
 

 

 

 

 

 

第 56 回 

食料・農業・農村政策審議会 企画部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省大臣官房広報評価課 

 

 



1 

第 56 回 

食料・農業・農村政策審議会 企画部会 

 

                   日時：平成28年３月10日（木）10：02～11：55 

                   会場：農林水産省 ７階講堂 

 

 

 

議 事 次 第 

 

 １．開 会 

 

 ２．平成27年度食料・農業・農村白書骨子（案）について 

 

 ３．閉 会 

 

【配付資料一覧】 

 議事次第 

 企画部会委員名簿 

 ［食料・農業・農村白書関連資料］ 

 資料 平成27年度食料・農業・農村白書骨子（案） 
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午前１０時０２分 開会 

○広報評価課長 それでは、定刻となりましたので、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。 

 委員の皆様方におかれましてはご多忙中にもかかわらずご参集いただき、誠にありがと

うございます。 

 本日は、伊藤雅俊委員、奥野委員、河野委員、小林委員、武見委員が所用によりご欠席

となっております。香髙委員到着されておりまして、間もなくこちらに到着されるという

ことでございます。香髙委員を含めまして現時点の出席委員数は11名でございます。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部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 おはようございます。中嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の会議は12時までの予定で、議題は平成27年度食料・農業・農村白書骨子（案）に

ついてです。 

 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。 

○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。お手元の配付資料を

ごらんください。本日の配付資料は、議事次第、企画部会委員名簿に加えまして、資料と

いたしまして平成27年度食料・農業・農村白書骨子（案）がございます。 

 ご確認いただきまして、不足している資料等がございましたら、審議の途中でも結構で

ございますので、お近くの事務局員までお声掛けをお願いいたします。 

 また、議事録は会議終了後委員の皆様方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。 

 平成27年度食料・農業・農村白書骨子（案）についてです。それでは、事務局からご説

明をお願いいたします。 

○情報分析室長 情報分析室長の八百屋でございます。資料の説明を始めさせていただき

ます。 

 まず１枚おめくりいただきまして、目次をお願いいたします。前回の企画部会で構成案

をお示しいたしましたけれども、特集でＴＰＰ交渉、第１章から食料・農業・農村、そし
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て第４章として東日本大震災からの復旧・復興とそれぞれを章立てとする構成はそのまま

でございます。 

 ただ、今回の白書におきましては新たに第１章から第３章に重点テーマを設けておりま

す。これは白書の発信力を強め、アピールすべき事項を大きく取り上げるという意図をも

ちまして設けております。 

 それでは、それぞれの内容をご説明いたします。 

 まず 初に、１枚おめくりいただきまして、特集でございます。ＴＰＰ交渉の合意及び

関連政策でございます。こちらではＴＰＰの交渉の経緯、合意内容、「総合的なＴＰＰ関

連政策大綱」の策定、 後にＴＰＰの経済効果分析ということでございます。こちらの内

容につきましてなるべくわかりやすく記述をしていきたいというふうに考えております。 

 特集ではこの合意内容の丁寧な説明と、大綱に基づきます攻めの農林水産業への転換、

経営安定対策を含めて政策内容についてできるだけわかりやすく記述したいと考えており

ます。 

 続きまして、第１章は食料の安定供給の確保に向けた取組です。まず、重点テーマ１と

しまして、食料自給力の動向を記述したいと考えております。平成27年３月に閣議決定さ

れました新しい食料・農業・農村基本計画におきまして、食料自給力指標が初めて提示さ

れたことを受け、改めてわかりやすく説明をするとともにご理解をいただきたいと思って

おります。 

 食料自給力につきましては平素からその時点での評価をしておくことが重要ということ

で、一定の仮定を置きまして試算した指標を策定しております。 

 その実績でございますが、食料自給率は横ばいで推移している中、食料自給力は低下傾

向が続いているということを含めてこちらのほうで記述したいと思っております。これら

によりまして食料安全保障などの議論を深めていくことが重要という記述にしております。 

 続きまして、重点テーマ２は輸出促進と日本食・食文化の海外展開です。農林水産物・

食品の輸出額につきましては３年連続過去 高を更新し7,452億となっております。輸出

額については１兆円目標がございますが、この前倒しの達成を目指してさらに取組を推進

しているというところでございます。 

 また、海外での模倣品対策等のためには知的財産の活用と保護が重要で、ＧＩマークの

登録が開始されています。２月現在の品目も含めてこちらに記述しておりますが、新たに

追加されるものがあればここに加えていきたいと考えております。 
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 また、日本食・食文化の海外展開ですが、昨年５月～10月まで開催されましたミラノ国

際博覧会、こちらで日本食・食文化の魅力を海外に広く発信しておりました。また海外の

日本食レストランの数も非常に増えている中で、輸出の促進に向けた展開につなげていく

ということも含めてこちらで記述したいと考えております。 

 続きまして、５ページです。まず 初に、食料・農業・農村基本計画における目標と現

状です。昨年策定されました基本計画のレビューの一環といたしまして、食料自給率目標

の実績及び要因について記述したいと考えております。また、本文ではあわせまして、生

産努力目標の数値等も記述していきたいと考えております。 

 その下段ですが、世界の食料需給動向です。世界の人口増加が引き続き進んでいく中で

の需給の状況と品目ごとの予測モデルによる大豆の生産量・消費量の推移・見通しでは中

南米の生産が増え、アジアでの消費が増えるといった特徴がございますので、こちらに取

り上げています。 

 続きまして、６ページでございます。食料安全保障の確立に向けた取組ですが、こちら

ではとうもろこし、小麦、大豆の品目の輸入の割合と、これらが特定の国に依存している

という傾向があります。開発途上国におきます栄養不足人口、こちらがまだ減少傾向なが

らまだいらっしゃるということで、こちらへの協力もあわせて記述したいと思っておりま

す。 

 下段ですが食料消費の動向です。こちらでは国民１人１日当たりの供給熱量、これがず

っと減少傾向できているという状況があります。また、食料消費の特徴としまして、単身

世帯の増加がありまして、加工食品の消費支出がさらに増加していく見込みであることも

あわせて記述したいと考えております。 

 続きまして７ページでございます。食育の推進、「和食」の保護・継承であります。現

在第３次食育推進基本計画が検討されているということですので、この結果につきまして

も反映していきたいと思っております。また、食育の推進としまして日本型食生活の実践、

それと農林漁業体験の重要性も記述していきたいと思っております。 

 また、「和食」につきましては、保護・継承に向けて広く国民的な関心を高めていくた

め、いろいろな取組がされておりますので、そちらの紹介をしていきたいと思っておりま

す。 

 下段でございます。食品の安全性の向上に向けた取組でございます。こちらではまず食

品の安全性向上のために科学的根拠に基づいたリスク管理が重要であること。また、生産
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段階においては農業生産工程管理、いわゆるＧＡＰの導入が進んでいるものの、ガイドラ

インに則した取組がまだ少ないということであります。製造段階ではＨＡＣＣＰ、こちら

の段階的な導入を推進していくことを記述したいと思っております。 

 ８ページです。動植物防疫の取組ですが、まず、動植物の病害虫の水際対策をしっかり

やっていくといったこと。また、ミカンコミバエ等の発生等の対応をしていること。また

あわせまして、青果物の輸出に当たっての環境整備の推進も行っていることを記述したい

と思っております。 

 下段でございます。消費者の信頼確保に向けた取組でございますが、こちらではまず昨

今のいろいろな食物関係の事件事故等があり、「食品事業者の５つの基本原則」の改訂を

行っているといったこと。また、食品表示法の改正に基づく表示のあり方、これにあわせ

てつくられました機能性表示食品制度について、実際の品目として三ヶ日のみかんも出て

きておりますので、そういった事例も含めて紹介したいと思っております。 

 続きまして９ページでございます。食品産業の動向ですが、国内の食品産業は国産の食

用、農林水産物の７割の受け皿という形になっているので非常に重要な産業であること。

また、これから成長戦略を海外に求めるという動きが加速しておりまして、食料品製造業

の海外現地法人の数や売上高が増加していることを記述していきたいと思っております。 

 その下段ですが、農林水産物・食品の新たな需要の開拓で、これはいわゆる６次産業化

の取組の紹介をしております。ここではいろいろな事例を取り上げます。また、医療・福

祉分野との連携で、介護食品でありますとか薬用作物をつくっていくといった医福食農連

携の推進ということについても記述していきたいと思っております。 

 続きまして、10ページからは第２章、農業の章でございます。重点テーマとしまして、

農業構造の変化を取り上げています。まず 初に、農業産出額の動向で、全体としては減

少傾向でありますが、近年は８兆円台で推移しているということ。その中身を見ますと、

米につきましては額が減ってきていまして、今は畜産が１位、２位が野菜、３位が米とい

う状況になっております。 

 また、その下段の農地面積の動向については、農地面積も減少傾向にあるということで、

今451万8,000haとなっております。また、荒廃農地の再生利用も重要であることもあわせ

て記述しています。 

 続きまして11ページですが、こちらが農業経営体数等の動向ですが、昨年公表されまし

た「農林業センサス」のデータ等を活用しております。こちらでは農業経営体数が減少傾
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向であるという中で、法人経営体は年々増えてきているといったこと。また、経営規模の

大きい経営体が非常に増えつつあるというデータもあわせて記述しております。 

 また、その下では基幹的農業従事者の年齢構成を記述しております。年代によって著し

くアンバランスな状態にあるということで、特に稲作においては高齢化が進行しているの

が見てとれるということです。 

 続きまして、12ページからは通常の記述になっております。まず、農地の集積・集約化

に向けた取組です。担い手の農地利用面積の割合を８割に引き上げるという目標に向けて

今政策を進めているところですけれども、各都道府県に農地中間管理機構が整備されてい

ること、初年度の実績と、実際の取組事例等もあわせて記述していきたいと思っておりま

す。 

 下段ですが、担い手の確保に向けた取組、女性農業者の動向です。この中では経営感覚

を備えた農業経営者の育成が重要であること。法人化のメリット。新規就農者及びこれら

の確保についての施策等について記述したいと思っております。また、女性農業者につい

ては事例も含めてそれぞれの活躍についても記述していきたいと思っております。 

 続きまして13ページです。農業生産基盤の整備・保全です。農地の大区画化・汎用化等

の基盤整備を推進していくことが重要であること。また一方で、農業水利施設の老朽化が

進行していることへの対応も記述していきたいと思っております。 

 また、中山間地域等の生産条件不利地域においても、基盤整備を契機として独自のブラ

ンドをつくるなど産地に成長する事例もあることもあわせて記述していきたいと思ってお

ります。 

 次の主要農畜産物の生産等の動向で、品目ごとの記述です。まず、米ですが、こちらは

主食用米から飼料用米へ転換が進んでいることと、それらにより超過作付が生産数量目標

の配分を開始した平成16年産以降初めて解消したことも含めて記述しております。また、

飼料用米につきましては、生産コストの低減という大きいテーマがございますので、そち

らの取組もこちらで記述したいと思っております。 

 続きまして、小麦・大豆につきましてはそれぞれの生産の作付面積等のデータとともに

収量や品質の安定・向上といった課題について記述したいと思っております。 

 野菜・果実につきましても加工・業務用の用途が非常に増えており、それに応じた取組

の推進等についても記述していきたいと考えております。 

 15ページですが、畜産物については、畜産農家の飼養戸数は減ってきているという状況



7 

がありますが、１戸当たりの飼養頭羽数は増加しているという状況がございます。また、

畜産クラスターの取組が非常に重要となっておりまして、それが進んでいる状況を事例を

あわせて記述したいと思っております。 

 15ページの下段は、技術革新の取組です。戦略的な研究開発と新たな産学連携研究の取

組ということで、研究成果を商品や事業に結びつける仕組みがつくられていることを記述

したいと思っております。 

 16ページの上段ですが、こちらでは技術についてロボット技術やＩＣＴを活用した新た

なスマート農業といったことが現場での実証等が進められているといったことを記述した

いと思っております。 

 16ページの下段ですが、気候変動への対応等の環境政策の推進でございます。ここでは

昨年末の「パリ協定」の採択、気候変動の農業への影響、またそれへの適応策といった事

例につきましても記述していきたいと思っております。 

 17ページでございますが、農業を支える農業関連団体でございます。昨年の農業協同組

合法、農業委員会法等の改正についてまとめて記述したいと思っております。 

 18ページからは第３章で農村の章です。重点テーマとしまして、地方創生の動きを取り

上げています。ここでは田園回帰の流れが生まれつつある中、農村の地域活性化を目指す

動きを記述していきたいと思っております。その中で、前回の企画部会でご指摘のござい

ました地方における農政の推進体制の確保につきましても記述していきたいと思っており

ます。 

 また、１枚おめくりいただきまして19ページでございますが、その流れの中で現在取り

組まれております都市から農村への移住・定住の動き、またその下でございますが、訪日

外国人旅行者、いわゆるインバウンド需要、これを農村にどう取り込んでいくかといった

取組につきましても記述していきたいと考えております。 

 続きまして20ページでございます。 初に、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮

で、こちらは日本型直接支払の取引面積の推移等を記述しております。先日公表されまし

た実績では中山間地域等直接支払の面積とは若干減っているということもあります。 

 その下段ですが、鳥獣被害への対応で、農作物被害額は近年200億前後で推移していま

すけれども、実際にはこれ以上に農村への影響は非常に深刻であるという状況です。鳥獣

被害の対応策とあわせてまして、ジビエという肉の利活用の取組についても記述したいと

考えております。 
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 21ページです。地域資源の積極的な活用ですが、こちらでは再生可能エネルギー、小水

力発電ですとか、バイオマスの関係について地域で循環するような活用を考えていくとい

ったこと記述していきたいと思っております。 

 また、下段ですが、多様な分野との連携による都市農村交流で、教育分野ですとか福祉

分野における農業とそういった分野との連携といったような交流の活発化といったような

ことを記述していきたいと思っております。 

 22ページです。都市農業の振興では昨年４月に施行されました都市農業振興基本法、こ

ちらにおけます都市農業のいろいろな役割ですとか、基本計画策定という動きを記述して

いきます。また、実際に都市近郊で活躍されている事例もあわせて記述していきたいと思

っております。 

 続きまして、23ページですが、第４章です。東日本大震災からの復旧・復興です。ちょ

うどあすで５年を迎えます東日本大震災ですが、復旧の状況、また農業の復興に向けた取

組につきまして記述していきたいと思っております。 

 また、24ページでは福島の第一原発事故の影響で、収穫後の検査等をしっかり行ってい

ること、その結果放射性物質の基準値を超過する農畜産物は非常に減っていること、また

一方で、風評対策が非常に重要となっているといったことと、主な輸出先国の規制緩和の

動き、まだ引き続き輸入停止措置等を行っている地域もありますので、そこもあわせて記

述していきたいと思っております。 

 また、 後の25ページでございますが、こちらが食料・農業・農村施策の構成でござい

ます。いわゆる講じようとする施策でございますが。こちらは28年度予算等に応じまして、

また新たな基本計画に沿った項目としております。 

 これらの案をきょうご議論いただきまして、この後は４月上旬の企画部会で 終的な本

文のご審議をいただいて、５月に国会への提出、公表というスケジュールを考えておりま

すので、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。 

 ただいまの事務局のご説明につきましてお一人５分以内をめどにご意見を頂戴できれば

と思っております。３名ないしは４名で一度それぞれ区切りまして、それぞれ事務局のほ

うよりご返答いただければと思います。 

 前回は五十音順にご発言いただきましたので、今回はその逆の順番でご発言をいただこ

うと思っておりますが、よろしいでしょうか。それでは、三石委員からよろしくお願いい
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たします。 

○三石委員 ご説明ありがとうございました。 

 初というのはなかなか話しにくいですが、基本的な視点、これから実際に本文を書か

れていくので、それに際して「白書の目的は何か」という基本的なところをもう一度ぜひ

お考えいただきたいと思います。 

 一つ、この章立てとは違うのですが、国内的には食料・農業・農村に関する基本的な情

勢や情報をしっかりと国民に提供すること、その内容を踏まえた農林水産省の施策をしっ

かり理解してもらうというのが一義的にあると思います。ですから、情勢をしっかりと踏

まえ、なおかつ、施策を理解してもらった後で、それに対応して、できればいろいろな分

野で議論をしてもらいたい。ただ理解してもらうだけではなく、先ほど食料自給力の問題

もありましたけれども、しっかりと議論を喚起できるような内容にしていただきたいと思

います。そのためには恐らく全部は無理にしても、ところどころで論点を明確化していく

こと、こういうスタンスが必要なのかなということを感じております。 

 それから、もう一つは、白書の目的として、国外の目を意識しておく必要があるかなと

いう気がします。つまり、日本の食料・農業・農村に関する情勢、それから施策を海外の

読者に伝えるということです。逆に言うと、海外は農林水産省の施策をどう見ているのか

という視点を意識しておいていただきたいという気がいたします。この白書を出すことに

より、恐らく将来的にも安定的、友好的な諸外国との関係を構築していくということです。

先ほどインバウンド需要の取込みの話がありましたけれども、こうしたバランス感覚を持

ち、日本語で書くとはいっても、やはり海外の人が見たときに日本の農政は何をやろうと

しているのかということがしっかり理解できるような白書という意識をぜひお持ちいただ

きたいなと思います。 

 それから 後になりますが、先ほど室長から言われましたように、東日本大震災からち

ょうど５年たちます。したがいまして、非常に年度末お忙しいところだとは思いますが、

できれば実際に文章を書かれる前に、執筆の担当者の方は、是非、福島、宮城、岩手、も

う一度、復旧・復興の 前線を自分の目で見てきていただきたいと思います。見ることに

より何が現場でうまくいっているのか、何が問題なのかということを体感し、書けること

書けないことも含め、是非、現場の空気をしっかりと肌身で感じた上でこの項は書いてい

ただきたいと思いますので、お願いを含めて発言させていただきます。 

 以上です。 
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○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 二、三点気がついたことを述べさせていただきます。 

 一つは、20ページに掲載されておりますけれども、いわゆる日本型直接支払の取組状況。

今朝の新聞にも出ておりましたけれども、その分析結果がありましたけれども、中山間地

域等直接支払が一つ 近取組が減っているという数値になっていますね。いろいろありま

すけれども、これからの農政のかなりのアキレス腱というのは大体一致しているのは中山

間地域の政策をどう継続的に立案して地域の継続性を維持していくかと、こういうところ

はかなり農政の中で大きなウエイトだというふうに思うわけでありますけれども。その中

で大変近年の重要な施策の一つである直接支払が中山間のところはぐっと落ちていると。

これはまさに象徴的でありまして、平場の条件のいいところは多面的とか環境保全なんて

いうのは当然取り組みやすいわけでありますけれども、そうした厳しい面が素直にここに

出ているというふうに印象を受けるのですね。そういう面でやはりもう少し突っ込んだこ

のところの分析を今後の政策を打つに当たっても深めてもらいたいという感じが一つであ

ります。 

 それからもう一つ、ここにはありませんけれども、20ページに農地の面積というのが出

ておりますけれども、当初この今回の白書は５年に１回の新しいセンサス統計を大きく用

いて、それで分析してみようという趣旨があったと思うのですね。センサスも自計でやる

のでなかなかきちんとした数値が妥当性持っているかどうか難しいところがあるんだと思

いますけれども、それにしてもちょっとながめますと５年間でセンサスでは約20万ha弱ぐ

らいの農地が減っていると。一方で、農水省の統計を見ますと、転用がこの５年間で７万

ぐらいなのですね。いわゆる耕作放棄地が、いわゆるセンサスでいく放棄地は３万弱ぐら

いでしょうかね。どうも難しいのですけれども、足し合わせてもセンサスだけ見ますと数

字が大きなギャップがあるということになっているのですね。これはセンサスの限界かも

しれませんけれども。そのあたり、やはりきちんと数字的にもどういう要因かと、大きな

ギャップなので少し説明できるような形をしていただければ大変助かるなという感じはい

たしました。 

 後になりますけれども、ずっとながめまして、膨大な 終的な白書、報告書を出され

るのでありますから、精緻な分析なり報告がなされると思うのですが、きょうのガイダン

スを見ますと、いわゆる昨年閣議決定しました10年間目標の食料・農業・農村基本計画、
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これと合わせて政府のほうで農林水産業・地域の活力創造プランというのを閣議決定して

いると。その中では、農業農村所得倍増というキャッチフレーズがなされておるのであり

ますけれども。緒に就いたばかりですから分析も何もないということがあるかもしれませ

んけれども、これは経年的にずっとあるわけですからね、農家所得とか農業所得が、ある

いは農村所得とかですね、言うならばですね、そういう分析もあってしかるべきではない

かと。意図的に今回出ていないのか、そういうページがないのでね、少し残念だなという

感じがいたします。 終的にはあるのかもしれませんけれどもね。 

 特に新規の農業者の参入とか青年就農者の拡大とか言っておるときに、農業界におきま

す所得水準がどうかと、他の産業と比べてどういうことかとか、そういうのはまさにこう

いうときにやはり示すことに意義があるのではないかと思われますので、そういった点で

もきちんと客観的な数字は白書では示していただきたい、こういう感じですね。 

 以上、３点です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、藤井委員、お願いいたします。 

○藤井委員 私も３点意見を述べます。 

 まず１点目は、農林業センサスの活用についてです。５年に一度の結果でそれも悉皆調

査の結果ですので、さまざまな集計手法などを用いて、その数値だけではなくもっと深く

分析、掘り下げてほしいなと思います。 

 例えば11ページにセンサスの結果が幾つか出ていますけれども、これまで言われている

こと、わかっていること、傾向がそのまま出てきているのかなという気がします。せっか

くの悉皆調査なのでその数値が内包しているような問題とか方向性とか可能性とかいうの

を浮き彫りにすることはできないのかなという気はしています。それは農業の可能性であ

ってもいいでしょうし、課題であろうし、方向性、新たな視点などかもしれませんけれど

も。もっともっと深く分析することで見えてくるものがあるのではないかという気がいた

しました。 

 ２点目は、女性農業者についてです。近年農学部系で学ぶ女子学生のことを農系女子、

ノケ女と呼ばれていることを知りました。ドボ女とかリケ女というその並びでしょうけれ

ども、日本の農業や食料に対する関心の高まりが背景の一つにあるのかなという気はしま

す。私の世代で農学部に行く女性というのはほとんど皆無だったので、聞きますと東京農

業大学は女子学生が占める割合は半数近いということを、副学長か学長かが何かに書いて



12 

おられるのを見まして、それほど女性が農業とか食品とかに対して引きつけられる人が多

いのかなという、とてもうれしくなったのですけれども。 

 そして、新しい基本計画にも女性農業者が能力を 大限に発揮できる環境の整備をして

いくということがちゃんと書かれているのですね。12ページに女性の取組が書かれている

のですけれども、こういう活躍している先進的に取り組んでうまくいっている人の紹介も

もちろんですけれども、女性農業者を支援するさまざまな支援制度、補助事業、仕組みが、

どれだけ女性農業者当事者に知れているのか、使われているのか、女性農業者が使いやす

いのか、使いにくくなっているのかということをそこはきちんと分析してほしいと思うの

ですよね。そして、よりよい制度、仕組みにしていくことが大事だと思います。 

 女性が関わったほうが収益が上がる、６次産業化のいろいろな事業でも統計では出てい

るけれども、なかなか女性が表に立って活躍しにくいところもあります。その障壁を取り

除くかというのがこれからの課題だと思いますので、うまくいっていない、女性が使いに

くい制度とか仕組みというのをきちんと分析してほしいなと思います。 

 ３点目です。６次産業化についてです。これも基本計画に６次産業化などの取組の質の

向上と拡大に向けた戦略的に推進するということが書かれております。小さい芽は幾つも

出てきているので、その質の向上させて、それから拡大させて、そして事業として持続可

能な発展ができるようにしなきゃいけないと思うんですよね。それは先ほど松本委員が言

われました就農機会でありますとか、収入を増やすことにもつながっていくと思いますの

で。９ページの６番に６次産業化について、総合化事業計画の認定件数は増えていますよ

とか書いてあるのですけれども、例えば、そういう事業をコーディネートする人材育成は

うまくいっているのか、そういう人材の質は担保されているのか、金融機関とか自治体と

か研究機関とかの連携が果たしてうまくいっているのかとか、なかなかうまくいってない

としたらどういうところに課題があるのかというところまで書き込んでほしいなと思いま

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、一たんここで区切らせていただいてよろしいでしょうか。それでは、事務局

のほうからご返答をお願いいたします。 

○情報分析室長 では、白書につきましてのご意見につきましてまずご説明したいと思い

ます。 
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 まず、三石委員のほうから、白書の目的は何か、それをちゃんと論点を明確にしていろ

いろな議論を喚起すべきではないかというご意見をいただきました。白書の目的につきま

しては食料・農業・農村の状況、動向につきましてきちんと分析、把握して、国会に報告

すると、そして広く国民にご理解いただくということだと思っております。 

 いろいろな議論喚起ということで、これは白書ができた後にはなりますけれども、各農

政局単位での説明会や各地の大学とかも回りましていろいろな議論の場も提供していきた

いと考えております。 

 また、国外の目を意識ということで、白書の全文ではないのですけれども、概要版を英

訳をいたしまして、ホームページ上に出したり、各大使館にお送りしたりして活用してい

ただき、なるべくいろいろな方にご理解いただければというふうに思っております。 

 また、東日本大震災の章ですが、復旧・復興については担当が事例調査等で現地に赴き

まして見させて話を聞かせていただいております。そういったことも含めて記述の際には

気をつけていきたいと思っております。 

 また、センサスの活用につきましては、もちろんできるだけ使っていきたいということ

で、今回の骨子案ではそんなにたくさん出ておりませんけれども、なるべく多くの使える

ものを出していきたいと思っております。そこをどこまで深く分析できるかというところ

がまだ課題かと思っております。時間のこともありますけれども、できる限りの分析をや

っていきたいと考えております。 

○中嶋部会長 日本型直接支払のお話がございましたけれども、では農村振興局のほうか

ら。 

○農村振興局審議官 農村振興局でございます。 

 松本先生から日本型直接支払、中山間のお話がございました。このグラフを見ますよう

に、ちょうど27年、数字が落ちております。ちょうど27年度から第４期対策スタートした

ところでございまして、新たな協定を締結するための関係者の話し合いにいろいろ時間を

要するというようなことで間に合わなかったといった事情もあったり、あるいはやはり高

齢化が進んでおります中で、これから５年間活動を維持していただくというスキームでご

ざいますので、なかなかそれが難しいなというようなことで断念をされたというような理

由と言いますか背景もあるように聞いております。 

 私どもも、例えば、できなかった場合の交付金の返還につきましては、いろいろやむを

得ない病気等の理由でできないというような場合につきましては返還が免除されるような
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そういった運用の完全をできるだけ図っていきたいと思っておりますし、またそういった

ことを周知をすることによりまして使いやすいようにしていきたいと思っております。 

 中山間の維持は農業政策の中でやはり我々としても重要と思っております。そういった

ところがきちっとやっていけるようにほかの施策も含めまして努力あるいは応援していき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 それでは、経営局でしょうか。農地面積は統計部からですかね、ご説明い

ただければと思いますが。 

○統計部統計企画管理官 ご指摘ありがとうございました。 

 現在の農林業センサスについては昨年12月に速報を出しまして、現在内容を精査してお

ります。今月３月に確報で出すように今準備しておりまして、その作業なのですけれども。

ご指摘の数字のギャップにつきましても背景の分析ですとか、あるいは組換え集計などあ

りまして、なるべくわかりやすい統計を出していくように努めてまいりますので、今現在

は、こういったところが現状でございます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 ちょっと順不同かもしれませんが、女性農業者の話、経営局のほうから。 

○経営局審議官 女性農業者の件につきましてご指摘いただきました。先生おっしゃった

とおりということでございまして、女性の活躍は今極めて注目をされているという状況だ

ろうというふうに思っておりますので、女性農業者の動向ということでできるだけいろい

ろな活動なりを紹介しながら、そういう意味では読んでいただく人にさらに関心を持って

もらうようなということで書かせていただきたいと思います。 

 制度についてどこが問題になるか我々としてもいろいろな機会で、先週も相当女性のイ

ベントも数日にわたって行わせていただきまして、その中でもいろいろなお声を聞くある

いはそういうことをやっているわけでございますけれども、まずは今いろいろな形で取り

組んでおられる女性の活動、女子プロジェクトを含めあるいは６次化を含めていろいろな

事例を紹介しながら書き込んでいきたいなというふうに思っているところでございます。 

 さらに政策を見直していく云々という話は白書にどこまで書くかは別として、それは不

断に取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。 

○中嶋部会長 それでは、６次産業化、食料産業局のほうからお願いします。 

○食料産業局総務課長 食料産業局です。 

 ６次産業化、まさに集落から始まって地域の中でこれをつくってみようというのから始
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まって、それがある程度進むとでは県域でやってみようか、それがもっと進むと全国いっ

てみようかというのがありまして、それに関して今おっしゃられています６次産業化の地

産地消法というのがあって、この総合計画の事業化計画のところもたしか認定数は2,000

まで増えてきてはいるのですけれども、それはやはり外側の見方であって、やはりその１

個１個見ているとうまくいっていたりいかなかったりというのは多分出てくると思います

し、そういったものをよく見ながらやっていかなければいけないと思いますし。 

 今これ融資だけではなくて農林漁業の成長化ファンドというＡ－ＦＩＶＥというところ

についてもかなり件数は増えてきております。中には数百万円ぐらいの小規模なところか

ら10億円超ぐらいの大きいところまで全国展開を図るところから、さらにはもう少しいく

ともしかして輸出に少し取り組んでみようかなみたいなところもありますので、いろいろ

な形で全国の中で６次化が進んできているところでございます。光の部分だけではなくて

陰の部分もあるとするとどういうところがうまくいかないのかというような分析もできる

だけ加えられるように記述については考えていきたいというふうに思っております。 

○中嶋部会長 あと 後ですが、活力創造プラン等の所得倍増に関する検討というのは、

これは政策課のほうからお願いします。 

○政策課長 松本委員のほうからご指摘をいただいたわけですけれども、再興戦略の中に

は農業農村の所得倍増を目指すということで書いてございます。農業の関係の農業所得と

農村地域の関連所得の増大ということですけれども、３月の基本計画を定めていただく際

に、特にこの農村の関連所得の部分については今後の成長が期待できる７分野ということ

で、加工、直売、輸出ですとか、農村交流ですとか、医福食農連携という７分野決めてい

ただきまして試算をしているわけですけれども、まさにこれは始まったばかりでございま

して、今後こういう部分の分析を進めて、分析ができる数字が出てきた段階でしっかり目

標にも掲げられておりますので、分析をして白書にも反映するということになるのではな

いかと思います。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、再びご意見をお願いします。生源寺委員、よろしくお願いいたします。 

○生源寺委員 今の所得倍増のお話ですけれども、所得の増大ということに関しては私異

論ございませんけれども、この審議会の場でも農業農村所得の定義そのものがあやふやで

あるとか、あるいは10年で倍増というのも特に根拠はないというような議論を私自身もさ

せていただいたことがあったように思います。地に足のついた形で今具体的な個別的な目
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標が幾つか掲げられているとか、見通しが掲げられているとか、それに則してという話で

あれば私も了解できるところでありますけれども、漠然とした倍増というような話を持ち

込むことは避けたほうがいいだろうと思います。 

 それから、皆さんの発言に多少関係しますけれども、統計も属人統計、属地統計で農地、

農用地、耕地、言葉遣いも違うということもあるわけですけれども、この辺は用語集とい

う形で説明する面もあるかと思いますけれども、場合によると本文あるいはその注で統計

上の扱いの特色のようなことを触れるようなことがあってもいいのかもしれません。例え

ば、農家と農業経営体、恐らく農業経営体の中の家族経営体と販売農家が大体重なってい

ると思いますけれども、定義としてはやはり違うわけですね。この辺は少し踏み込んで読

んでいこうという人にとっては結構引っかかるようなところもあるかと思いますので、こ

の辺も少し留意して読みやすいもの、あるいは理解が深まるような形にしていただければ

いいかなというふうに思います。ちょっと技術的な話で恐縮ですけれども。 

 中身ですけれども、拝見していて、５ページ、６ページの食料安全保障、これも私以前

から申し上げていることなのですけれども、途上国の要するに購買力の不足ないしは偏在

による栄養不足、飢餓の問題と先進国の不測の事態による食料安全保障の問題というのは

やはり性格が違うと思います。これは基本計画の中にも盛り込んでいたと思いますけれど

も、ＦＡＯの定義なりについて言及することもあっていいのかなと思います。もちろんあ

の定義の中には先進国型の不測の事態によるフードインセキュリティも含まれているとい

うふうに思いますけれども、そのあたりの理解がやはり必要かなと思います。 

 それから、これは余分な話でありますけれども、多少円高に振れていますけれども、以

前に比べますと基本的に円安の基調です。それで、ここ３年ほど穀物とか乳製品の価格が

かなり低下基調ですので、ある意味では非常に幸運な面があると思います。これが2007年、

８年のようなドルベースの価格になった場合に、国内への影響というのはかなり深刻なも

のになるような要素がないとは言えないと思います。妙な話でありますけれども、いわゆ

る経済格差、所得格差の問題が一つの論題として定着しているこの世の中でありますので、

この国であっても購買力不足によるフードインセキュリティという事態は割合としてはご

くごくわずかかもしれませんけれども、生じ得る面もあるかと思います。そのあたりの理

解につなげるという意味でもフードインセキュリティの意味あいについてきちんと伝える

ことが私は大事だろうというふうに思います。 

 それから、前回食料の部分で６次産業化の話題を取り上げるのはいかがなものかという
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ことを小田切委員もおっしゃったかと記憶しております。今回表題からしますと、要は川

下からのニーズに則した農業あるいは食品の新しい展開というようなそういう文脈で第１

章に移っていますので、ここは私もよろしいのではないかというふうに思います。 

 同時に、農業の部分でも、これ12ページですかね、トピックスとして、農村の部分でも

18ページ、トピックスとして６次産業化の関係の記載が行われますので、もともと６次産

業化はそういういろいろな側面を持っているようなところがございますので、そこも含め

てこういう形で私はいいのではないかなというふうに判断いたしました。 

 それから、これは三石委員のそもそも白書の目的とは何かということにも関わるのです

けれども、白書自体はいろいろなケースを紹介して、農業者あるいは関係者の皆さんの参

考に供するということ、あるいは政策の理解を深めていただくということ、あるいは農業

そのもの、農村そのもの、食料そのものの理解を深めていただくということが第一である

のですけれども。やはり少し落ち着いた雰囲気の白書が私は好ましいというふうに思って

おります。 

 それで、特に政策に関しては、これは政府の広報紙というものではありませんので、自

画自賛的にならないようにご留意いただきたいという、こういう感じがいたします。 

 ちょっと気になったのは、これは12ページですかね、これはまだ文章をこれから練って

いかれることですが、農地中間管理機構について旧制度の実績と比べて貸借だけで約10倍、

売買も含めると約３倍に拡大したとあるわけです。この年度の次の年度はまた状況が変わ

っているかもしれませんけれども、恐らく白書ではこの時点の情報だろうというふうに思

います。旧制度、農地保有合理化法人のことを指していると思いますけれども、これと比

べて10倍というのはやはりちょっと自画自賛的なにおいがするなという感じがいたします。

あるいは、これは全体のボリュームを絞るということにも関係しますけれども、ＴＰＰの

問題でもこれも農林水産業、農業、あるいは食料の問題にできるだけ絞って記述されては

いかがかなと思います。経済効果の分析の辺になるとやはりやや自画自賛的な雰囲気がな

くもないというのが私自身の、これは個人的な印象です。できるだけ農業なり食料の問題

にむしろ絞って記述されてはどうかという感じがいたしました。 

 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、里井委員、お願いします。 

○里井委員 ありがとうございます。ご説明いただきまして、誠にありがとうございます。 
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 一言で、まず印象という簡単な点から申し上げますと、私といたしましてはこの重点テ

ーマというのを設けていただいたことで非常に見やすくわかりやすくなったのではないか

なという印象を受けました。 

 今生源寺委員、それから三石委員からもございましたように、白書の目的というのは広

がると思いますが、その中の一つとして国民に提供し、政策の理解、それから議論し、論

点を明確化するということが目的の一つであるならば、非常にこの重点テーマというのが

入っただけでもわかりやすく見やすくなったのかなというふうに印象を受けました。 

 その中で何点かまず申し上げますと、３ページ、４ページのさらにこの重点テーマ１、

２という点で感じたことでございます。繰返しになりますが、国民がこれを読んだときと

いうことにおいてなのですけれども、まず食料自給力という言葉をやはり正しく理解して

いただく、これはとても重要だと思うのですね。この考え方というのが右表にございます

が、食料自給力、いわゆる農産物、水産物においての例えば農産物でいくと農地・農業用

水などの農業資源、農業技術、農業就業者、こういったものに関してもさらなる深掘りと

言いますか詳しく今現状はこうであるよということを明記されていくことがいいのかなと

いうふうにちょっと思いました。恐らく明記されるのかなというふうには期待しておりま

す。 

 と申し上げますのも、この白書を通じて実はこの現状ということにおいて国民一人一人

にとってもまず現状危機感を持つということも非常に重要なのかなと思っております。食

料自給力というのは近年低下傾向で推移されているよというこの冒頭からのスタートにお

いて危機感を持っていくということも非常に重要なのかなと感じました。 

 そういう面で一つちょっと思ったことが、同じくこの自給力の考え方というところとこ

の下の指標につながる点なのですけれども、輸入力と書いてあるところは恐らく食料のみ

の輸入力のことなのかなと思います。ちょっと違ったら申しわけないのですが。例えばで

すけれども、輸入すべてが止まってしまうような有事があった際、そういった場合という

のはこの食料自給力の指標というのはもっと低下するのかなと思ったのですね。例えば飼

料や肥料や食料に関わるすべてのものが止まってしまった際というのはもっと数字という

のは下がっていくのかなと思ったときに、真なる本当の意味での食料安全保障という点で

はそれぐらいすべてのものが止まってしまったときというのは日本というのはこの食料自

給力というのはとても低い数字になってしまうという、具体的な数値でなくてもそういう

ニュアンスの入った切り口での言葉というのも必要なのかなということを少し感じました。 
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 一方で、危機感を持つということも重要ながら、希望を持っていただくということも非

常に重要だと思います。そういう面では重点テーマ例えば２なのですけれども、近年に発

表されました地理的表示に登録された産品などに、それから例えば８ページなのですけれ

ども、機能性表示の取組。やはりつくり手の方にとって登録された産品、こういうマーク

がつくですとか、機能性表示ができるということで、ブランド化していけるということは

農家の方にとっても非常に明るい希望なのかなと思いました。 

 私ごとではあるのですけれども、世界農業遺産を今年は各地めぐりましていろいろパネ

ルディスカッションをさせていただく計画になっているのですけれども、やはり危機感を

持つということプラス希望を持っていただくという点においてはこういうこととかも非常

にアピールの点なのかなというのが印象です。 

 私からは以上でございます。ありがとうございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、近藤委員、お願いします。 

○近藤委員 全体的な方向性、現状と課題については示せているかと思うのですけれども、

昨年策定された基本計画の主要ポイントである自給率45％に対してどのように今年度のこ

の白書が貢献したのかという記述がないと。例えば５％５年間で上げるとすれば零コンマ

数％上がっていかなければいけないというそういう方向性が示せていないのではないかと

いうふうに思いますし、そういう生産論だけでは上がらないということもはっきりしてき

ましたので、そのための国民の皆さんに対する食生活のあり方も同時に自給率を上げるた

めにはこういう食生活をしてほしいみたいなことをきちっとやはり訴えていくのが白書の

役割ではないのかなというふうに思います。 

 もう１点は、上がらない原因の中に、農業所得が低すぎるわけですよね。これをではど

うやって上げていくのかという記述も少しはあったほうがいいのではないかというふうに

思います。 

 あともう１点ですが、思った以上に高齢化とか農業が弱くなっている中で、集落機能が

今まで目に見えなかった集落の機能というのが非常にやはり弱っている、ここに対する切

込みというか訴え方がもう少し必要なのではないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、香髙委員、お願いいたします。４人ということで、そこまでお願いします。 
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○香髙委員 幾つか感想を含めて申し上げたいと思います。 

 まず、図解や写真を多用し、農業政策を伝えようという意図が随所に見える点は非常に

評価できる骨子だと思います。ただ、骨組みを示すという骨子そのものの趣旨からすると、

情報量が多すぎるのではないかと感じました。さまざまな関係者の顔を浮かべながら書く

作業というのは苦労の連続だと想像できますが、一目見て率直に感じたのは、わっ、真っ

黒だなという印象でした。新聞でも漢字ばかりが並ぶ真っ黒な原稿というのは読みにくい

典型と言われております。図解やグラフは文章を簡潔するために存在しているとされてお

り、両方がお互いに補完関係になっているかどうか推敲していただきたいと感じました。 

 みずからの反省を踏まえて申し上げれば、主語のタブりは筆者が正確性を求めすぎた結

果です。形容詞は書き手の思いほど読み手にその意図が伝わりにくいと感じております。

図解は説明を 小限にして視覚的に訴える効果を徹底的にねらうべきだと思います。 

 基本計画などではまだ余り議論が煮詰まっていない部分だと思いますが、 近の動きと

して注目されるのは、インバウンド需要の取り込みということではないでしょうか。日本

の魅力は外国人に聞けと 近よく言われます。農村の魅力を探るという意味でも、単に都

会の人の声だけではなくて、さらに外国人の声を聞くことによって地域に自信が生まれた

り再発見ができると思います。 

 この分野は農水省単独では難しい部分もあり壁があるのは十分わかっているつもりです

が、先行する観光分野では既に観光客の半数以上が外国人になっている、それによって非

常に地域が盛り上がっているというようなところもあるように聞いております。本文の中

でどういう書き込みをするのかは、動いている分野だけにギリギリまで調整が必要だと思

いますけれども、活写を期待したいと思います。 

 それから新規就農者の重要性を強くアピールした構成にしてはどうかという提案です。

法人化への移行、担い手の確保の目からもガッツがある若手就農者の参入というのは急務

というのは皆さんの共通認識かと思います。白書を読もうとしている人は一体誰でしょう

か。真剣に農業を勉強したい人だと思います。担い手予備群はその一人でしょう。 

 農業の持続的な発展のためには年間２万人の若手の参入と定着の促進は引き続き 大の

課題です。すばらしい政策を考えても、産業としての持続性が担保されなければ今後の政

策の幅は狭まりかねません。この資料の中でも12ページの新規就農者の推移のグラフを見

ると、49歳以下の就農は若干増えているようにも見えます。もしそうであれば、新規就農

者への給付金、育成事業など、ここ数年の取組がどういう効果をもたらしているのか、も



21 

っと検証してみてはいかがでしょうか。 

 １月の失業率は3.2％まで低下しています。いまや完全雇用の状況とも言われています。

農業にとどまらず、人手不足の悲鳴は多くの分野で上がっています。大学生の就職戦線は

売り手市場で、政府はサラリーマンの賃上げに向け企業の背中を一生懸命押しています。

そうした環境の中でそれでも農業界へという人材はどれだけいるでしょうか。外部環境が

大きく変わる中でどうやって若手を農業界に呼び込むのか、昨年と同じような語り方では

相対的に効果が出にくくなっているのが実情ではないでしょうか。 

 白書は言うまでもなく１年間の政策の集大成です。この１年間に政策を立案、調整、遂

行する中でわき上がってきたさまざまな感情が皆さんの中にはおありかと思います。それ

をよりスマートな表現に置き換えて伝えてみてはどうでしょうか。分析というとどうして

も重要とか課題とかステレオタイプの言葉に置き換えてしまうというお気持ちは非常によ

くわかるのですが、心の声を映した言葉というのは読み手に必ず伝わるはずです。新味に

乏しい白書と言われないためにも、少し引いた視点から分析力の一段の磨き込みに期待し

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、ここで区切りまして、事務局からご返答をお願いします。 

○情報分析室長 まず、白書の用語等ですが、統計用語等については基本的には巻末に統

計用語等の一覧は載せております。ただ、やはり本文でも言葉がいろいろと使われており

ますので、そこは注釈でつけるのがいいか、そういう用語集で見るのがいいか、読みやす

さも含めて検討していきたいと思います。フードセキュリティの意味あい等も含めて検討

していければと思っております。 

 また、表現ぶり等につきましても、なるべく白書として分析的な書きぶりができるよう

に気を付けて記述はしていきたいとは思いますが、政府の出す文書ということですので一

定の、あまり普段と違う言い方というのも難しい面もあろうかと思いますので、そこはあ

わせて検討していきたいと思います。 

○中嶋部会長 あと、食料安全保障、自給力、自給率について言及があったと思うのです

が、これは政策課のほうからお願いします。 

○政策課長 里井先生からのお話でございますが、３ページのところをごらんいただきま

すと、まず、食料供給力の要素として、輸入力と生産力と備蓄というのの３つがございま
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して、このうちの国内生産力の部分について自給力を見ておりますので、輸入が大きく増

えたりとか減ったりということで自給力に影響があるということではないので、ちょっと

そこに誤解があられるのではないかと思っております。 

 この自給力についてはそれぞれの項目ですね、農地がどのぐらいあるのかとか、就業者

がどのぐらいいるのかというので精いっぱいつくってみたらどのぐらい農産物ができて、

それと今の消費との関係でどういう割合になるのかというのを自給力指標ということでお

示しをしておりますので、そこの誤解だけはちょっと申し上げておきたいと思います。 

○中嶋部会長 あと、自給率への貢献の部分はどういうふうな書きぶりになるのかという

ことのご質問もありましたが、これはどうですか。自給率がどういうふうに上がっている

かもしくは維持されているかということについての分析的な記述というのが必要ではない

かというふうに理解しましたけれども。 

○情報分析室長 そこは自給率の５ページの上のところで、自給率目標に対してどうだっ

たかと、それがどういった要因で変化があったかなかったかといったことも含めてこちら

のところで記述をしていきたいと考えております。 

○中嶋部会長 よろしいですか、今の返答で。もうちょっと消費も含めた総合的な論点も

示してもらいたいというようなことだったと思いますが、ご検討をお願いします。 

○里井委員 輸入力が止まった際の話というのは食料自給力とこの国内生産力のイコール

という点ではなく、食料自給力指標というここへの流れにおいて、何と言えばいいですか

ね、ちょっと言い方が悪いですかね。例えば肥料ですとか燃料だとかすべてのものが止ま

ってしまった際というのはこの食料自給力指標というのはもっと下がりますよねという危

機感です。食料自給力というものにイコールではないというのは私もわかっておりますの

で、例えばこの食料の輸入だけではなく、輸入すべてが止まってしまうような状態になる

と、実はもっとこの自給力指標というのは下がってしまうのですよという危機感のご提案

でした。申しわけありません、私の言い方がちょっとなかなか。 

○情報分析室長 自給力指標の話と、あと輸入が途絶した場合の食料安全保障の話は別途

ありまして、それは６ページの上のほうの食料安全保障の確立に向けた取組の中で、ここ

は食料の輸入の途絶と不測の事態、そういった場合どういった対応をしていくべきかとい

うリスクの影響やリスクの要因を記述しています。そのリスクの要因の中に肥料の不足や、

輸送ができなくなった場合なども含めて、食料安全保障対策をどうするかが記述されます。

自給力指標とは別にこちらのほうで記述をしていくという整理にさせていただいておりま
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す。 

○里井委員 わかりました。 

○中嶋部会長 これは自給力指標をつくったときにどういうものを前提にしている、何を

仮定して計算しているのかということは少しご議論があったのではないかと思うのですね。

自給力を正確に理解していただくためにもこのような読み方、それから場合によっては限

界というものを少し示したほうがいいのではないかというご提案だと思いますけれども、

これはご検討いただくということにしていただけますか。 

○里井委員 ありがとうございます。 

○中嶋部会長 それから、生源寺委員から食料安全保障の定義と言いましょうか、そこは

改めてやはり書いておいたほうがよろしいのではないか、ＦＡＯの定義も含めてですね、

というご提案もありましたので、ご検討いただければと思います。 

 あと、インバウンドのことについても香髙委員からちょっと言及がありましたので、農

村振興局からお願いいたします。 

○農村振興局審議官 ありがとうございます。 

 インバウンド関係は農村振興局でも取組をしておりますし、それから関係局もございま

す。それから、特に観光庁ですね、そういったところともよく連携をしながら我々として

も取組を進めていきたいと思っておりますので、本文の中にそういったことも含めて書き

ぶりを工夫していきたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それから、新規就農者の件についても香髙委員から言及がございました。経営局、お願

いします。 

○経営局審議官 その前に、生源寺先生からの機構のところで自画自賛が過ぎるのではな

いかというご指摘をいただきました。ここでは概要で３倍と止めておりますけれども、当

然それが言ってみれば目標に照らして不十分だったというもともとそういう評価をしてお

りまして、それを踏まえて改善ということで、その評価の反省点のところがこの骨子では

抜けておりますが、書き方としてはそういうふうにしていきたいというふうに思っており

ます。 

 それから、新規就農のご指摘ございました。全くご指摘のとおりだというふうに思って

おりまして、できるだけその動向、どういう人たちが増えているのか、あるいはどういう

課題を抱えているのか、それに対してどういうような支援を今行っているのかというよう
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な形でできるだけページを割いて書いていきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、再びご意見いただきたいと思います。小田切委員、よろしくお願いします。 

○小田切委員 ありがとうございます。せっかくの機会ですので、今年度に限らず、来年

度以降の白書のあり方も含めて３点ほど申し上げたいと思います。 

 一つは、比較的小さい論点あるいは質問も兼ねたものなのですが。先ほど来2015年セン

サスの利用についてお話がありました。私自身2015年センサスの設計に関わったというこ

ともありますので、こういう形で実査が終わって公表されて、さらに分析が進んでいるこ

と大変うれしく思います。 

 ただ、先ほども統計部からもございましたように、恐らく本格的な分析は来年度になる

のではないかというふうに思っております。そのところを強く期待したいと同時に、その

際に次の点をある意味教えていただきたいのですが。11ページ、12ページのまさに農業の

構造に関わるのですが。当然今出ているのは外形的な数字で、例えば11ページ、法人経営

がこれだけ増えている、10年間で倍になっているというこういう結果が出ております。一

方では、先ほど議論になりました新規就農者の、すなわち12ページの下のグラフを見ます

と、新規雇用就農者はほとんど変わっていない。法人経営がこれだけ増えているというこ

とを考えると、その中での雇用者数の増大というのは当然実態として存在していると思い

ます。ちなみに、このセンサス中では一戸一法人含まれておりませんので、そういう意味

では雇用を中心とした経営がかなりの部分含まれているというふうに予想されている中で、

このギャップをどう理解したらいいのかという、ここはぜひ教えていただきたいと思いま

す。 

 いずれにしても今後この農業雇用者をめぐる分析というものを積極的にしていく必要が

あるのではないのかというのが１点目の提起でございます。 

 それから、２点目、先ほど室長から農村の部で農政の推進体制について今回分析を深め

ていただくということをご報告いただきました。前回松本委員と私がこの点の分析の必要

性を指摘しており、大変うれしく思っております。少しその問題意識を披歴させていただ

きますと。私ども自立した農政システムというものがあり得るというふうに考えておりま

す。つまり、農政システムがある条件の下で 適解を求めて日々変動していくような、こ

れはあくまでも研究ベースの話なのですが、しかし実態ベースでもそうだろうと、思って
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おります。 

 その中で３つの制約がある。一つは、財政制約です。それから、２番目は国際規律制約

です。そして、３番目は分権改革制約。つまり、この３つの制約の中で 適解を求めて農

政が変動していく。これを農政システム論というふうに呼んでいるのですが。こういう視

点から見ると、地方の農政システムが 適解を求めて動きづらくなっていると言いましょ

うか、市町村合併の状況もあるのでしょう、あるいは福祉政策が市町村の政策の中で重点

を占める中で農政の 適解を求めること自体が場合によったら後景に追いやられている可

能性があります。 

 その点で地域農政の推進体制というのは大きなテーマで、これをどういうふうに強化し

ていくのか、あるいはそれぞれの地域条件のもとで 適解がきちんと追い求められるよう

なそういう仕組みをどうつくっていくのかというのは、それ自体は地方自治の課題ですが、

しかし農林水産省としても十分考えていかなくてはいけない、そんなふうに考えています。 

 先ほど議論になりました中山間直接支払制度、面積ベースで第４期に対して５％落ちて

いるという話なのですが、私ども現地を歩いていますと確かに高齢化の影響が大きいとい

うふうに思います。しかし、一方では、場合によってはそれ以上に市町村が必ずしも４期

対策に積極的になっていない、そういった政策に充分人力を割けていないというそういう

点もあるのかなというふうに思っております。 

 恐らくそれが一つの具体的な現象だと思いますが、農業経営の関わる政策も含めてそう

いうことが今後出てくるのではないかと思っておりますので、非常に重大な関心を農林水

産省としても、白書としてもお持ちいただきたいと思っております。 

 そして、３点目は地方創生、まち・ひと・しごと創生であります。これも全面的に取り

上げていただくということでありがたく思っているのですが、まち・ひと・しごとのひと

は人口減少問題から議論が進んだということもあって、しはしば、「ひと」を人口ととら

えがちなのですが、まち・ひと・しごと創生法、２年前の１１月にできておりますが、そ

の条文に、この「ひと」というのは人材だというふうに書いてあります。そういう意味で

は、地方創生では、地域において人材をつくり上げることが重要だということが示されて

いるわけなのですが、それをかなり真剣に考える必要があると思っております。そういう

意味では、食料、農業、農村、そして農政、この４点に関わる人材づくりというものを場

合によったらこれは来年度以降特集的にとらえ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。 
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 食料の人材というのはある意味、食育がその一環で、それはそういう意味では書かれて

いると思うのですが、農業経営に関わる人材、これは与党自民党のほうでも議論があると

お聞きしております。しかし、従来からさまざまな仕組みがありました。県レベルでの農

業者大学校の役割、あるいは国レベルに代わってできたＡＦＪの役割、こういったものを

きちんととらえる必要があると思います。また、政策に関わる人材育成も重要です。先ほ

ど生源寺先生がおっしゃらなかったので私から申し上げてしまいますが、全国町村会では

農政未来塾という全国の町村の比較的若手の農政担当者に対して生源寺先生が塾長になり、

中嶋部会長と私などが主任講師になりそういった人材育成するということを、来年度から

本格的に取り組むことになっています。これは一つのチャレンジだと思いますが。そうい

った農政の人材育成も含めて意識する必要がある。 

 いずれにしても人材という視点からもう一度食料・農業・農村を大くくりにして、何ら

かの議論を来年度以降積極的にしていただきたいというのが 後の論点であります。 

 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、臼井委員、お願いいたします。 

○臼井委員 僕からは農業経営者として農業所得の視点でこの白書を拝見させていただき

ました。大きく分けて３つの視点からお話をさせていただきます。 

 まず、２ページのＴＰＰの分析のところなのですけれども、農林水産分野の評価という

ことで、 終的に国内対策を打った後引き続き生産や所得が確保され、維持されるものと

見込むということで、先ほど松本委員さんからのお話にもありましたが、これから農業所

得を倍増させていくという議論の中で、国内対策を打ったとしても現状維持という文言は

ここに織り込まれるというのが今後の政策の部分と矛盾するような形で、僕ら当該者とし

てはここのコメントが引っかかるなというふうに思っております。 

 分析結果でもＧＤＰなどプラスの数字が出ておりますので、当然僕ら農業者の所得も向

上していくものというふうに期待をしておりますので、こういった国内対策が農業者の所

得の向上にもつながるという言い方に変えられないものかなというふうに思っております。 

 その流れで、食料自給力というところにつながっていくわけではありますが、今まで食

料自給率ということで、いまいちこの39％、40％行ったり来たりしているところでどれだ

けの生産力が日本にはあるのかというところがいまいち見えてこなかったというところで、

僕らの生産力がどのような動きをしているのかというところでは今回の自給力という見方
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はとてもよかったのではないかなというふうに思っております。 

 実際ふたを開けてみるとやはり自給力は低下しているというところで、この自給力を上

向きの数字にするには国内の農業の体質強化が不可欠でありまして、この重要性を国民の

皆さんと共有することで国内の自給力を上げていこうというところにつなげていく、ここ

は今後詳細なページもつくられるとは思いますが、ぜひ強いメッセージ性をここに込めて

いただきたいなと。国内の政策を打つことが農業者の弱体化につながるというような一部

報道の仕方もありますけれども、既存の農業者がいかに生産力を上げるかということが日

本のこの食料の安全保障にまでつながるのだという意義を国民の皆さんに説いていただき

たいなというふうに考えております。 

 ３つ目ですが、今回テーマであった項目に６次化であったり、農家の６次産業化という

項目ではなく、中にそれぞれ６次産業化の例という形で盛り込んでいただいたと思います。

この６次産業化、ここ10年ぐらいで随分叫ばれてきたのかなというふうに思いますが、や

はりこれだけ産業構造の変化が急速に起きている中で６次産業化だけでは農家の所得は上

がらないであろうという見方もこういった項目の変化というところにつながっているのか

なというふうに考えております。 

 しかし、この６次産業化というところは先ほどほかの委員さんもおっしゃられておりま

したが、いろいろな多面的な機能、地方の創生であったり、これからの輸出の部分であっ

たり、それから新たな商品開発であったり、食品産業への波及効果というもの、さまざま

な視点からもプラスの要因があるというふうに思っております。 

 しかし、この６次化に踏み込める農業者というのは非常に少なく、さらにハードルも高

い状況にあります。既に６次産業化に取り組んでいる農業者の方々は非常に人材の確保で

あったり販路の拡大など非常に苦労している部分もありますが、一番根本となるみずから

の経営の所得の確保であったり、労働時間の短縮といったところではかなり逆行している

部分があるというふうに聞いております。なかなか販売のほうで利益が上がらなくて、農

業部門の売上で補てんせざるを得ないというような事例もかなり聞いておりますし。やは

り経営主の労働時間、今まで農業部門だけだったけれども、通常の製造業の労働時間より

も多い状況で、さらに販売であったり加工まで取り組むと通常の製造業の平均労働時間の

２倍を超えるような労働環境にあるというような事例も報告も聞いておりますので、そう

いった６次産業化に取り組んでいる人たちの現状の分析というものもぜひこれからしてい

っていただきたいなというふうに思っております。 
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 その中で、この６次化に取り組む構造にどこに力を入れればいいのか、さらにどの部分

に支援が必要なのか、そういったところがひもとくことでこれからの６次産業化の推進と

いう部分にメスを入れてほしいなというふうに考えております。現状では６次産業に取り

組む経営者の裁量のみにかかっているところだと思いますが、これからこの６次産業化と

いうものをいろいろな分野に波及させていくというふうに国として方針を決めるのであれ

ば、そういったところの内情という部分までぜひ切り込んでいただきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、伊藤委員。 

○伊藤（順）委員 一番も嫌なのですけれども、ビリもやはりコメントしづらいのですけ

れども。実務のほうからの視点で二、三、コメントと質問をさせてもらいたいと思います。 

 まず、きょうはこの骨子についてということなので、骨子というと我々の世界で言えば

エグゼクティブサマリーになるんだと思うんですね。そう考えていくと、さっき香髙委員

がおっしゃっていましたけれども、やはり正直言ってわかりづらいです。網羅性、そして

正確で客観性、それとやはりわかりやすさというのは何よりも大事だと思うのですけれど

も。やはり文章もさることながら、添付されているチャートとかグラフが見えないものが

ありますよね。例えば後半のほうの22ページのチャートなどというのはよほど目を凝らさ

なければ見えないので、この表題だけでもいいのかもしれませんし。あるいはもう少し前

の真ん中ほどの15ページの上のほうのこのチャートも、これ視力検査ではないかと思うぐ

らいの状況で、ついている意味がない。あるいはグラフも非常にそのまま、大変失礼です

けれども、既におありのものをそのまま張り付けていらっしゃるような雰囲気で。我々が

もしこういったものをつくるときでしたら、必ずそれをもうちょっとデフォルメした形で

見やすく、伝えたいことがわかるようなグラフに置き換えると思うのです。そういった工

夫はぜひ、この中身の本編のほうは本当に客観的に正確にでしょうけれども、ここは導入

部だと思いますので、読んでもらうというふうなことを考えたらそこはもう一度工夫をし

ていただきたいというふうに思います。 

 それと、中身の部分なのですけれども、一、二、ちょっとわからなかったのですけれど

も。一つは、５ページの世界の食料需給動向についての書きぶりで。これを見るとアジア

の消費量が増加して、供給元としての北米、中南米が生産が伸びる見込みということで、
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いかにも均衡するようにしている。そして、今後も均衡なのかなと。特にこの下のほうの

グラフを見ますと穀物の生産量と消費量というのはこれまでの過去を見るとこういうふう

な形になっているのですけれども、一方で右側のほうの大豆のほうのあれは2024年のこと

が書かれていて、若干これどうなのかなというところがあって。私が認識して、これ違え

ば教えていただきたいのですけれども、世界的にはやはり食料はこれからひっ迫していく

のではないだろうかということは懸念されている。だからこそ安全保障であり、食料自給

率ということを問うているのだと思いますので。そう考えると、もうちょっとここは危機

感をあおる必要はないのですけれども、もう少しどうなのかなというところを。私の認識

が違っていたら、いや、このまま均衡なのだというのであれば全く問題ないのですけれど

も、どうなのかなということです。 

 それと、その次のページの食料消費の動向についてなのですけれども、これは我々小売

の立場で食料消費のところに密接に関わってきますので感じたのですけれども。一つは、

この文章の中で供給熱量という言葉を使われていますけれども、これは消費動向のことで、

これは消費熱量なのかなというふうに思うので、だとしたら置き換えられたほうがいいの

かなと思いますし、それがなければそういうふうな読み替えでもいいのかもしれません。 

 ただ一方で、次の文章，あるいは下の右側のグラフでいきなり単身世帯の増加で加工食

品が増えていると、これは余りにも右側の非常に細かく分かれている品目の供給熱量の記

述からすると非常に雑駁すぎるのかなということで、これはさっきも言いましたとおり、

これは骨子ですので書きぶりはもうちょっと工夫して正確性を持てばいいのだと思います

し、本編のほうできちっとその辺を説明していただければいいのかもしれませんけれども、

ちょっとこの文章だけ見ますと引っかかりましたので、コメントさせてもらいました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、 後に私のほうから一、二点お願いしたいことがございます。 

 昨年主な分野横断的テーマインデックスというのをつくっていただきまして、幾つかの

部門にまたがっている政策課題というのが一覧できるようにしておいていただいたのです

が、できれば今年もそういうことを心掛けて、読者と言いましょうか読む方にとってわか

りやすくするような、同じ方針を維持していただければと思っております。 

 それから、ちょっと細かいお話なのですが、昨年12月に産業連関表に基づいた食料の消

費、それからフードチェーンの構造というものが明らかにされました。これは大体５年お



30 

きに出てくるものなのですけれども、私はこれ非常に重要な統計だと思っております。今

日の資料の中にも一部その結果を使っていただいているのですが、ぜひそれを十二分に利

用した分析結果というのを出していただければというふうに思っております。 

 それから 後に、ちょっとこれは大きな課題なのですが、６次産業化等について何人か

の委員の方からご意見もありました。これは本当に食料・農業・農村の施策全体にわたる

横断的な政策テーマだということで、ある意味白書の中にどう書いたらいいのかというの

はなかなか難しいところだと思うのですね。だからといって常にこの特集のような形で出

すわけにもいかないと。ただ、今後の政策の方向性を考えたときに成否は考えていかなけ

ればいけないことだと思いますので、来年以降どのように６次産業化について記述してい

くのかというのを一度ご検討いただければというふうに思っております。 

 ４名の委員からのコメントがございましたので、事務局のほうからご回答をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

○情報分析室長 まず白書の今回のわかりづらい骨子案ということの話から。すみません、

どうしてもいろいろと盛り込みたい事項がたくさんございまして、非常に書き込みすぎて

逆にわかりづらいという状況があろうかと思います。 

 また、今委員からいろいろご指摘いただきました視点を考えながら、その場面場面に応

じた資料のつくり方ということもあろうかと思いますので、それは注意していきたいと思

っております。グラフ等も、どうしても載せられる量で考えておりましたものですから抜

粋みたいな形になっております。もうちょっと見る側の視点を考えながら資料のつくり方

というのも検討していきたいと思っております。 

 また、伊藤委員の食料消費と需給の関係につきましては、昨年までは食料需給動向にお

いて、将来的に需給のひっ迫が懸念されるという書き方をしておりまして、それはことし

も引き続き同じような分析になろうかというふうに思っております。資料の出し方のセレ

クトがこれになってしまったものですから若干そこが不十分だったかと思い、反省をして

いる点でございます。 

 また、消費動向につきましては、これは需給表の供給熱量の推移ということで、ここも

正確な用語の使い方、わかりやすさという兼ね合いを考えながら言葉の使い方というのも

検討していきたいと思っております。 

 また、その単身世帯が増えて加工食品が増えていくという流れとしてはそういうことだ

と思いますけれども、資料が全体の出し方の整理も含めて検討していければと思っており
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ます。 

 また、分野横断的なインデックスも本文をつくる際にはあわせてつくっていきたいとい

うふうに考えております。 

 また、産業連関表の統計の図もどこかでうまくはまるような形で考えていければという

ふうに思っております。 

○中嶋部会長 それでは、政策研究所のほうから。 

○農林水産政策研究所長 伊藤委員からありました、世界的な食料需給の見通しの関連に

つきまして、今ほど室長からもありましたが、若干補足させていただきます。途上国など

各国の経済成長をベースに食料需要が伸びるわけであります。それに対して供給がどうか

ということ、また価格がどうかということにつきまして、私どももおよそ10年後を見通し

て需給モデルを毎年作って公表させていただいております。ただ、いわゆるこれまでの世

界的な食料需給については、需要の拡大というものを主に反収の伸びでカバーしてきたと

いうのが実態でございます。耕地面積はそれほど大きく伸びてないという実態にあるわけ

でございます。この辺になってまいりますと、モデルのやや限界に近づいてくるわけでご

ざいますが、経済成長に対応した需要の拡大に対して供給がどう反応するかということに

ついては、反収についてはトレンドで伸びるということがベースになっていますし、面積

についても一定の拡大が見込まれるということがベースになっておりますので、均衡する

形になります。これは、ＵＳＤＡもしくはＦＡＯ、ＯＥＣＤなどでも余り大きな違いはな

いと考えてございます。 

 一方で、気候変動等々の制約がある中で、そういったものを反映したときにどうかとい

うようなことについては将来的な課題と技術的には考えざるを得ないところでございます。 

 なお、生源寺委員から、今後の穀物価格の見通しについても先ほど言及がございました

が、経済成長をベースにした需要の伸びに対する穀物の実質価格、実質ベースでのドルベ

ースでの伸びについては、今後ほぼ横ばいないしは緩やかな上昇トレンドというふうに見

込んでおりまして、これはＵＳＤＡやＯＥＣＤなどでも同じような結果が出てございます。 

 ただ一方で、名目ベースになりますと、経済成長を反映したいわゆる名目ベースの伸び

というものが出てまいりますし、また為替変動の影響ということも出てまいりますので、

我が国経済全体の成長率がどうなるのか、為替がどうなるのかということについての結果

として、我が国の購買力が 終的にはどうなるかということになってまいりますので、そ

の辺はもう少し細かい分析が必要というところでございます。 



32 

 技術的なところを補足させていただきました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 あと、経営局に関係する質問が幾つかあったと思うのですが、まとめてお答えいただけ

ますか。 

○経営局審議官 まず、新規雇用のところでございますけれども、ちょっと正確にという

のは精査した上でと思いますけれども、新規雇用という部分については必ずしもというの

は本当に新規雇用。ただ、別の項のところで言ってみれば常雇いという意味では増えてい

る。新規雇用というのはこの１年新たにということで制限して、そこの部分については必

ずしも増えていないねということだろうというふうに思っています。ただ、もしかしたら

常雇いの方々の数としては増えているというのは別のところで分析がされているというこ

とだと思います。 

 それから、人材のところは、先ほど新規就農のところでもお話がありまして、課題、そ

れからそれをどういうふうに支援していくのかというところで、27年から例えば農業高校

の話が出ました、あるいはＡＦＪの話も出ましたけれども、農業高校なりあるいは農業大

学校のところでまさしく農業に就農していくような人材をどう育てていくかという観点か

ら、文部科学省のほうと連携して、言ってみれば先進農家というのを学びの場ですとか、

あるいはいろいろな講師としてそういった方を派遣していくような仕組みというのも今講

じておりますので、そういったところも触れていきたい。また、ＡＦＪのように新規就農

者の教育というよりは経営者を教育していくというような仕組みも用意しているというこ

ともやっていきたいというふうに思っております。 

 ただ、それを超えるもっと大きな提案があったと思いますけれども、そういう人材を育

成する人材の話ですとか、あるいは政策のところという話がありましたけれども、まさし

く先ほどもちょっとお話がありましたように、今人材力というのはもう少し幅広い観点か

らどう育成していくかということは与党のほうでも議論をいただいているところというこ

とでございますので、今回のところにつきましては先ほど言いました新規就農あるいは経

営者をどう教育していくか、そういったところについてはできるだけ丁寧に書いていきた

いというふうに思っているところでございます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、農村振興局、お願いいたします。 

○農村振興局審議官 今の人材の話に関係しまして、農村振興局では地方創生の窓口で担
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当しております。先生のおっしゃるとおりまち・ひと・しごとにつきましてはひとがいな

ければ地域の活性化はできませんので、その辺は非常に重要なファクターと認識しており

ます。農業者の育成ももちろんありますけれども、地域の活性化に当たってもキーマンに

なるような方とかそういった人材が重要だという認識を持ってございます。我々としても

そういった面での人材の育成、研修に関する助成のメニュー等もございます。本文のほう

ではそうした人材も意識しながら書きぶりを工夫していきたいと思っております。 

○中嶋部会長 それでは、食料産業局、お願いします。 

○食料産業局総務課長 臼井委員、それから中嶋部会長のほうから６次産業化についてご

発言をいただきました。６次産業化、先ほど政策課長からもお話ございましたけれども、

１次産業を核に２次産業との連携ということで新しい価値をいろいろなところで生み出し

ているということで、基本計画の議論のときもいろいろやっていただきまして、加工直売

ですとか輸出ですとか、都市と農山漁村の交流ですとか、食育ですとか、大きく分けても

７つぐらいの分野があるのではないだろうかということでご議論いただいたところでござ

います。 

 ６次産業化をひとくくりでその分析だとかをするというのは非常に多分雑多な議論にな

ってしまいまして、毎年毎年やっているとどこに問題があるのかというのがちょっとわか

りづらくなってくるかなと思います。例えば加工直売のところだけで申しましても、先ほ

ど申しましたとおり、地域の中でまず売っていく段階と、それからある程度何人か人を雇

用して恒常的に県内だとかそういうところに売っているところ、全国展開にしたときの幾

つか工場を持つような感じ、それから、海外まで含めたもっと大きな話になってきます。

そうなってくると、多分それぞれごとに課題が相当違ってくるのだろうなというところは

ございます。 

 そういった意味でどんな分析ができるかというところはあるのですが、ある程度課題が

わかるぐらいの大きさのところでの分析をやはり進めていくことが必要だなと思っており

ますし。今回６次産業化については第１章だけではなくて２章、３章のところでもそれぞ

れ６次産業化というテーマのところを入れていただきまして、そのぐらいのある程度議論

ができるぐらいの分析をそれぞれごとに進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、政策課、お願いいたします。 
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○政策課長 臼井委員のほうからＴＰＰの関係でご質問というかご意見いただいておりま

す。まず、ＴＰＰの関係は今回ＴＰＰの大筋合意によりまして国境措置の状況は今とかな

り変わると、その影響をどう緩和するのかというので合意の内容とこの間出された政策大

綱の政策２つでそれを緩和すると。それによって新たな国境措置のもとでも生産量が維持

されるということになっているという構成になっています。それとは別に、もともと生産

者が高齢化をしているとか、耕作放棄が増えているだとか、そういう構造的な問題につい

て基本計画に基づいて成長産業化のための政策をいろいろ講じているということですから、

ＴＰＰの政策大綱だけが全てではなくて、それとプラスして今までやってきている成長産

業化のための施策というのをプラスして所得を増やしていこうということになっておりま

すので、ＴＰＰのところで維持がされているのでそれはもう伸びないのではないかという

ことではないということでございますので、そこは従来の対策と今回のＴＰＰ対策は合わ

せて所得を増やす方向で頑張っていくと、こういうことでございます。 

 また、その自給力のほうもそういう意味では生産性向上を今頑張っておられる農業者の

方々の生産性向上によって自給力が大きく伸びていくというのはおっしゃるとおりでござ

いますので、あとは白書の中でどういうふうに表現するのかというのはまた白書としての

書き方いろいろあると思いますので、そこはそこで検討するということではないかと思っ

ております。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、白書全体に関わって、総括審議官のほうからコメントをお願いいたします。 

○総括審議官 総括審議官でございます。 

 今日の委員の皆様からのご意見で多いと私自身感じましたのは、白書の目的に関するご

意見でございました。三石委員のほうからは、政策の紹介だけではなくて議論ができるよ

うに論点を示すべきではないかというご意見をいただきました。また、生源寺委員のほう

からは、少し落ち着いた雰囲気で分析的な記述もというようなご指摘もいただきました。

この白書のご利用される多くの層が研究者の方ということもあって、おっしゃることは大

変よく理解をいたします。 

 一方で、例えば里井委員のほうからは、国民に対するわかりやすい言いたいことを重点

テーマとして設定されるのはよいというご意見をいただきましたし、臼井委員のほうから

も自給力に関しまして強いメッセージ性を込めてほしいというようなご意見いただきまし

た。この白書は一方ではやはり国民の方々への情報提供あるいはもっと言いますと現場の
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農業者の方々へのメッセージと、そういった性格もあるのではないかと思います。そうい

う意味では今日いただいた意見をもとにこれから本文の執筆に入りますけれども、一方で

きちんと分析すべきところは分析をし、しかも落ち着いた形で分析をする一方で、やはり

メッセージとして言うべきはしっかりとある程度元気の出るような形で記述をしていくこ

とも必要かなと、そのバランスをしっかりと注意深く考慮して書いていきたいと思ってお

ります。ただ、いずれにしても生源寺委員おっしゃったように、自画自賛にならないよう

にというところについては意を用いて本文の執筆に入らせていただきたいと思いますので、

また今後ともご指導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す。 

 一通り皆様からの意見をいただきましたが、あと５分ありますので、どうしてもしゃべ

り足りなかったというのがあれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいで

すか。 

 はい、ありがとうございます。 

 今日もかなり深い議論をさせていただきました。今 後に佐藤総括審議官からもまとめ

がありましたように、白書本来の目的というものをもう一度見すえて、特に私は分析的な

執筆というのが非常に重要だと思いますし、政策のあり方を提案していくにしてもきちん

としたエビデンスに基づいた記述がなければ皆さんが納得していただけないと思いますの

で、そこのところをどうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局におかれましては、ただいま委員からいただいた意見を踏まえて白書の作成作業

を進めるようにお願いいたします。 

 では 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、４月上旬

の開催を予定しております。具体的な日程につきましてはまた改めて後日ご案内を申し上

げることとしますので、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。 

午前１１時５５分 閉会 


