして、そこに夢を持って住みた

いと、こういうことだと思うんです。それで、国民のためにそのことを誰がやるのかとい

うと、実際は農業・農村の主人公は担い手である農業の従事者だと思うんです。農業の担

い手を主人公にして未来の農業・農村は明るい、そして、夢と希望、国民も担い手も夢と

希望が持てる農政新時代を作る、こういうふうになっていくといいなというふうに思いま

す。 

 白書の性格上、必要なことを書き込む必要があるわけですけれども、どうしても網羅的

になる。このためには中心となる基本的な幹となる考え方、シナリオを明確にすることが

必要なんじゃないかなというふうに思っています。それは先ほどご説明いただいた特に３

ページの農業とその下の農村というところですけれども、これだけを見るととてもテーマ

が多い、そして内容がばらばらに見えるというふうに私はそう思うんです。ですから、ま

とめ方の問題かもしれませんけれども、特にTPPの後、夢と希望を国民も担い手も持てる

農政という中の主人公である人のところ、特に農業の担い手のところに光が当たるような

ことになるといいなと思います。 

 そして、手元に資料がないかもしれませんけれども、今年４月にできた基本計画の中の
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最初のところに、それ的な分かりやすいステップ、つまり、施策推進の基本的な視点とい

うのが５～６点、ポイントアウトされていて、こういう形にまとまればとても分かりやす

くなるのではないかなと思っているところです。いずれにしても、TPPをきっかけに農業

が変わっていく、未来の日本の農業とか農村生活を魅力的に変えていくという視点を重点

にして、そして、担い手を主人公に農業の変革とか農村生活の変化、そして、必要な関連

資料は附属にするというようなことでTPP後の夢を語って、そのシナリオをトラッキング

する、そういう白書になっていく、それを国民が応援したくなると、そういうことを期待

したいというふうに私は思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、臼井委員、お願いいたします。 

○臼井委員 私からは、自分自身が農業生産者であり、担い手であると、そして、地方の

農業生産ということの立場から１点だけ、集中してお話しさせていただきます。TPPの部

分で想定する成長メカニズムという部分で、新しく付け加えた赤い部分があります。３ペ

ージです。僕が行っております酪農業において、現在、生産性の上昇というものは機械化

の推進でかなり進んでおります。僕らの業界でも実質の従業員であったり、後継者に対す

る賃金と言いますか、手取りなども上昇しておりますが、新しい問題として次の労働供給

が増えているにも関わらず、そこに人材が確保できないという問題が非常に現状で急激に

進んできております。 

 特に地方への人材の確保という部分においては、農業の担い手そのものだけではなく、

農業を支える関連企業であったり、農業で生計を立てる関係の仕事であったり、そういっ

た部分にまで人材難の波及というものが進んでおりまして、それが最終的に地方の衰退に

つながっているという、この悪循環は負のスパイラルに陥っていると。地方の人材が減っ

ていくと、先ほどから成長のメカニズムというところで新たな仕事であったり、新たな価

値の開発という部分に悪影響を出してしまうという部分から、担い手の確保・育成に付け

加えて、関係企業の育成という部分にまで、メスを入れる必要があるのではないかという

ことを現場からの意見として出させていただきます。 

 僕からは以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、奥野委員、お願いいたします。 
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○奥野委員 私は白書の構成（案）の中で４ページなのですけれども、先ほど臼井さんも

言われましたけれども、地方創生の動きの中でどのように農業が関わっていくのかという

ことが、非常に大事なのかなというふうに思っています。私の地方でも非常に人口が極端

に集中するところと、急激に過疎化をする場所というのが増えております。それは農村だ

けじゃなくて、山、それから、海、この三つを一緒に考えないといかんのかなというふう

に、この頃、思っています。 

 農林水の第一次産業全体をどうするのかという大きな見通しがないと、地方創生という

のもなかなか難しいのかな。だから、先ほど臼井さんが言われましたけれども、農業とい

うのは、結構、裾野の広い産業なので、その裾野が確かにおらんようになっています。そ

のようなことも含めまして、地方創生ということの視点から、どういう政策をとっていく

のか、また、現地の人は何を考えているのかなというようなこともしっかりと調べていた

だければ、一番ありがたいというふうに思います。 

 それと、もう一つは大震災から５年目に入りますけれども、相当、いろんな意味で資金

的な面等々については復興はしてきていますけれども、どうしても復興できない部分が色

濃くまだ残っています。これはその日、その日を維持するのがやっと、というような原発

の問題がありまして、なかなか、この問題が解決されないと、人も自分の住んでいるおっ

たところへ戻ってこられないというようなことがありますし、結構、広範囲にそういう被

害を受けています。いわゆる風評被害も含めて。ですから、そういうことにもできる限り、

目を配っていただきたいなというふうに考えています。 

 ちょっと長くなりますけれども、正月に私は伊勢から東京へ出てまいりました。その時

に近鉄特急、新幹線ともに乗車率が120％。これだけの若い人間が地方にとどまっておっ

てくれたらなという思いを非常に強くしながら、東京へ出てきたというような思いがござ

いますので、そういう総合的な視点から地方創生というものが本当にうまくいってくれた

なと思いますので、そのような視点からもひとつお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、小田切委員、お願いいたします。 

○小田切委員 明治大学の小田切でございます。本部会に初めて参加させていただいてま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からはTPPの試算について１点と白書について３点、ごく簡潔に質問あるいは意見を
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申し上げてみたいと思います。 

 まず、TPPについてなんですが、先ほど政策課長からもご説明がありました昨年12月24

日の内閣官房の分析はある意味、非常に印象的でした。最大2,100億円の生産額の減少が

あるにも関わらず、最終的には生産や農家所得の減少はないという非常に印象的だと思っ

ております。これをどう考えるのかというのは、非常に重要ではないかというふうに思っ

ております。当然、その中には生産コストの低減・品質向上、これを要因としている部分

があります。今回の基本計画は、少なくともTPPについては織り込んでいないということ

ですから、そういう意味では、生産コストの低減・品質向上は追加的に求められるものと

いうふうに考えるのが順当だろうと思います。 

 そう考えると、基本計画本体はともかくとして、農業構造の展望とか、あるいは農業経

営の展望について多分、アップデートが必要なのではないかと思います。いずれにしても、

TPP対策で生産対策の強化の部分は基本計画で想定していたものに上乗せがされていると

考えて、その上で何らかの対応が必要ではないかというふうに考えております。この辺の

ところ、上乗せが果たして必要なのかどうか、そういうふうに農林水産省としても分析し

たのかどうか、これを是非ご質問させていただきたいと思います。 

 白書に係って３点ほど簡単に申し上げてみたいと思います。 

 まず、１点は今、奥野委員がおっしゃった地方創生についてなんですが、恐らく少し言

葉は粗いんですが、昨年の白書は地方創生に関しては必ずしも十分な配慮がなされていな

い。つまり、特集の部分には確かに、まち、ひと、しごと、あるいは地方創生という言葉

があるんですが、動向編の本体には地方創生という言葉はありません。そういう意味で、

地方創生を農林水産業政策的にどういうふうに捉えるかということ、多分、そこの部分の

打ち出しが弱かったと思います。 

 ただ、動向編は１年遅れですので、地方創生元年の話、今回、作ろうとしている白書に

ついて、この文脈で捉えることが必要になる。ちなみに地方創生のポイントは、まち、ひ

と、しごと、つまり、コミュニティ、人材、そして、仕事、この一体的な推進、あるいは

この好循環を作っていくということがポイントですので、それが分かるような、そんな書

きぶりを期待したいというふうに思います。 

 それから、２番目は分野横断的な施策についてであります。去年の白書で、分野横断的

なものについてのインデックスを作っていただきました。これは大変便利なもので、有効

性があると思います。しかし、一方、例えば６次産業については昨年から、前回から食料
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のパートに入り込んでいます。これは基本計画に合わせたということだろうと思いますが、

そうであるがゆえに６次産業が持っている所得増加効果の分析が弱くなっていると思いま

す。恐らく農業編に入っていれば、そこが中心に分析されていたんだろうと思います。そ

ういう意味では、インデックスを作って切り分けるのか、あるいは両方に書いていくのか

という判断があり得ると思っておりまして、私は場合によったら両方に重複をいとわず書

いていく、そして、その視点を書き分けていくという、そういうこともあり得るのではな

いかと思います。 

 そして、３点目なんですが、しばしば、いろんなところで申し上げていることなんです

が、農政の執行体制について非常に強い問題関心を持っております。昨年、2015年は市町

村合併10周年と言っていいと思います。いろんな市町村で10周年記念が行われました。と

りわけ、都市と合併した農山村については、残念ながら支所に十分な人員配置あるいは政

策能力が注入されていないというのが実態だろうと思います。そういう意味では、農政の

執行体制、合併後10年がたってある種の抜本的な見直しがとりわけ市町村レベルの執行体

制については、必要なんだろうと思っています。 

 もちろん、これは地方自治の分野ですので白書でこうやれ、ああやれという話ではない

と思いますが、少なくとも例えばワンフロア化をしているとか、あるいは支所にある程度

のオートノミーを任せているとか、そういう事例について取り上げて、そのことによって

こういう方向性があるのではないかという分析や紹介というのは、あってしかるべきでは

と思っております。 

 少し長くなりましたが、以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました 

 それでは、香髙委員、お願いいたします。 

○香髙委員 共同通信の香髙です。よろしくお願いいたします。 

 私も白書について少し意見を述べさせていただきます。話がそれますけれども、最近、

デザインの力を農業に応用して、課題を解決するという動きが広がっていると聞いていま

す。弊社も年始に特集を組みました。それはなぜかというと、デザインは一見、外向きの

アピールに過ぎないと見られがちですけれども、デザインを考えるということは農業者が

自らの仕事を見つめ直すきっかけになり、方向を定められる内なる効果が見込めるからと

いうことが分かってきたからです。白書にも似たような効果が見込めるのではないかと思

います。 
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 2015年の白書の田園回帰の成功として取り上げられた高知県四万十町の商社、四万十ド

ラマを弊社の記者が取材をしてみると、そのことがよりはっきり見えてきました。彼らは

デザインを考えることを通して、全ての活動をお客さんが買いたいという心のスイッチを

オンにすることへのこだわりに変換し、そして農村の豊かさを伝えたいという二つのこと

に収れんさせているように感じました。導き出された答えは非常に単純なようですが、デ

ザインの本質を捉える力が何たるかを分かった上で、心を一つにできた成功例ではないか

と思っています。 

 翻って白書とは、政治、経済、社会の実態や政府の施策を国民に周知する目的で配布さ

れるとよく言われています。これを聞くと一方的な通知文にしてもいいようにもとれます

が、時代はそんなことは許してくれないと思っております。政府の施策を周知した上で、

人々の未知なる力を呼び覚ます効果が期待されていると思います。昭和30年代初めの経済

白書が、もはや、戦後ではないと記し、高度成長期の開幕宣言として捉えられたのは有名

な話です。もはやの意味をめぐっては、筆者の意図と違う形で広がったとも言われていま

すが、白書の言葉が人々の心を動かしたことは事実だと思っています。 

 今年は農業界にとっては節目の年です。５年ごとの基本計画の元年となる他、TPP交渉

の合意もされました。耕作放棄地の現状を捉えたセンサスも発表されたばかりです。地域

創生の流れの中で産業としての農業への関心は、これまで以上に高まっていると言えます。

民間金融機関も資金の貸出先として農業分野の掘り起こしを考え始めているようです。こ

れまでにない白書を作成するお膳立ては例年になく整っていると言えます。 

 先ほどご紹介した四万十ドラマのデザイナーの方が、弊社の取材に対してこんなことも

おっしゃっていました。そもそも、そのデザイナーの方は地元に居を構えて、土地の空気

を日々感じて、解を求めることを大事にされている方です。その方いわく、地方の人々は

あれがない、これがないと嘆くが、マイナスとマイナスを掛ければプラスになるでしょう、

絶体絶命を楽しむことが大切だと。私としてもこれまでにない農業白書ができることを期

待したいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、５名の方からご意見をいただきましたので、ここで事務局のほうよりコメン

トしていただきたいと思います。それでは、政策課長から。 

○政策課長 何点か、政策の基本的な方向についてお話をいただきました。 

 まず、臼井さんからはTPPの評価との関係で、担い手だけではなくて関連企業の育成も
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重要ではないかというようなお話がございました。それは主に労働供給ということの観点

からということでございます。今回のTPPの影響試算の部分につきましては、モデルを回

すことによって、どのくらいの影響があるのかというのを数字で出しておりますけれども、

先ほどおっしゃられたような労働供給がどこかでスタックをするというような話は、モデ

ルの中では考慮されておりませんで、そこについては、まさにそこで何かが詰まっている

のであれば政策対応をして、そこの労働力の移動がうまくいくようにだとか、そういうの

は今後、そういう政策対応できっちりやっていくということなのではないかと思っており

ますので、これは農林水産省だけではなくて、政府全体を挙げてこのメカニズムがうまく

進むように、政府全体で政策を講じていくということかなと思っております。 

 次に、奥野会長のほうから地方創生の関連からどういう政策をということでございます。

総合的な視点からということでございまして、農業・林野・水産、全部を総合的に見てい

くべきではないかというお話だと思います。一次産業をどうするのかというのは、まさに

農業では地域ごとに色々形態も違いますし、やり方も違うということで、数年前から皆さ

んご案内のとおり、人・農地プランというようなことで地域でまず計画を立てて、10年後

に自分のところの地域をどうするのかというのをまず皆さんで、地域の人でお話をいただ

いて、それに沿って思い描いた姿にしていくためには、具体的にどうしたらいいのかとい

うのを地域でお話し合いをいただくということを、政府として進めているわけでございま

す。 

 それと似たような話は水産でも浜プランとか、そういうのをやっておりますので、まち、

ひと、しごとの地方創生の考え方とまさに軌を一にして、従来からやっているということ

でございますので、今回、TPP対策で非常にTPP大綱のところがものすごく脚光を浴びてお

りますけれども、基本はこれまで進めてきた農政改革、四つの改革をきっちりまずやって

いくということが基本的に非常に重要だと思っておりますので、その方向で進めていくこ

とによりまして、地方創生の目指すところも実現できるのではないかと思っております。 

 次に、小田切先生のほうから今回、TPP試算によりまして基本計画が想定しているもの

に何か上乗せが行われたのではないかと、その関係で基本計画そのものはどうかあるけれ

ども、経営展望とかを見直すべきでないかというようなお話がございました。基本計画は

ご案内のとおり、生産数量目標ですとか、それに基づきまして自給率の目標というのが定

められているわけでございますけれども、それは先生がおっしゃったとおり、これまでの

農業が抱える構造的な問題を踏まえて、どうするのかというのが白書に書かれているとい
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うことでございます。 

 今回、TPP、その前提は国際環境は国境関係の条件が一切変わらないことが条件だった

わけですけれども、今回、変わったと。そこについては変わった部分についての影響をい

かに抑えるかということで、交渉自体でも結果を出しておりますし、それに上乗せして政

策大綱でやりましょうということですから、そこの影響を今回のTPP政策大綱や何かでか

なり影響がないようにするという対策としていると。 

 その結果、もとの構造的な変化に対してどうやっていくのかというのは、引き続き残る

ということだと思いますので、今回、TPPの合意がなされて、それに伴って政策を打って

いくわけで、その状況も見ながらということでありますけれども、今の段階で自給率が大

きく変わるだとか、生産数量目標を大きく変えなければならないという状況にはないと

我々は思っておりますので、そこは政策の執行状況も見ながら、慎重に検討しなくてはな

らないと思っておりますけれども、今の段階ではすぐにそういう計画を見直すという方向

に動かなくてはならないというふうには、考えていないということでございます。 

○情報分析室長 白書についても色々ご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 まず、伊藤委員のほうから、今後、担い手について夢と希望を持てるようなシナリオな

り、アピールをちゃんと白書でも書いてはどうかといったご意見、また、香髙委員からの

デザインの力のお話でございますけれども、白書としてどのようなメッセージを分かりや

すく伝えていくかということは大きい課題かと思っております。どうしても網羅的に書か

なければいけない部分はあるんですけれども、なるべく分かりやすく、そのようなことが

伝わるような白書にしていきたいと思っております。 

 また、奥野委員、小田切委員等から地方創生について充実した記述ということがござい

ます。昨年は特集でも田園回帰ということを取り上げておりますけれども、今年も引き続

きそのような地方創生の動きの中での農村の在り方といったものも伝わるように、白書の

ほうを検討していきたいと思っております。 

 また、小田切委員からは分野横断的なものの書き方ということで、必要に応じて全体の

分量というのもあるんですけれども、視点を変えるなり、工夫をしていきたいと思ってお

ります。また、農村の執行体制、これについても以前の白書でも取り上げたこともござい

ますけれども、重要な点だと思っておりますので、検討してまいりたいと考えております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 重要な論点もありましたけれども、一通り、皆様のご意見を伺ってから、また、ご意見
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があればご発言いただこうと思っております。 

 それでは、河野委員、お願いいたします。 

○河野委員 私は消費者団体におります。ですから、農業・農村の概要の報告ということ

を考えますと、国民としてこれをどう受けとめるかという立場でお話しさせていただきた

いというふうに思います。それで、白書の構成に関しましては、今回、特集がTPPである

こと、それから、年度の初めに新たにスタートしました食料・農業・農村基本計画に沿っ

ての構成にするということ、このことに関しましては報告書ですから、特段、大きな異論

はございません。こういった構成で結構だと思います。 

 ただ、私が問題だとすごく感じているのは、例えば動向編の④のところに、図表、事例、

写真等を活用し、簡潔で分かりやすい記述に努めると書いてあります。白書は一体、誰に

向けて何を伝えようとしているのか。先ほどデザインもというお話もあるんですけれども、

昨年度の白書を私も通して拝見しました。非常によくできていると思います。分かりやす

くなっています。ただ、この白書を国民の誰が一体、手にするんでしょうか。誰が目にす

るんでしょうか。そのことをもう少しこの先を考えますと、是非、考慮していただきたい

と思います。報告書に書かれている現状と課題をどう国民と共有するか。私はそこに非常

に関心があります。 

 例えば年末には卵が高いと報道されました。何でこんなに高いんだ、物価の優等生だっ

たはずなのに、何か問題があるんじゃないか。当然、餌が全部輸入ですから、高くなるの

は仕方がない。そのことを国民はほとんど知らない状況です。今朝もニュースで野菜が暖

冬ですごく大きくなってしまったと、計画生産をして、この先、春先までの徐々に出荷し

ていく予定だったのに、こんなに大きくなってしまって一気に市場に出るので、例えば今

日はキャベツでしたけれども、１玉50円でも売れない、輸送用の段ボール代も出ないとい

うふうな状況が伝えられた通り、さほど農業というのは計画どおりにはいかない、非常に

厳しい産業であるというふうに思っています。 

 その農業がTPPのこともあり、今後に向けてどんなふうに日本の中できちんと立ち位置

を確保していくのか、私自身は日本に本当にしっかりとずっと農業がある国であって欲し

い、国産品で私たちは安心して生活していきたいと思っているんですけれども、それを共

有化するには国民との間で様々な施策に関しての合意がとれないといけない、また、農業

施策で税金をいっぱいここに入れるんだよねというふうな、すごく短絡的な見方をされる

のはもったいないというふうに思っています。お伝えしたいのは、今回、まとめられるも
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のを国民とどう共有化するかが重要です。 

 例えばジュニア農林水産白書、これも非常によくできていると思います。これは、一体、

どこに配布され、どんなふうに活用されているのか、その情報の行き先、また、年末には

食料自給力は何という説明が書かれた日本の食べ物の力を見つけたいという冊子をたくさ

ん送っていただきました。私も会員のところでこれを共有しました。ただ、このような非

常によくできたパンフレット、情報提供が一体、どこに送られて、どんなふうに活用され

ているのか、こういったよくできたものが国民のところにしっかりと届くことによって農

業の施策といいましょうか、税金の使い方も含めてしっかりとした方向性が確保できるの

ではないかなというふうに感じているところです。 

 それで、長くなって申しわけないんですが、白書のところの食料のところで二つだけお

願いがあります。１点は資料でいいますと３ページの動向のところの①の食料です。ここ

に少しボリュームを割いていただきたいと思っているのが下から４番目の食育の推進です。

ここには和食の保護と継承と書いてありますけれども、今現在、内閣府の方では第三次食

育計画を策定中です。この３月に決まると思いますが、和食も、それから、これまで推進

してきたような地産地消や国産の推奨も非常に重要なんですけれども、もう少し食育基本

計画の方には大きな視野に立って、持続可能性をというふうな視点とか、本当に広く食

料・農業・農村の在り方に対する理解促進のような視点も入っています。 

 それから、事業者との連携ということで、日本は食料の６割以上が加工食品なんです。

ですから、そういった事業者との連携というふうな視点も入っていますので、そこを是非

入れていただきたいということ、少し大きく書いていただきたい。食育政策はこの後、農

林水産省の方に内閣府から移管されるというふうに聞いておりますので、なおのこと、こ

の辺りは目を配っていただきたいと思います。 

 それから、２点目は2008年に食品業界の信頼性向上自主行動計画の策定ということで五

つの基本原則、これは食品事業者の方が道しるべにすべき五つの基本原則ということで、

食の安全と消費者の信頼確保のための施策なんですけれども、これが今回、農林水産省食

料産業局さんの下で、見直されました。そこには新たに消費者もこういったことに関して

は、こういう役割を果たしなさい、それから、メディアの皆さんもしっかりと役割を果た

して下さい。そのことが食の安全と消費者の信頼の確保に非常に重要ですという新たな提

言がまとめられています。その辺りも是非書いていただきたいと思います。 

 最後に繰り返しになります、情報提供を是非お願いします。JR総武線の電車で、私は年
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末にフード・アクション・ニッポン アワードの受賞者のポスターが１両、全部、丸ごと

この方がこの地域で受賞されましたというポスターを見ました。すごいなと思いました。

ああいうことで日本の農業と、それから、消費者の距離は縮まるなというふうに思ってい

ます。そういった視点を是非入れていただきたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、小林委員、お願いいたします。 

○小林委員 ありがとうございます。 

 白書そのものに関しては大きな違和感はありませんが、前も申し上げたかも分かりませ

んけれども、平成26年度のレビューを、PDCAで平成26年度はどういうことをやったかとい

う総括だけは、どこかに是非入れていただきたいなというふうに思います。 

 それと、例えば３ページなんかで６次産業化の推進といったように、具体的な色々なこ

とを書いておられますけれども、是非、取組の成功事例なんかも含めて分かりやすいメッ

セージが出るようにやっていただきたい。６次産業化だけじゃなくて、他の色々な重要な

施策に関して、こういう典型的ないいケースがありましたよということを皆さんで共有す

るのが非常に大事だと思いますので、そういうのは是非入れていただいたらいいんじゃな

いかというふうに思います。 

 ４ページの地方創生のところにつきましては、農業・農村あるいは一次産業だけで何か

やるんだという思いではなくて、是非、農商工連携等も含めた膨らみのある形にしてもら

ったほうが、オールジャパン、オール地域でやるんですよというメッセージのほうが、こ

ういう今の非常に厳しい環境下ではいいんじゃないかと思います。 

 それと、乱暴な言い方かも分かりませんが、強い農業云々と、これはいいんですけれど

も、例えばもう少し言葉を変えて、攻めの農業とか、競争力強化とか、そういうことに対

する議論をもっともっと深めていったらどうだろうかというふうに思うんです。TPPとも

関連いたしますけれども、今のお話を承っていましても、あるいはメディア等から色々勉

強していましても、かなり受け身の話ばかりなんです。受け身ではなくて攻めということ

を一回、本当に考えたらどうだろうという感じがするんです。 

 これも一次産業だけという観点じゃなくて、例えば他の産業、ICTをうまく導入すると

か、その辺をうまく組み合わせることによって、競争力がどんどん増してくる。 

それに今度は安心・安全から色々なことがどんどん付加される。そういう観点から考えま



23 

すと、先ほども出ていましたけれども、去年、6,100億の輸出になり、これを2020年には

１兆円にしようとしているそれはそれで決して悪いターゲットではないんですけれども、

全世界の市場規模、そういう表現がいいかどうか分かりませんが、何百兆円というのが世

界の規模です。世界は食料と水でものすごく困っているわけですし、日本には色々なノウ

ハウがあるわけですから、その辺をどのように世界に持っていくんだということを、TPP

も受け身だけじゃなくて、攻めの農水省というようなイメージで出していかないといけな

いと思います。 

我々が実業界におりまして守りばかりやったら必ず負けますから、攻めというのは絶対

に必要だと思います。攻めというニュアンスを、今日、明日すぐにというのは大変かも分

かりませんけれども、系統立てて整理いただくのが必要ではないかという感じがいたしま

した。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、近藤委員、お願いいたします。 

○近藤委員 白書についてですけれども、新しい基本計画が出されて初めての白書という

こともありますが、何人かの委員の方もおっしゃいましたけれども、白書が誰に向かって

どう発信されているかという点は、WTOの時に６兆100億の対策予算が使われたという数字

だけが一人で歩いて、実際はその半分以下の額が既存予算の中に組み込まれて使われてい

るという実態がほとんど伝わっていない。その６兆100億が変なことに使われたというニ

ュースだけが伝わってしまっている。これはまさしく生産現場に対する消費者の誤解を拡

大させることになるので、白書については特にそういった点についても、今回はWTOの影

響はさしてないのに、補正がしっかり組まれてまたバラマキだという批判が一方であって、

そういうメッセージが伝わってしまわないような白書に是非していただきたいなというふ

うに思います。 

 それと、国内では非常に自給率は低いのに、食料は現実に余っているという雰囲気があ

るんですけれども、同時に世界の食料事情も一緒に伝えていただいたほうが、日本の置か

れている食料と農業の在り方を正しく国民に伝えることにつながるのではないかなという

気がしますので、是非、ご検討をお願いしたいと思います。 

 TPPの影響試算については、最大2,000億だという数字が出された途端に現場の受けとめ

は白けましたね。これぐらいだったら影響がないのと同じではないかと。では、我々はあ

まり努力しなくてもいいのかというと。ところが、本音ではそうは思っていなくて不安だ



24 

けは残ってしまっている。ここに対する回答みたいなものがないと。これは非常に残した

まま、今後、どうなるのだろうかという中で、後継者が育っていかないというところにつ

ながっているのではないなかというふうに思います。 

 白書の４ページの農村のところでいいますと、いくつか書かれておりますし、具体的に

は書かれていくのだろうと思いますけれども、新しい農業生産を伴った農村の在り方の絵

がまだ多面的機能の発揮だとか、再生可能エネルギーの利活用だとかいう表現でしかうた

われていなくて、具体的にどうしたら消滅可能性のある集落が元気に復活していくかとい

う具体的な絵も、示していく必要があるのではないかという気がします。 

 その一つとして奥野委員さんがおっしゃいましたけれども、地方の農業政策、農業予算

を見ていますと、国の予算が大体６割から７割ですよね。地元の予算はごくわずかです。

そういった時に、それぞれの地域の独自の政策が打てるのかというと描けないんですよ。

国になぞらえた政策を打ってしまう。そこに対する政策的な配慮も是非お願いしておきた

いなというふうに思いますし、小林さんがおっしゃいましたように、基本計画に沿った

PDCA、現在の到達状況がどうなのかも白書を毎年されるわけですから、必ずそれは入れて

いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、里井委員、お願いいたします。 

○里井委員 里井です。本年もよろしくお願いいたします。 

 本日は構成（案）ということでの白書の説明を今、受けました。非常に広範囲、細部に

わたる構成（案）となっておりまして、特にTPPの項目ですとか、それから、震災からの

復興ですとか、国民の方が不安に思うようなことをやわらげるというようなページにも多

く割いておられ、非常に思いある構成だったのかなというふうに感じました。 

 その上でなんですけれども、何点か、さらに感じたことを申させていただきます。実は

ほとんどの多くの委員の方が先におっしゃったので繰り返しになるかとも思うんですが、

これからおまとめいただく時に、是非、担い手の方、それから、国民の方、みんなが見や

すく、それから、分かりやすく、細部にわたり、どうすればいいかという具体的に指針と

なるようなものを目指していただけたらと思います。 

 例えばなんですけれども、資料をいただきました、こちらの１－２の３ページ、４ペー

ジにおいては主な動向ということで四つの柱、食料、農業、農村、そして、復興というペ
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ージがあるんですけれども、現実、これを書いて推進するにおいては、色々、横につなが

ってくることも多いと思うんです。恐らくそれが反映されたものが昨年の白書にもあった

かとも思うんですけれども、今年も是非目に見えない、実はこことここがつながっている

んだよですとか、農林水産省だけではなく、例えば何かをする時には、実はこの省とも関

わっていたんだというような横がつながっているというようなものがもう少し分かってく

ると、非常にお互いのためにもいいのかなという気がいたしました。 

 そして、私はフードジャーナリストというのでオンタイムの情報を発信することが多い

仕事なんですけれども、これは白書とはリンクしないことではあるんですが、１点、最近、

思ったことでの話を付け加えさせて下さい。恐らく昨日、お戻りかとも思うんですが、森

山農林水産大臣もシンガポールに行っておられたと思います。それは本年が日本とシンガ

ポールが外交50周年に当たるという、そして、恐らく伊勢丹スコッツ店の方に行かれて、

日本食材を大きくアピールされたと。具体的には鹿児島の黒毛和牛であるとか、黒豚であ

るとか、また、果物であるとか。それというのはシンガポール経済新聞では大きく取り上

げられており、私たちジャーナリストの中でも話題にはなっている出来事であります。 

 国民というのは、それでもまだ知らない方も多いかとも思うんですけれども、白書とい

う性格上、こういったリアルタイムの情報とはなかなかリンクはしないことだとは思うん

ですけれども、是非、すばらしい取組をされていると、そして、今、外交状態としては50

周年であるとか、例えばもっと言いますと、イタリアとも今年はそういう区切りのいい友

好年である、そういった大きなイベントとしての数字、それから、取組の実績なども後か

らでも構いませんので、取り組んだ成功事例、取り組んできた事例としてどこかでリンク

できれば、もう少しいろんな意味で現実と、それから、今までの蓄積の白書、それから、

今後ということがだんだんリンクしてくるのかなと思いました。 

 とても厚い冊子になることも当然ではございますが、その中で目に見えない横でのつな

がり、それから、過去から未来にいくような、こういう立体的になるようなことを今後の

期待として、今日の感想として代えさせていただきます。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、生源寺委員、お願いいたします。 

○生源寺委員 まず、白書の方ですけれども、３ページ、４ページ辺りを見ていまして、

先ほど小田切委員もご指摘されたかと思いますけれども、ぱっと見て、私も６次産業化の
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推進がここでいいのかなという感じはいたしました。むしろ、農業がどうなるかというよ

うな話なので、②でもいいのかなという感じがいたしました。 

 それから、食料自給力、自給率の動向について先ほどの子ども向けのパンフレットにも、

平成に入って以降の自給力の流れが図示されていて、これはこれでこういう情報が発信さ

れるかと思いますけれども、この問題については、もう少し国民的な理解を深めていただ

く必要がまだあるというふうに思っております。４通りの試算ということもあって、なか

なか、分かりにくくなっている面があるのかもしれませんけれども、一つ考えていいのは

昭和の後期は大体横ばいで、平成に入って低下という傾向ですよね。 

 この期間に限っていいますと、自給率とむしろ逆のいわば対照的な動きをしているわけ

で、あまり複雑なことをお願いするべきではないかと思いますけれども、低下の要因が何

であるのか、つまり、恐らく農地の分量と、そこにおける生産性の変化なり、あるいは人

口というような、昭和の後期の時代と恐らく平成の時代で要因がかなり変化しているので

はないかという気がいたします。この辺を分かりやすい形で提示することによって、これ

を食料安全保障という観点から言いますと、非常に重要な意味を持つ量的な指標だと思い

ますので、その辺りは少し踏み込んでいただいたらどうかなという感じがいたしました。 

 それから、TPPについて感想めいたことと、少し長期的に考えたほうがいいかなという

点について発言させていただきたいと思います。資料２－４で、先ほど事務局の方からご

説明のあった４ページあるいは５ページなんですけれども、2013年３月の政府統一試算の

時の数字と、今、近藤委員もおっしゃったかと思いますけれども、大きく変わっているわ

けです。農林水産分野の部分と国全体のGDP云々の話で、どちらも前提条件が変わったこ

とによる変化と、それから、推計の方法が変わったことによる変化の多分、両者を含んで

いて、農林水産物の場合には推計の方法はそれほど変わっていないと。 

 ただ、前提は恐らく関税の撤廃ないしは削減の領域が変わったとか、あるいは対策を講

じることを前提にしているということで、結果が変わっているということだろうと思いま

す。その辺のところをきちんと説明しないと、これは信用できないという話になりかねな

い面がありますので、その辺りをきちんと提示をして、もちろん、評価は色々あるかと思

いますけれども、その辺りも正直に出していくということが大事かなというふうに思って

おります。 

 その点でいいますと、実は５ページの下の注のところ、これを私が最初に見た時、本当

にある意味では非常に良心的な注が付されているなというふうに思いました。これは2013
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年の試算と同様の方法をとると、GDPの今回の大筋合意を前提に計算すると、１兆8,000億

のプラスということになっております。それで、2013年の段階では対象が違っているとい

うこともあって、あるいはGDPの額も違っているということでしょうか、３兆2,000億と。

ところが、今回の結果が真ん中の右側にありますけれども、13兆6,000億、つまり、手法

の変更による増加分が圧倒的に多いという、こういう結果だろうと思います。 

 これは本当に私どものように多少、こういう計量的なことをやったり、あるいはそれを

評価するような仕事もたまにやることが、この頃、私はあまりやりませんけれども、そう

いう人間からすると、これは本当に重要な注だというふうに思っております。これをどう

評価するかということは、また、別の問題ですけれども、なぜ、これだけの変化が起きた

かということをきちんと説明するということは、非常に大事だというふうに思います。 

 長くなってすみませんけれども、農林水産物のほうについて対策を講じるということで

す。この点については私自身、かちっとしたアイデアがあるわけではないんですけれども、

マルキン、これも非常に特殊な用語で、キンが緊急だということを理解している方がどれ

くらいおられるか、気になるのですけれども、こういったものについて恐らくTPPによる

関税の変化と為替レートと、農産物の国際市況の変化をミックスして恐らく影響を与える

ということになるだろうと思います。米の禁止的な高関税は別ですけれども、38.5％とか

あるいは10数％というような場合には、三つの要素によってどういうレベルの影響になる

かということが変わってくるんだろうと思うんです。 

 従って、そういう設計になっているかもしれませんけれども、実は三つの要素全体に対

する経営安定対策的な発想というものが多分、必要になってきているのかなと。もちろん、

TPPそのものはまだ政府の承認という手続等がありますので、予断をもってあまり踏み込

むことは避けたいと思いますけれども、全体として既に38.5というこの関税率自体が現に

入ってきているわけですので、そういうもとでの経営安定対策の考え方というものはもう

一度、少し考えてみる必要があるかなというふうに思います。 

 それとの関係で気になりますのは、WTO協定の黄色の政策との関係です。品目特定的と

いうことになりますと、どのくらいのボリュームになるかということによりますけれども、

既に実施期間から15年がたっていますけれども、まだ、生きているわけですね。私は実は

WTOの協定自体、できた時期と現在とでは世界の食料の状況がまるきりと言っていいほど

変化していますので、これを金科玉条に守るべきだというふうに考えるのがいいかどうか、

むしろ、日本と同じような状況にある国なんかと色々交流を深めながら、むしろ、これは
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変えるべきではないかと、特に生産刺激的な助成措置に対する制約というようなものが本

当に今の食料の状況なり、アジアの成長のプロセスの中で妥当なものかどうかという辺り

を提起していくことが、私は大事ではないがというふうに思っております。 

 この辺り、実は白書の中で世界の食料需給というような話がありましたけれども、価格

の動きとか、あるいは為替レートとか、こういったようなことも併せて分析していただく

と、結構、参考になるのではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、５名の方にご意見をいただきましたので、ここでまた、一旦、区切ってご回

答いただきたいんですが、時間も気になってまいりましたので、論点を絞ってコンパクト

にご返答をお願いいたします。 

○政策課長 まず、小林先生のほうから攻めの農業をしっかりやるべきではないかと。今

回、資料をお付けしていませんけれども、従来から攻めの農業への転換ということで、四

改革ということでやらせていただいていますし、TPPの今回の体質強化というのも攻めの

農業ということで、ICTの関係でトラクターを一人で２台運転ができる、ないしはその技

術開発とか、品質向上のための施策ですとか、そういうのを色々仕組んでおりますので、

そこはご理解をいただきたいと思っております。 

 また、近藤先生のほうからお話のありましたTPPの試算の関係でございます。現場の

方々にまだ不安、懸念が残っているというのはおっしゃるとおりだと思いまして、まずは、

今日、ご紹介いたしました内容について、現場に事実関係をしっかりご説明するというの

が議論の出発点かなと思っておりまして、先週からブロック別に説明会をしておりますし、

これから県別、その下の市町村レベルでもご説明をさせていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、政策について地域にお金がなかなかないので、なかなか、難しいんですよと、独

自の政策は難しいというお話がございました。最近は国の政策もかなりメニュー化という

のが図られておりまして、いろんなメニューの中から地域に合ったものを地域の方で選ん

でいただいて、うまく活用していただくという方向に事業の仕組み方も変わってきており

ますので、事業の中身も含めてよく地域にはご説明をして、地域に合った形で国でご用意

させていただいている事業を活用していただければと思っております。 

 また、生源寺先生からTPPの試算について何点かご指摘いただきました。先生がおっし
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ゃるとおり、今回、農業の関係は推計方法はあまり変わっていないわけですけれども、前

提条件が今回、合意によって即時撤廃じゃないということが分かったというようなことと、

政策をちゃんと打つということで変わっているということで、この辺の説明はしっかりや

っていきたいと思っております。 

 さっきの1.8兆円のところは実は３ページをご覧いただきますと、資料２－４の３ペー

ジのところでございますけれども、茶色の矢印のところに①とか②とか付いていると思い

ますが、前回の25年３月の時には③のところだけをやっていたということなんでございま

すけれども、上の赤字の部分というのは①とか②の部分が付け加わったということで、そ

れを全部合わせると13.6兆円ということなんですが、③だけで今回、計算をいたしますと

先ほどの1.8兆ということになっているというふうに聞いてございます。 

 この試算には、先ほど先生の方からは為替レートの話ですとか、国際市況の話を言われ

ましたけれども、まず、為替レートは今回、全体の試算の中には入れていないということ

でございますので、農林水産省の試算もそれは合わせてございます。国際市況の部分は、

まさにダイナミックなメカニズムの中で、相手国との関係が関税もそうですし、投資のル

ールとか、そういうところが変わることによって、変化するというのをモデルの中に組み

込んでございますので、それも含めて計算をしているということでございます。なので、

例えば輸出入が増えるというのは、農林水産物の輸出入も実は13.6兆円の中には入ってお

りますが、個別の品目には出すことが難しいということです。そのモデルを回す前の数字

としての2,100億円が減るというところには、輸出の効果は考慮に入れずに試算を行い、

その数値を前提条件として入れると、最後、モデルとして結果として14兆が出てくるとい

う仕組みになっているということでございます。 

○総括審議官（国際） 国際関係につきましていくつかご指摘がございましたのでお答え

いたします。国際担当総括審議官の大澤でございます。 

 まず、近藤先生から今回、世界の食料事情の情報についてもしっかりと書き込むべきで

はないかと。まさにそのとおりでございます。食料事情については関心が急に高まる時と、

高まらない時とがございまして、記述は毎年のようにやっておりますけれども、特に2006

年のいわゆる食料価格が非常に高騰した時、一時期、高まりまして、今回、また、TPPを

契機として攻めの農林水産業、小林先生からもお話のあったような観点からも注目されて

いるところでございます。 

 食料需給については2006年、それから2010年前後に高騰があったことは事実でございま
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すが、最近は価格自体は沈静化しておりますけれども、地域の成長に伴って特に中国、東

南アジア地域について非常に需要が高まって、そちらに向かってかつて日本をメーンター

ゲットとしていた豪州等の国も、そちらの方への輸出にシフトしているというダイナミッ

クな動きがございますので、その点について記載をしっかりとさせていただきたいという

ふうに思っております。その際、生源寺先生のお話にありました価格、為替の動向につい

ても工夫したいというふうに思っております。 

 WTOにつきましては政府の立場ですので、この際、どうするかというのはコメントを差

し控えさせていただきたいと思いますけれども、現状として申しますと、現在は日本は黄

色の政策について全体としての上限が決まっているだけでございますので、少なくとも日

本については新しい対策を打つ余地は十分にあるということでございます。 

 以上です。 

○消費・安全局長 消費・安全局ですけれども、河野委員の方から食育についてご指摘が

ございました。今、お話がありましたように第三次食育推進基本計画、28年から32年の５

年間の計画が今年３月に決定される予定でございます。ご紹介がありましたように新たな

課題、重点課題についても、例えば食の循環や環境、また、食文化の継承に向けた取組も

記述してはどうかというようなことも受け、それから、課題に取り組む視点ということも

関連事業者も含めて取り組んでいこうということについて今、計画を策定中であります。

農水省も積極的に加わっております。また、４月からは内閣府から食育事務が農林水産省

の方に参ります。今、この推進基本計画と、それから、もう一つ、実は食育白書の方もま

た、食料・農業・農村白書と一緒の同時期に並行して作成作業をしております。このよう

な食育の取組について、食料・農業・農村白書の方にもしっかりと調整しながら、反映し

ていきたいというふうに考えております。 

○食料産業局審議官 食料産業局でございます。 

 同じく河野先生から五つの基本原則、これにつきましては食品産業関係のコンプライア

ンスについてまとめたものでございます。この見直しについては今、最後の調整という段

階になっておりまして、発表一歩手前と、こういう状況でございますけれども、今回の見

直しの検討の中では食品の回収に当たっての考え方についてご存じのとおり、整理してい

るところでございます。人の健康を損なうおそれがなく、法令違反でないものについては、

回収までしなくてもいいのではないかというような視点等々の見直しが行われているもの

でございまして、お話のとおり、マスコミの方々、消費者の方々へのメッセージも出され
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たところでございます。これを白書にどう書くかにつきましては、ご指摘を踏まえて十分

検討したいと思っております。 

○情報分析室長 白書の関係でございますが、まず、誰に対してということでございまし

た。白書につきましては市販本が大体１万弱、数千部、出ております。ただ、ネットでホ

ームページで全文が読めるという形になっておりますので、それで見られるという方も多

いことかと思っております。 

 また、ジュニア白書につきましては、毎年作っているというわけではないんですけれど

も、折を見て作っております。これも基本的にはネットで公表させていただいております。

あと、色々、お子さんが集まるようなイベントの時に農水省のイベントで各地方局も含め

てそこで配布しています。あと、一部の小学校、大体５年生ぐらいをターゲットに作って

おりますので、そういった小学校の先生から使いたいのでいくつか分けてくれないかとい

う話がありまして、少数部数は印刷しておりますので、それをお配りしております。それ

も授業で使っていただいているという事例もございます。 

 また、基本計画のレビューといいますか、政策の推進状況についてはしっかり白書の方

でも書いていきたいと思っております。また、色々な成功事例、これにつきましても事例

はなるべく豊富に、いろんな分かりやすいような表現も含めて、書き込んでいきたいとい

うふうに思っております。あと、世界の食料事情につきましても、いろんな数値をまじえ

て白書の中で記述をしていきたいというふうに考えております。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、武見委員、お願いいたします。 

○武見委員 女子栄養大学の武見でございます。前回10月は欠席いたしまして、本日から

の参加ということです。 

 私の立場は栄養学で、特に地域の中の食料生産、流通、人々にとっての食物入手可能性

と健康や栄養状態の関連を研究しているという立場になりますので、その立場から意見を

申し上げます。まず、TPPの方のことなんですけれども、今回、資料２－４の中で農林水

産分野の生産量と生産額への影響ということで、説明を丁寧に伺いましたけれども、私と

してはそれが人々の食料消費、実際に食べる内容等にどう影響してくるのかというところ

が非常に気になるところではあります。 

 それについて価格とかは下がる方向で試算とか示されていますので、もしかして価格が

高騰すれば人々の食物選択が減ったり、動きますので、それがよい方向にいくのかどうか、
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そういう意味での試算がもしできるのかどうか、と思います。現時点でそれが難しいので

あれば、少なくともこういうTPPの影響が国民の食料消費に対してどう影響するのかとい

うことをきちっと今後、モニタリングしていただくなどして示していただくということも、

国民にとってTPPに対する理解を深めることになるのかなと思いますので、是非、お願い

したいと思います。 

 それを特に思うのは、今、食物摂取というか、栄養摂取といっていいですかね、に関し

て言えば、世帯あるいは個人の経済状況によってかなり食料消費が違ってきている時代だ

ということがあるからです。これは厚生労働省の方の国民健康栄養調査の結果、昨年12月

に平成26年の結果を出されましたけれども、低所得の世帯ほどたんぱく質源とか野菜とか

の摂取量が少ないという結果がはっきり出てきて、そういう経済格差が食料消費に出てい

るという時代に入ってきています。そういう中でこそ、TPPの影響、価格の変動などがど

う影響してくるのかということは非常に大きな問題かなと思っております。 

 栄養との関係で言いますと、白書の方にいきたいのですけれども、食料自給率だけでは

なく自給力というものが提案されたことは、栄養学の立場でも非常に関心を持って拝見い

たしました。そこで、お願いなのですけれども、栄養バランスの試算の時に、表現として

はある程度、栄養バランスがとれるとか、そういう表現だったと思うんですけれども、一

般国民に対してはそれでもいいのかもしれません。が、例えば栄養関係者というのは直接、

国民に栄養指導をしたり、あるいは子どもたちに食育をやったり、そういう立場になりま

すので、もう少し専門的な説明をお願いしたいと存じます。 

 その立場から言うと、何をもって栄養バランスをある程度、とれるといったのかどうか

ということは正確に示されないと、何となく使う気にならないといいますか、そのような

感じがいたします。ですから、それを白書に書くのがもしかして専門的過ぎるということ

であれば、農林水産省のどこを見れば、それがしっかり分かるのか、そういう情報を出し

ていくことも国民と国の間に入る専門職にとっては重要な情報であり、それによって、こ

うした考え方を国民にきちんと知らせていくということができるようになるかと思います。 

 正直、私が授業で説明するとしても、それをどう説明していいのか、よく分からないと

いう気持ちです。栄養学では、人々の栄養摂取量について、足りている、足りていないな

どの状態をどのように判断するのか、そうしたことを専門知識として教育している私たち

からすると、中途半端な表現では困るということなので、是非、そこは何らかの形でお願

いしたいと思っております。 
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 あと、食育、第三次基本計画との関係は既に色々出てきましたので、キーワードをそろ

えていただくということはすごく大事かなと、国民にとって、と思いますので、是非、そ

の辺もよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、藤井委員、お願いいたします。 

○藤井委員 １点、意見を述べます。資料２－１の総合的なTPP関連政策大綱の７ページ

の４パラ目、「TPP大筋合意を受け、いま、我が国の農政は『農政新時代』とも言うべき

新たなステージを迎えている」というふうに高らかに書かれているので、今回の白書もそ

れに対応した内容にして欲しいということです。具体的に言いますと、まず、農業の担い

手、それから、食料を消費する消費者に向けたメッセージにして欲しいということです。

単にこういう施策をやりますよという施策の紹介、大綱の紹介ではなくて、それを受け取

る側が主人公になるような書き方にして欲しいということ。これから基本計画をもとにし

た施策ももちろん展開されますし、TPP関連の政策というのもさらに展開されると思いま

すが農業者にとって受け取るメッセージが二つあって少し分かりにくいかなと思うので、

そこのところを少し解き明かして書いていただくと分かりやすいのかなと思いました。 

 それともう１点、白書には分かりやすいようにといくつも各地域の事例を書かれている

ので、それはそれで評価したいと思いますけれども、とかく、こういうすごいことをやっ

ていて成功していますという紹介にとどまっているのかなという気がするんです。そうな

ると、「ふうん、そういうこと、うまくいっているのね、でも、うちには関係ない」とい

う捉え方をされるともったいない。きちっと分析して普遍的な要素や、なぜ、そこがそう

いうふうに成功したのか、それは他のところでも生かせるんじゃないかというふうな事例

紹介にしていただきたい。単に紹介だけだとネットでもかなりの情報が得られるのかなと。

白書に紹介するからには、そこまで分析した普遍性を持たせたものにしていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、松本委員、お願いいたします。 

○松本委員 ３点ぐらい意見といいますか、感想を述べます。 

 まず、白書本体のことなんですけれども、編集方針にも2015年農林センサスの結果を活
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用して分析をすると記載してあるんですけれども、私の記憶ではこのたびの2015年センサ

スは2010年センサスに比べて、人、それから、土地あるいは経営体、いずれも悲しい状況

の結果になっておるんです。多分、2005年から2015に比べるよりは残念な方向に加速して

おるという結果だったと思うんです。そう記憶しておるんです。 

 今年の白書は昨年、一昨年来の改訂基本計画の下で、先ほど近藤委員も言われましたけ

れども、最初の白書、分析ということです。あの時を思い出しますと、農業・農村の所得

倍増と、こういうキャッチフレーズで基本計画も策定されたわけですけれども、白書です

から淡々と分析しなければいかんということになりますので、時間もたっていませんけれ

ども、その辺りの緒に就いたところをどんなふうに考えているのか、こういう分析の世界

を一つスタートさせるべきじゃないかと思います。 

 それから、関連しますけれども、これに加えまして農政の大きな方向性として雇用就農

者といいますか、給与、こういう世界についても大変関心も強いし、また、重要な世界に

なっていくと思うのでありますけれども、正直なところ、事は言うほど簡単ではなくて、

お聞きますと給与水準が低いとか、色々な社会保障の体制がまだまだ十分にいっていない

というようなこともあって、離職率も高いというのが現実の苦しいところなんだと聞いて

おります。そういう面も逃げずにこの際、白書ではきちんと分析していくということをし

ていただきたいと思います。 

 関連して、これも大変穴になっているといいますか、谷間なんですけれども、私も少し

経緯で関わっているのでありますが、外国人の技能実習生制度です。これも先だって茨城

県知事にお会いすることがあったんですが、茨城県は北海道を除けばナンバーワンの農業

生産県でありますけれども、知事自ら、我が県はこの制度がなければナンバーワンは維持

できないと、こういう本心なのか、なかなか、難しい表情でおっしゃっていたことがあり

ました。そういう面で、これについても各省の関係があると思いますけれども、よく考え

ておかなければいかんということじゃないかという感じがいたします。 

 それから、二つ目ですけれども、先ほど小田切先生がおっしゃいましたけれども、かね

がね、私も申し上げてきておるつもりなんですが、いわゆる農政の推進体制、市町村、そ

れから、さらには都道府県もあるかもしれませんけれども、農林水産省が一人頑張っても

カネ、ヒト、なかなか、ままならないと。だから、施策の浸透もあるいは方向性もなかな

か現場につながりにくいということが正直なところだと思うんです。そういう点は白書と

して堂々と国民に問うということも必要ではないかと思います。 
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 最後になりますけれども、TPPなんですが、今のようなセンサスの問題とか、色々ある

ので、基本計画もあるのでありますけれども、思い出しますと基本計画ではTPPは要因は

外して、そこで、淡々と10年後目標、カロリー自給率45％、生産額自給率７割強を策定し

たわけです。今日のモデルによる影響試算を見ますと深いことは私は素人で分かりません

けれども、色々と、あらゆる政策支援とか、予算を組んで、そうしますと今の39％、64％

のカロリー自給率と生産額自給率、これを横へ滑らせて何とか維持できるんだという姿で

す。一方で、基本計画は今の枠組みでいくと、取りあえず、見直しとか、そういうことに

ついては様子見で、必要ならばその時にさらに手を打とうと、こういうような様子見のお

話だったというふうに理解しております。 

 では、影響試算で64％と39％、これがあって、片方の基本計画では10年後目標73％と

45％の数字を世の中に問うたと。これはどんな関係でどうなんだということが素人が見て

も、なかなか、すっきりつながらないというのが正直な感じなんです。つながっておるの

かもしれません、皆さん方の方では。だから、つながっておるのだったら、つながってお

るように生源寺先生がおっしゃいましたけれども、分かりやすく政策の枠組みについて説

明いただくような形、これは白書の中でも必要になるかもしれません。そんな感じがいた

しました。 

 以上であります。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、三石委員、お願いいたします。 

○三石委員 宮城大学の三石です。改めましてよろしくお願いいたします。 

 私のほうからは白書について３点、それから、TPPについて２点ほど簡単に述べたいと

思います。既にいろいろな委員の方に言っていただいたことと重なる部分がありますので、

その点は簡潔にしたいと思います。 

 白書の１点目は食料自給力、これを我々は基本計画を作る段階でかなり議論をしてきま

した。この点に関しては１年間、どのように広めてきたのか、どの程度普及したのか、今

後どうするのかということを一度、進捗状況を含めて白書の中でもしっかりと述べておい

た方が良いかなという気がいたします。 

 それから、２点目はセンサスの動向を踏まえてという点、これは非常に大事なことだと

思います。できましたら、将来方向の簡単なシナリオのようなものが見えれば一番ありが

たいかなと思います。我々が議論している時にセンサスの詳細なデータはありませんでし
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た。そのため、明確かつ最新の状況を踏まえた上で、どのように今後を見ていくのかとい

う将来方向が少しでも見えれば良いかなと思っています。 

 ３点目は、恐らく白書の中では新規就農のところに関わると思います。我々が議論をし

た最初に、日本の将来人口推計の話をしていたと思います。人口減少社会に入っていく中

でどのような計画を作ろうかという点です。団塊ジュニアが既に40代に突入しています。

ということは、新規就農者の中の大半は今、40歳以上の中堅の人たち、この割合が今後、

数年間で減少していくということを意味します。 

 一方、40歳未満の人たち、いわば一種の固定的な人たちが年間約１万3,000人います。

この人たちに対して、今後、どのようなアプローチをしていくのかということを明確にし

ておいた方が良いと思います。今後、５年あるいは10年を考えた時に、日本の農業を担っ

ていくコアとなる人たち、この人たちに何をアピールしていくのかということです。途中

から入ってくる人たち、学校システムを卒業して入ってくる人たち、各々、メッセージが

変わってくると思いますので、それをしっかり、就農者の年齢、世代などに合わせてアピ

ールできたら良いのではないかなと思います。 

 併せて、私は大学に勤務をしていますのでお話をしますと、基本計画の時も白書の時も

農水省の方にお願いして、色々、説明をしに来ていただきました。これは非常にありがた

いことで、学生もかなり関心を持って聞いてくれます。毎回、100人以上、集まってくれ

ますので、是非、全国の大学の農学部、それから、家政系、生活系、栄養系、経済系、こ

ういったところに積極的に働きかけて頂きたいと思います。いろいろな大学に関心を持た

れている先生方はいらっしゃると思いますので、農業大学校等も含め、今、農水省が何を

やろうとしているのか、先ほどのジュニア白書でも良いと思います、簡単な話でも良いで

すので、普及活動を継続的に実施していただきたいなという気がいたします。 

 それから、TPPに関しては２点、一つ目はこの話をどう見るかという点で、先ほどの説

明によりますと一つの経済圏、それから、高度な自由化という話が出ています。これは日

本人として日本から見た場合はそれでも良いのでしょうが、例えば貿易の相手国であるア

メリカ、カナダ、オーストラリアは、これをどう見ているのかという視点での資料ができ

れば欲しかったかなという気がいたします。 

 例えば、私が見ているだけでも試算根拠は違いますが、アメリカ農務省が出している資

料などでは、TPPによる日本の農産物の輸入増加額は恐らく農水省試算の３倍ぐらいにな

っていると思います。根拠が全然違いますので同一では議論できませんが、かなり幅があ
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ると思います。カナダはどう見ているのか、オーストラリアはどう見ているのか、その中

で、どれが正しいというのではなく、恐らく現実はその最低と最大の間に落ち着きますか

ら、不安を払拭するためには、そういった両方の視点を絶えず見ていくことが必要ではな

いかなと思います。 

 TPPが合意したということになると、恐らく、各国の政府はこれで、各々、自国民向け

の政策を次々に出していくと思います。そうなると、そこでどのようなアピールをしてい

るのかというところを見ておかないと、片手落ちになるのかなと思います。もちろん、恐

らく皆さんたちはその辺のデータというのはお持ちだと思います。公表できる限りで構い

ませんので、あるいは各国が自国の国民向けに公表しているもの、こういったものを解き

明かしていく必要があるのかなというのが１点目です。 

 それから、先ほど申し上げた一つの経済圏という形になってくると、そこで生き残るた

めに必要なスキルは一体何なのかという点が問題になります。これをしっかり考えておく

必要があります。つまり、国民、特に農家に対してどういうメッセージを送るかという時

にロジックが必要になると思います。一つの経済圏になり、そこで誰もがいろいろなこと

ができる、でも、生き残るために必要なものは何かといえば、８億人の消費者がいる以上、

誰に対しても非常に分かりやすい安全性なり、品質なり、こういったものが必要になると

いうことです。 

 その具体的な現れとして、例えばHACCPだとか、それから、認証取得だとか、こういっ

たものがないと各々が独自なことをやっていても分からないということになります。です

から、例えば、10年とか15年とかの猶予期間の間に、そういったものに適応できるように

しっかりと準備をして欲しいというような形で、順番に説明していかないと、なかなか、

何故これをやったら良いのということが分からないと思います。今日、明日、すぐに変わ

るものではなく、ある程度の期間、準備期間があってやるものですから、それを分かりや

すく説明しつつ、的確に準備をしていくことが重要です。その上で、国民を見捨てないで

しっかりと支援をしていくこと、行政ができることは何か、生産者や食品業界ができるこ

とは何か、そのようなことを分かりやすく説明していただく方が非常にありがたいと思い

ます。 

 若干、感想めいた話になりましたが、以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 これで全員の方にご意見を伺いました。この後、時間の関係もありますので短くご返答
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いただきたいと思いますが、もし、何か追加してご発言したいという方がいらっしゃれば、

こちらでお受けしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局の方へ繰り返しで申しわけありません、コンパクトにご返答をお願い

いたします。 

○政策課長 まず、TPPの関係でご説明をいたします。 

 まず、武見先生の方から今回のTPP合意や何かが人々の食料消費にどう影響するのか、

試算はできるのかというお話がございました。はっきり言って、どういうふうに人々が消

費行動を変えるのかというのは、今の段階ではなかなか見通せないと思いますので、ただ、

価格が輸入品との関係で少々下がるということはあり得ますので、そこの部分で消費が増

えていくということはあろうかと思いますけれども、ここについてはどういう影響がある

のかというのは、今後、トレースをできればやっていきたいと思っております。 

 松本委員の方からTPPの関係で、今回の試算の関係と基本計画の関係がよく分からない

というお話がございました。基本計画は10年先を見て５年毎に見直すということで、先ほ

ど申し上げたような基本的な農業構造の変化に対して、どうやっていくかというのが基本

的な話だと思いますが、先ほど三石委員のおっしゃったような人口推計でどうなっていく

ので、担い手がどうなっていくかと、そういう話はTPPがある、ないに関わらず、農業の

抱えている問題として従来からある問題でございまして、それをどうするかということが

書いてあるということです。その他にTPPとして今回、国境措置が決まって、それに対す

る対策も決まったと。それで、どのくらいTPPの影響が緩和できているのかということな

んだと思います。 

 そこは、そういう基本的な構造に対してどうやるのかというのと、新たな国境措置の環

境の下で、それがどの程度、影響を受けるのかということなんですが、我々としては、

TPPのほうは合意内容と今回の対策によってかなり影響がないように施策を組んでいると

いう理解でいますので、基本計画でもともと対象にしていた構造的な問題を基本計画に沿

った施策で、引き続きしっかりやっていくということではないかと思っております。 

 最後に、三石先生の他の国がどうTPPの試算をやっているのかというのは、すみません、

私自身は今、把握しておりませんけれども、つい、先ほど世界銀行が同じような計算をし

て、似たようなモデルで回して日本が２番手ぐらいにGDPが増えるということで、2.7％で

すか、大体15兆円ぐらい増えるんじゃないかという試算を出しているというのがございま

すので、他の国の試算は今、どういう動向になったのかは調べてみたいと思いますけれど
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も、すみません、ここでは知見がございませんので恐縮でございます。 

 また、生き残るツールの一つは、輸出を伸ばしていくというのが一つのツールではない

かと思いますけれども、輸出につきましては実は継続検討項目の12項目のうちの一つに入

ってございますので、HACCPをどうしていくのかとか、国境措置をどうするのかというの

も含めて、今年秋までに政府全体で議論していくということになろうかなと思っておりま

す。 

○情報分析室長 白書の関係でございますが、自給力につきましてはなるべく分かりやす

く、また、細かい栄養バランスにつきましても併せてまた、別途、ご説明を含めて考えて

いきたいというふうに思っております。また、担い手、消費者にメッセージがうまく受け

取られるように、書きぶりについても検討していきたいと思っております。また、事例に

つきましても、ちゃんとポイントが分かるような書きぶりを心がけていきたいというふう

に思っております。また、センサス等の活用ということで、また、担い手の中でも色々雇

用の話とか、外国人研修生の話とかがございますので、また、そこは中身について検討し

ていきたいと思っております。 

 また、三石先生からも自給力の普及具合でございますとか、今後の作成の上で、そうい

うのは気をつけながらやっていきたいと思っております。また、白書の普及活動につきま

しては、昨年も30ぐらいの各大学とかを回らせていただきましたけれども、引き続きこれ

をなるべく広げて、いろんなところでご理解いただけるようにしていきたいと思っており

ます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 皆様のお話を伺っていて、ほぼ、様々なことが網羅されていたので付け加えることはな

いという印象を持ちましたけれども、１点だけ最後に部会長としてお願いしたいのは、是

非とも分析的なスタンスをもっと強く出していただきたいということでございます。先ほ

どの事例紹介についても、なぜ、成功したのかということを含めて欲しいという藤井委員

からのご指摘がありましたが、これはもっと分析しろというご要望だと思いますし、それ

から、生源寺先生からもTPPのことに関してご発言がありましたが、それを説明していく

時にもう少し分析的にきちんと記述していくことが、皆様の理解に資するのではないかと

思っております。 

 この１年以上ですか、基本計画の検討をさせていただいて、その時に急いで分析をして、

政策の在り方というのを検討するという場面もないわけではなかったのですが、毎年の白
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書の中できちんと現状の分析と政策の分析をしていく、それを積み上げることで、また、

次のステージに進んでいくということの認識を新たにいたしました。そういう意味では、

先ほどお話にあったPDCAサイクルを回しなさいというご指摘も非常に重要だと思いますが、

それも分析があってこそだと思います。 

 ただ、これは非常に悩ましくて、それを全て載せると非常に分かりにくい、分厚い、国

民に対してそれを伝え切れるのかというジレンマがございます。この白書というものは、

一体、どういう性格のものなのかということをもう一度、見つめ直しながら、その難しい

問題の解決策を見出していただきたいということを最後にお願いしたいと思います。それ

以外にも大変重要なご指摘もありましたけれども、それについても事務局のほうで受けと

めていただいて、ご検討いただければというふうに思っております。 

 それでは、予定の時間がまいりましたので、この辺りで締めさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、最後に事務局から何かあればお願いいたします。 

○広報評価課長 事務局からでございますが、次回の企画部会につきましては３月上旬の

開催を予定しておりますけれども、具体的な日程につきましては改めて後日、ご案内を申

し上げることといたしますので、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 それでは、本日の食料・農業・農村政策審議会企画部会はこれにて閉会さ

せていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

午後３時３１分 閉会 


