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第 57 回 

食料・農業・農村政策審議会 企画部会 

 

                   日時：平成28年４月５日（火）９：59～11：46 

                   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（案）について 

 

 ３．閉 会 

 

【配付資料一覧】 

 議事次第 

 配付資料一覧 

 企画部会委員名簿 

 ［食料・農業・農村白書関連資料］ 

 資料１      平成27年度食料・農業・農村白書概要（案） 

 資料２【非公表】 平成27年度食料・農業・農村の動向（案）／ 

          平成28年度食料・農業・農村施策（案） 
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午前９時５９分 開会 

○広報評価課長 皆様、おはようございます。定刻より若干早くございますけれども、委

員の皆様は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。 

 委員の皆様方におかれましては、年度初めの御多忙な時期にもかかわらず御参集いただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 本日は、伊藤順朗委員、臼井委員、河野委員及び武見委員が所用により御欠席となって

おります。現時点での出席委員数は12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御報告いたします。 

 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。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。 

 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（案）です。

よろしくお願いいたします。 

 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。 

○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

覧を御覧ください。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として概要案、資料２として本体案がございます。本体案につきまして

は、平成27年度の動向案と平成28年度の施策案が一つの冊子になったものでございます。 

 なお、お手元に配付しております白書本体案につきましては、本日の御議論やその後の

情勢の変化を踏まえ、内容が変更される可能性がございますので、配付者限りとさせてい

ただき、ホームページ等でも非公表とさせていただきます。したがいまして、資料２につ

きましては傍聴者の方々にはお配りしておりませんので、あらかじめ御了承をお願いいた

します。 

 なお、白書本体につきましては、閣議決定後、正式版をホームページへの掲載を始めと

して幅広く公開させていただくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 資料を御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

構でございますので、お近くの事務局員までお声かけください。 

 また、議事録は、会議終了後、委員の皆様に御確認いただいた上で、農林水産省のホー
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ムページに掲載して公表させていただきますので、御協力をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 それでは、白書案について御審議をいただきたいと思います。 

 まず、事務局から御説明をお願いいたします。 

○情報分析室長 それでは、食料・農業・農村白書の資料につきまして御説明いたします。 

 資料としましては、先ほど説明のありましたとおり、資料１の概要案と資料２の本体案

がございます。本体案につきましては相当のボリュームがございますので、本日は資料１

の概要案に基づきまして、主に前回、骨子案ということで御説明いたしましたけれども、

そこから変更した点にポイントを置きながら説明いたしまして、必要に応じて本体を御参

照いただく形で進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 この概要版の作成に当たりましては、前回の企画部会で骨子案の中の字の密度が濃過ぎ

るとか、図が非常に見にくいといった御指摘がございましたので、今回は特集や重点テー

マを中心に、読みやすいようにレイアウトを変更しております。 

 では、まず開いていただきまして、特集ＴＰＰ交渉の合意及び関連政策でございます。

ここから４ページまで特集でございますが、ここでは図を大きくとるという形をとってお

りますが、内容につきましては大きく変更はございません。できるだけ丁寧な説明という

ことで心がけております。 

 続きまして５ページ、第１章の重点テーマ１、食料自給力の動向でございます。こちら

につきましては、５ページの上の図ですが、前回の骨子案では「輸入力」といった言葉を

使わせていただいておりましたけれども、ここは概念を整理いたしまして、基本計画の整

理と合わせまして、食料の安定供給の要素として、国内生産、輸入、備蓄の３つという形

で修正させていただいております。 

 また、その下には食料自給力指標の考え方を、図表をあわせてお示ししているところで

ございます。 

 また、６ページにつきましても、食料自給力指標は低下していること、また、食料自給

力指標を示すことにより、食料安全保障に関する議論を深めていき、その上で、食料の安

定供給の確保に向けた取組を推進するといったメッセージを記述するという形に修正させ

ていただいております。 

 続きまして、７ページ、８ページは、重点テーマ２、輸出促進と日本食・食文化の海外

展開でございます。こちらにつきましては、内容は大きく変更しておりませんが、８ペー
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ジの上の地理的表示に登録された産品としまして、「鳥取砂丘らっきょう・ふくべ砂丘ら

っきょう」、「三輪素麺」が新たに追加されましたので、こちらにも記述を追加させてい

ただいております。 

 続きまして、９ページからでございますが、第１章の通常の章でございますが、ここに

つきましては、図表を大きくする等の整理はございますが、内容については変更はござい

ません。 

 11ページでございますが、食料消費の動向と食育の推進について、食料消費のところに

「我が国の農林水産物の生産・流通・加工・消費の流れ」として産業連関表の図を追加さ

せていただいております。 

 また、その下の消費の動向のところでございますが、単身世帯が増加し、それに合わせ

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といったところを、図表をあわ

せて丁寧に説明させていただいております。 

 あとは、13ページ、14ページにつきましても、若干言葉の整理等をさせていただいて、

字をちょっと減らして、見やすいような形にさせていただいております。内容については

大きな変更はございません。 

 続きまして15ページでございますが、農林水産物・食品の新たな需要の開拓でございま

す。こちらにつきましては、６次産業化の支援策等についてもあわせて記述してほしいと

いった御意見がございまして、ここは６次産業化プランナーを全国に配置していることと

か、地域ぐるみの取組も行っているといった記述の充実を図っております。 

 続きまして16ページから第２章、農業の章でございますが、重点テーマの農業構造の変

化でございます。こちらにつきましては、農業産出額の動向について、米の産出額が下が

っているということでございますが、平成27年度は需給が引き締まっているといったとこ

ろまで記述を追記しております。 

 また、ここの内容の整理としまして、重点テーマでは、基本的にはデータを中心に記述

させていただきまして、政策面については、その次の通常章のところに、充実させていく

という形で整理しております。 

 また、17ページの図表でございますが、経営耕地面積規模別農業経営体数の推移という

ことで、前回は増減率の推移ということで、大規模な経営体の増減率が非常に上がってい

るということだけのグラフでございましたが、こちらにつきましては実際の数自体はまだ

少ないということもあわせまして、経営体の数と増減率の両方を記載するような形に修正
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しております。 

 また、18ページでございますが、農地の集積・集約化に向けた取組につきましは、農地

中間管理機構の実績という形で数値を記述するという形に修正させていただいております。 

 また、19ページ、20ページでございますが、こちらの主要農畜産物の生産の動向という

ところですが、お米につきましては、飼料用米を活用した実際の事例等も含めまして、記

述の充実を図ったところでございます。 

 また、21ページ、22ページにつきましては、大きな変更はございませんが、22ページの

畜産物のクラスターの図につきましても、前回は非常に小さくて見にくい図でありました

ので、こちらを大きく見やすいような形に修正しております。 

 また、23ページ、24ページにつきましても、若干の字数の整理をいたしましたが、内容

的には変更はございません。 

 25ページからは第３章でございますが、こちらの重点テーマ、地方創生の動きにつきま

しても、ページをゆっくりとりまして、レイアウトの変更をしております。 

 また、それにあわせまして農山漁村活性化ビジョンの図を大きくいたしましたり、その

下の空き家を活用した地域活性化の取組といった事例についても御紹介させていただいて

おります。 

 27ページ、28ページにつきましても、レイアウトの変更と、あとインバウンド需要につ

きましては、旅行消費額の内訳につきましても、図表をこちらのほうに掲載しております。 

 29ページ以降につきましては、大きな変更はございません。31ページの都市農業の図に

つきましても、大きく見やすく修正しております。 

 第４章の東日本大震災後からの復旧・復興につきましても、大きな変更はございません。

また、「平成28年度 食料・農業・農村施策」の構成、34ページでございますが、こちら

につきましても、骨子からの変更はございません。 

 概要は以上でございますが、あと本体の250ページ、251ページにつきまして、前回御指

摘いただきました分野横断的テーマ・インデックスとして、輸出、６次産業化、飼料用米、

ＩＴＣ、地方創生について、横串を刺すような索引ということで策定しております。 

 資料の説明は以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまから事務局の説明につきまして、委員の皆様から御意見、御質問を

頂戴したいと思います。恐れ入りますが、お一人３～４分程度でおまとめいただき、御発
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言いただければと思っております。前回は五十音順の後ろから御発言いただきましたので、

今回は五十音順で御発言いただきたいと思います。３～４人程度を区切りにして御発言い

ただきまして、事務局より御回答いただくという段取りで進めたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、伊藤委員、お願いいたします。 

○伊藤（雅）委員 ありがとうございます。伊藤でございます。 

 それでは、意見を申し述べたいと思いますが、個別の内容につきましては、非常にわか

りやすく工夫が重ねられてきていると思っていますので、そのことについては特に大きな

異論はありません。 

 一方で、この今回の章立てを見ながら、また平成28年度の章立ての案を見ながら、もう

少し日本人の食生活・食文化・食教育みたいなことを豊かにするような章立て等があって

もいいのかなと。つまり、この全体の白書の目的といいますか、農政そのものの目的が、

食料の安定供給という大きなテーマと、もう一つは食あるいは食生活の質の向上というこ

ともあると思っていまして、特に食料の安定供給という意味では非常にいい形にまとまっ

ていると思いますが、食の質の向上あるいは食生活の質の向上ということに焦点を当てた

章立てをつくってもいいのではないかと。具体的に言いますと、食生活とか食文化とか食

教育ということを、個別の内容としてはそれぞれの章の中に入っているものもございます

が、そういうことに加えて、資源の保護とか廃棄とか、あるいは循環型消費のような、日

本の食をよりよくしていくといったことを、次回以降だと思いますけれども、工夫があっ

てもいいかなと。そういう農業・農村・食料をよくしていくために、そっちのほうのウエ

ートがかなり活動として増えているということで、重要なことなのではないかということ

が一つ。 

 もう一つは、日本の食の世界への貢献という視点がもうちょっとあってもいいかなと。

実際これもいろいろな形で活動がされていて、和食の普及などもそういうことだと思いま

すが、今、先ほど奥野委員ともちょっとお話をさせていただいて、外国からの農業研修生

がたくさんきているということ、あるいは海外で農業技術を教えるということも非常に広

がっている、あるいは品種改良などもあります。一方で栄養改善というテーマが、最近国

連でも世界中の栄養不良の撲滅をしようという中に国が貢献しようという、ＴＩＣＡＤな

ども今度９月にありますけれども、そのようなことなどを含めて、日本の食の世界への貢

献のようなことをそろそろ次回あたりから言ってもいいのかなと、これまでの章立てが比
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較的、安定供給と強い農業と農村振興ということでできていますけれども、もう少し生活

とか世界貢献みたいなことを考えたらどうかなということをこれを見ながら感じましたの

で、意見を申し上げます。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、奥野委員、お願いいたします。 

○奥野委員 これを見せていただいて、大変よく頑張ってわかりやすく表現してくれてい

るなということで、まずは事務局の皆さんにお礼を申し上げます。 

 今後の政策展開への期待ということなんですが、説明に来ていただいたときにもお話し

したのですけれども、女性の農業者の農業に対するイメージがあまりよくないというのは

今までの世の中で事実でございますので、これからの世界は変わりますよということをき

ちんと発信していきたいなと。スマート農業といった形で来ておりますけれども、例えば、

いわゆるアシストスーツというのですか、介護の世界などでも出てきていますけれども、

30キロの米を女の人が軽々と持ち上げられるような、そういう品物がもう出てきているわ

けなので、それと、ある意味では、例えばハウスなどの管理でも、きちんとＩＣＴを使っ

て自宅にいながら圃場の状態がわかるとか、例えば畜産などでもそうなんですけれども、

牛の出産の兆候がわかるとか、いろいろな形でそういう技術がもうどんどん発達してきて

います。ＩＣＴを通り越してもうＩｏＴというところまで研究が進んできていますので、

そのような意味では、また違う農業の展開があるのかなと思っています。 

 輸出の問題については、この間、農水省、それから自民党の方々のお力添えで中国へ行

ってまいりましたけれども、しっかりとした市場があるなという感覚を持って帰ってまい

りました。米ですけれども、いわゆるインディカ米とジャポニカ米を比べたときに、ジャ

ポニカのほうがおいしいという評価があって、中国でもどんどん北のほうからジャポニカ

米が南へ向けて広がっているという話を聞きました。そのようなところで、先ほども伊藤

さんとお話ししていたのですけれども、今ＩＤＡＣＡという研修機関がありまして、そこ

へアジアから15人ぐらいの人間が来ているのですけれども、彼らの日常的な米というのは

いわゆる中粒・長粒です。ところが、日本の短粒のジャポニカ米が非常においしいという

ことで、たくさん召し上がる。だから、そういう需要というのは必ずあるのだなというこ

とを実感して帰ってきました。ただ、行った先が中国でしたから、いろいろな政治的な絡

み等々もありますので、難しいのかなと思って帰ってきたところでございます。 
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 それともう一つは、次世代に対する食農教育について、多くのＪＡは地元の教育委員会

などと協力しながらやっているのですけれども、なかなかその内容はまだまだ不十分かな

と思っています。４月１日から農協法が新しくなりましたので、私どもの仕事としては、

農業者の所得増大、農業生産の拡大、あるいは、この中にも地方創生の話が出ていますけ

れども、地域の活性化等に向けて、いろいろな取組といいますか、いろいろな試行錯誤を

重ねているといったほうが正直な話かなと思うのですけれども、そのようなことをさせて

いただいております。これらの取組をきちんと実践していくということで、新しい「自給

力」という去年から出てきた言葉なんですけれども、これの向上に向けた仕事ができてい

けばいいなと感じておりますので、委員の皆様方にもまたいろいろな御意見をいただきた

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、小田切委員、お願いいたします。 

○小田切委員 前回、意見を申し上げた、例えば雇用のところを深掘りする必要がある、

あるいは人材育成、まち・ひと・しごと創生本部の「ひと」の部分は人材だということで、

そこもやはり深掘りする必要があると申し上げました。それは、恐らく以前から書いてい

ただいたんだと思いますが、かなり明確化していただいたことを感謝申し上げたいと思い

ます。その上で３つほど申し上げてみたいと思います。 

 最初の２つは比較的大きな論点なんですが、１つ目は、先ほども室長から御報告いただ

きました、昨年末に公表された産業連関表を応用した分析のところです。本文で言うと51

ページ、52ページになります。ずっとこの産業連関表を注目させていただいているのです

が、もちろんバリューチェーンにおける流れというのも大切なんですが、実はその前提と

して、むしろ52ページの最終食料消費額の推移というのが特に重要ではないかと思ってお

ります。 

 改めて見れば、ここにも書かれていますが、1995年83.1兆円をピークとして、最新の

2011年の値では76.3、大体10年間で７兆円ほど低下しているという、言ってみれば食料の

パイが縮小しているという事実です。多分、これが食料政策の出発点だと思います。そう

いう意味では、この出発点をより明確にお書きいただくのがいいのではないかと思います。

この記述を読んでみますと、比較的淡々としていますが、ここの部分を少し強調していた

だきたいという思いがあります。 
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 なお、その際、改めて見てみると、例えばこの最終食料消費支出が大きく増大したのが

1990年から95年でありまして、72兆円から83兆円に、５年間で実に10兆円以上増えている

のですが、まさにこのとき今村奈良臣先生が「６次産業」という言葉を使いました。そう

いう意味では、食料のパイが増大しているときに、そのとり分を農村サイドにより増やす

といった展望の中で６次産業というのが議論された。ところが、今やその食料のパイ自体

が縮小していく中で、６次産業というのは従来型の６次産業でいいのかどうか、つまり需

要創造型ということを意識することにもつながる大変重要な事実をここに示していただい

ているような気がします。いずれにしても、ここの部分の書き方はもっと強調していただ

きたいということを申し上げておきたいと思います。 

 それから２点目は、先ほどこれも室長から御説明がありました250ページ、251ページの

テーマ・インデックスのところです。昨年もまとめていただいたのですが、改めてこのよ

うな形でまとめていただくと大変わかりやすくて、２回前に問題提起させていただきまし

たが、６次産業化の位置づけなどが改めて明確になったと思っております。今回、例えば

ここに人材という項目を入れるとどうなるのかというのは大変関心があるところでありま

す。食料・農業・農村各分野を問わず、コーディネーターとかボランティアの強調が存在

しております。多分それを一覧して、どのようなコーディネーターがあるのか、あるいは

どのようなボランティアが求められているのか、そんなことがテーマ・インデックスの中

に横串を刺すような形でまとめられていれば、次なる展開につながると思います。 

 なぜそんなことを発想したのかと言いますと、実は私どもの大学はもう昨日からゼミが

始まっているのですが、昨日女子学生がこんなことを言っていました。「最近は職業はつ

くるものなんですね」ということです。与えられた職業ではなくて、みずから新しい職業

をつくることです。こういう感性を若い人たちが求め始めています。そういう若い方々に

とって、こういうコーディネーターが必要なんだ、あるいはこういうボランティアが必要

なんだという記述は、言ってみれば、みずからの活躍場面を広げる、あるいはそのことに

よってさらにそういった職業がハイライトされる可能性があると思っております。 

 ３点目は、関心があります農村政策のところを少し深く読ませていただきました。いず

れも納得できるところばかりなんですが、少し細かい点、これは恐らく文言レベルの話な

んですが、ごく簡単に３点ほど申し上げてみたいと思います。 

 本文の175ページに、次のページに図があります農政の推進体制についてまとめていた

だきました。改めて見ると、やはり衝撃的です。職員数の大幅な減少、農林水産関係職員
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数の大幅な減少、あるいは市町村レベルにおける予算額の大幅な減少、もう明らかな結果

として出てきております。ただ、書きぶりが、175ページのところ、文章の下から３行目

「将来にわたっての地方における農政の推進体制の確保が必要となっています。このよう

な中」ということで、このような中で地方創生が必要だという、この文脈が少しわかりづ

らいのではないかと思っています。少し農政の推進体制を地方創生の議論の中に無理につ

なげている感がありますので、少しこの書きぶりは整理していただいたほうがいいかなと

思っております。いずれにしても、大変重要な事実を析出しておりますので、その位置づ

けをより明確にしていただきたいということであります。 

 細かい２点目は、179ページの移住・定住に係る論点であります。私どもも主張してい

るいわゆる田園回帰の動きなのですが、こういう形で改めてハイライトしていただいて、

これもうれしく思っているのですが、この中でやはり、移住・定住の動きの中で、従来の

いわばシニア世代中心だったものが、それだけではなく、若い世代も含めて多様化してき

たという、いわば移住・定住者の中身の問題、ここの部分が残念ながら十分書き切れてい

ないと思います。データが大変少ないことは承知しておりますが、その移住・定住者の中

身が変わっているという記述がどこかにあってもいいのではないかなと思っております。 

 最後になりますが、細かい論点の３番目なんですが、188ページに中山間地域等直接支

払への第４期対策大幅減少ということを書いていただきました。これも、こういう形で明

確化していただいて大変うれしいと思うんですが、これはいささか文言レベルの話なので

すが、188ページの一番下の文章、「農林水産省では平成27年度に講じた措置等の活用を

推進し」、多分これは読んで意味がわからないと思います。2015年度にどういうものが行

われたのかということをより明確に書く必要があるのと同時に、とりわけ「措置」という

言葉を白書の中でこのように平気で使っていただきたくないという思いがありますので、

ぜひこのあたりは修文していただけたらと思います。 

 最後の３点は細かい論点だと思ったので、特に前の２点は強調してみたいと思います。 

 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、香髙委員、お願いいたします。 

○香髙委員 前回、真っ黒だと指摘し、大変失礼だったと思うのですけれども、今回は非

常に簡潔でカラフルになったと思います。若干ページの量は増えてしまったかもしれなま

せんが、同じことを伝えるにしても、非常に風が通るような形で表記していただくと、読
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む人へのイメージは随分変わるのではないかなと思います。 

 ミラノ万博のところで、建物だけの写真を載せるよりも、フードコートで皆さんがどう

いう風に日本の食を楽しんでいるのか、豚カツの写真までよくわかるような形で載せてい

ただいたので、現地の体温が伝わってくるなと思いました。短期間での作業は大変だった

と思うのですが、御努力に感謝申し上げたいと思います。 

 2016年の白書については、基本的に部会長に一任したいと思います。けれども多くの人

に農業政策を知ってもらうという作業はこれで終わりというわけではありません。今後も

ずっと続いていくと思いますので、いくつかの視点で、ぜひ考えていただきたいなという

ことを指摘したいと思います。 

 既に何人かの先生が御指摘されていますけれども、やはり国際的な視点といいますか、

世界の中での日本の農業の立ち位置というのを常に意識して情報を発信していただきたい

なと痛感しております。例えば、輸出が伸びていること。この事実は、日本人の誰にとっ

ても誇らしく、うれしいということだと思いますが、こうした動きは国際的に突出したも

のなのか。それともほかの国の伸びに比べれば大したことはないのか、比較が伝わってこ

ないので、よくわかりません。伸びを強調することは、かかわっていらっしゃる方々の勇

気づけにつながりますが、客観的な物差しとしては（表記の仕方が）不十分に感じました。

そのあたりの分析を今後、よろしくお願いします。 

 今年の白書で少し残念だと思うのは、2020年の東京五輪を控えて、農業界として今何を

すべきかという表記がほとんど見当たらない物足りなさです。多分この分厚いほうの冊子

には若干書かれているのだとは思いますけれども、やはり骨子のところで書かれていない

ということは、少し腰が引けているような印象が否めません。組織委員会の基準の開示を

待つとか、選手村やスタッフへの提供の食数が1,400万食にすぎず、大きな数ではないと

いう議論で立ちどまるのではなく、五輪は日本中が国際見本市になるとお考えになっては

いかがでしょうか。農業界の今後の命運を握るぐらいの気構えで、ぜひ司令塔としての旗

振り役をお願いしたいと思います。 

 私どもが知りたいのは、北京とかロンドンとかリオとか、近年の五輪で各国の農業界に

どのような影響があったか。どのような課題を残したか。そして、日本は残り４年という

わずかな期間でどのように変わるべきなのか。少子高齢化の日本で成長していく上では、

海外の人々の需要を取り込む、みずから出ていく輸出という面が重要ですが、日本に来る

2,000万人の方々にどれだけ日本食をアピールできるかというのも重要な視点ではないで
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しょうか。例えば、国際的に関心が高い有機栽培が、日本で十分につくられるような環境

が整っているのかどうか。ＧＡＰ認証制度などは十分に農業者の方々が取り組めるような

形になっているのかどうか、課題は山積しています。そういったことは一朝一夕でできる

取組ではないということはわかっております。だからこそ、まだ多少距離があるこの時期

に、全体状況を把握した上で、明確な方向性を示すということが必要ではないかと思いま

す。 

 今、インターネットを使えば、誰でもある程度海外の情報も入手できます。ただ、国に

しかできないことは、高度な目線で国と国との情報交換の上で正確な情報収集をするとい

うことです。その意味では、一般の人には到底追いつかないような統計面の重要な情報網

を国は持っていらっしゃると思います。こうした情報をしっかりとまとめて民間に提示し

ていただくことにより、（その情報をベースにした）民間の方々の自由な発想を呼び込む

ことができるのではないかと考えます。 

 話はそれますけれども、今年の入社式で多くの経営トップの方々が変化への対応力の必

要性ということを強調されていました。国際展開されている企業のトップの方々が、最近

すごく変化のスピードが速くなっているなと実感されているからこそ、こういったことを

発言されたのではないかと思います。年明けからの株価の急落や、数年前にはこの世の春

を謳歌していたシャープの凋落や外資への提携など、これまででは想像もしなかったよう

なことが瞬時に訪れる事例が最近見受けられます。農業界は、なかなか変化するのが得意

ではないような業界のように感じております。しかし、変化への対応というのは、農業界

に限らず、どの産業でも今迫られているのだとぜひ受け止めて、目配りしていただいた上

で、内なる変革の必要性というのを事あるごとに伝えていっていただければいいと感じま

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、ここで一旦切りまして、事務局から御返答いただきたいと思います。まず情

報分析室からお願いします。 

○情報分析室長 貴重な御意見をいろいろありがとうございます。また、今回の白書の修

正にかかるものと、あわせて今後に向けての貴重な御意見がいただけたと思っております。 

 伊藤委員から章立ての話がございましたが、今回、基本計画に沿った形で章立ては考え

てやっておりますけれども、食生活の質とか、世界に対する貢献とか、いろいろな切り口
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というのがあろうかと思いますので、そういったことも含めて、今後の検討に生かしてい

きたいと考えております。 

 また、小田切先生からの御指摘にありました点につきましては、書きぶりも含めまして、

非常に重要な点だと思いますので、検討していきたいと思います。 

 また、横断的なテーマ・インデックスにつきましても、切り口としてどのようなワード

を拾っていけばいいかとか、またちょっと御相談させていただければと思いますけれども、

どのようなことができるかというのを検討してみたいと思います。 

 農村政策につきましては、貴重な御意見をいただきましたので、これをあわせまして検

討を進めていきたいと思っております。 

 また、香髙委員からも、新しい視点をまたいただきました。国際的な視点というのも、

基本的には日本農業について書いている白書ということになりますけれども、それを見る

に当たっての国際的な比較とか、そういった視点も重要かと思いますので、またこれも今

後に向けて、できるところはやっていきたいと思っております。 

 また、オリンピック等の記述も、だんだん近づいてまいりますと、そのようなことも非

常に大きい話になってまいるかと思いますので、そこも気をつけながら、記述に取り組ん

でいきたいと考えております。 

○技術総括審議官兼農林水産技術会議事務局長 よろしいでしょうか。 

 奥野委員から、技術開発、スマート農業についての御意見をいただきまして、ありがと

うございます。 

 これは概要で申しますと23ページ、あるいは本文でいきますと160ページぐらいに記述

させていただいておりますが、大体おっしゃったようなことにつきましては一生懸命記述

しているところでございますけれども、１点、女性でも取り組みやすくするという視点が

ないのではないかという御指摘はそのとおりかもしれませんので、体力のない方も誰でも

男女を問わず省力化ということで書いているのでございますが、その辺について、必要が

あれば、女性も対象としていることをちょっと書き加えようかなと思っております。あり

がとうございました。 

○中嶋部会長 それでは、政策統括官、お願いします。 

○政策統括官 奥野委員から、中国のジャポニカ米人気のお話がございました。おっしゃ

るとおりで、中国はもちろん長粒種のウエートが高い中で、意外と東北部を中心にジャポ

ニカ米、短粒種が生産されておりまして、おっしゃるとおり、そのおいしさに気がつき始
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めている方が多くなっているというのは事実だと思います。私ども政府全体で輸出に取り

組んでいる中で、米の輸出もかなりの比率で伸びてはおりますけれども、現実の輸出先と

しては、現在は、香港、シンガポールが大宗を占めております。中国につきましては、い

ろいろな理由があって、仕組みの問題もありまして、なかなか輸出量のウエートは小さい

わけでございますが、潜在的には物すごい可能性がございますので、関係業界にも御努力

いただいておりますし、外交的にもいろいろなルートを通じて、仕組みの問題については

かなり努力を続けておりますので、引き続き御支援をいただければと思います。 

○中嶋部会長 それでは、食料産業局。 

○食料産業局審議官 食料産業局でございます。 

 伊藤委員からの御指摘は、官房から申し上げたとおりでございますけれども、今後検討

してまいりたいと思います。 

 小田切委員からのお話でございます連関表の書きぶりについては、相談の上考えたいと

思います。 

 １点だけ申し上げたいのは、６次産業化です。６次産業化については、私どもとしては、

農村の地域の方々のそれぞれ地域の特色を生かした商品づくりということで、まさにそこ

で新しい需要をつくっていくのだということが６次産業化の基本であるという認識では、

もともとそういうことで進めております。ただ、ちょっと書きぶり等は検討させていただ

きたいと思います。 

 それから、香髙委員のお話につきましても、今後検討させていただきたいと思います。

確かにオリパラの話は本文にちらっとは書いてあるのでございますが、ちょっと今後の来

年度以降の課題として検討させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○中嶋部会長 ほか、よろしいですか。 

 香髙委員から、輸出が伸びているのだけれども、これはほかの国と比べてどうなんだろ

うかという御質問、御指摘があったのですけれども、そういったデータは確認できますか。 

○食料産業局審議官 すみません、今はちょっと持ち合わせておりませんので、それも含

め、考えたいと思います。 

○中嶋部会長 それから、伊藤委員から非常に重要な御指摘があったのですが、食の世界

の貢献という視点。これは大きな問題なので、場合によっては来年度また検討するという

ことなのですが、例えばミラノ万博で日本館をつくったときのコンセプトというのはそこ

に盛り込まれていると思うので、単に何人、これだけ人が来たということではなく、どう
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いう考えでこれを運営していったのかということは書けるのではないかなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それから、奥野委員から、ＩＣＴでなくＩｏＴという観点からも議論できるのではない

かということで、確かにその言葉が出てこないんですけれども、これは研究といいましょ

うか、施策的にそういった取組はされていますか。もしそうならば、そういう頭出しを今

年度もしておいたほうがいいように思うんですけれども、可能であればちょっと対応して

みてください。検討をお願いします。 

 それでは、再び委員から御意見をいただきたいと思いますので、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。まず、この白書そのものにつきましては、非常にう

まく仕上がっていると思います。改めて、関係者の皆様の御尽力に感謝を申し上げたいと

思います。 

 その上で、これは具体的にどのように実効性を持たせてやっていけるのだろうと思いま

すと、いろいろ心配事もありますので、思いつくままに少し申し上げたいと思います。 

 まず資料１の概要の３ページに、ＴＰＰに関連して、「平成28年秋を目途に政策の具体

的内容を詰める」と書いておられます。どのようなイメージでそれを仕上げようと思って

いるのか、まだ全くわかりませんけれども、これは本当に必要ですので、受け身ばかりで

なくて、どう攻めるのかということを、改めてきちんと省内で、あるいは我々民間も含め

た形で議論をお願いしたいと思います。 

 次に、７ページの輸出に関して、7,451億円になったということは、非常にすばらしい

ことだと思いますが、もうこの辺まで来ますと、そろそろきめ細かな戦略というのでしょ

うか、このアイテムを何年までにこの程度増やす、あるいはこの地域にこういうことをや

っていく、という具体的な戦略をきちんと立てて、それを業界を挙げて推し進めることが

必要だと思います。何となく結果論でこうなっているからよかったですねではなくて、こ

ういうマイルストーンでこういうことをやっていくのだということを、議論しなくてはい

けないのではないかという気がいたします。 

 それと、15ページの６次産業化のところで、「６次産業化プランナーを全国に配置」と

書いておられます。配置だけで済む話にはなりませんので、実際に配置された後どういう

実効性を上げられたかということを、ぜひＰＤＣＡを回していただいて、毎年レビューい

ただく必要があると思います。 
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 18ページの担い手のところです。これは、日本全体、我々産業界もそうですが、少子化

の中で非常に苦しんでいる部分です。したがって、非常に微妙な話かもしれませんが、外

国人の方達も含めた形でいろいろ考えていくタイミングにそろそろ来ているのではないか

と思いますので、この辺に関してはぜひ省内での議論を深めていただければと思います。 

 また、26ページの農山漁村活性化ビジョンにつきましては、以前にも何度か申し上げた

通り、ぜひ１次産業だけで考えるという発想をやめていただいて、２次産業、３次産業も

含めた農商工連携をぜひ進めていただくというお願いを改めてしたいと思います。その結

果として出てきた成功事例については、いろいろな場で共有いただくということで、同じ

物まねをしてうまくいくかどうかという疑問もありますけれども、少なくとも成功事例を

みんなが共有しながら、こういうことをやればいいのだということをやっていくというの

は、多分一番の近道だと思います。 

 それともう一つ、新たな食料・農業・農村基本計画のときに議論しました所得の増大に

関する言及が全くないのですが、そういう１次産業の活性化のためにやらなくてはいけな

い大きなこと、これは担い手の確保であり、どのようにこれからマイルストーンを立てて

いくのかということも含めて、将来へ向けた道筋をきちんとこういう中でも議論していく

必要があるだろうと思います。 

 ただ、冒頭に申し上げましたように、この白書そのものに関しては、特に大きな異論は

ございません。 

○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 冒頭、白書については最終的には部会長に一任をいたしますということで、

意見を言わせていただくと、基本計画に掲げた目標の設定状況というか、年次報告のよう

なものですから、長期計画に対する今年度の達成目標がどうだったのかということと、そ

のＰＤＣＡの回し方は、小林委員もおっしゃいましたけれども、うまく回っているのかど

うかという点が少し全体論で不安が残った点であります。 

 それから、私は農業の生産の現場におりますけれども、農業の成長化産業にこの報告書

がどのようにつながっていったのかが具体例でよく見えない。例えば、人手不足に対する

具体的な解決策を検討はしたということになっていますけれども、具体的に生産現場は、

この政策がうまく現場におりてきて、この施策のおかげでよくなったのだという実感が特

に伴うような形になり切っていないというところが、ちょっと不満の残るところでありま
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す。災害対策については非常に実感を持ってやられたので、これについては非常に現場に

も伝わっていますし、わかりやすかったなということを考えました。 

 ２つ目でありますけれども、自給率の向上にどのように結びついていくのかの年次計画

と、それから継続的な検証の関係が、一応書かれてはいますけれども、まだまだ不十分で

はないのか。それから、有機に関しても、0.4％を１％まで上げるのだという計画は立て

られながら、具体的にどういう方向、どういう施策をもってそのようになるのかというと

ころが不十分だなという気がします。 

 それから、３つ目でありますけれども、日本はいずれにしても食料の輸入大国であるわ

けですけれども、輸出国は「ありがとう、よかった」という態度だと思うのですが、食料

が手に入らない国がいくつもあって、日本は逆にお米などは余って備蓄している。こうい

うものの計画的な食料援助のような視点がもう少しあったほうがいいのではないかなとい

う気がしました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、里井委員、お願いいたします。 

○里井委員 ありがとうございます。白書につきましては、大きな異論はございません。

とても見やすく、わかりやすくなったと思っております。お礼申し上げます。ありがとう

ございます。 

 白書というのは、国会の報告とか、あと各省での迅速な理解につながるといういろいろ

な目的があるかと思うんですけれども、あえて、さらに国民全体への情報共有という意味

を込めての広い視野からの意見を一つ、二つ申させていただきます。 

 先ほど小田切委員からもお話がありましたが、１つ目が、次なる人への問題ということ

も兼ねまして、ウエブリンクへの活用といったものもうまく今後活用されたらいいのかな

と感じました。というのも、最近では印刷物を読んで何か情報を知りたいという人よりも、

ウエブ上、ネットを使っての情報収集という人が増えてきていると思うんです。この白書

というものも、実はこんな大きな印刷物を読むというよりも、まず何かキーワードで知り

たいと思ったときに、例えば概要がリンクに上がったときに、そこをまずチェックすると

いう人が今後増えてくるのではないかなと。そうなったときに、いくつかのキーワードが

私の中でも響いてまいりました。先ほどちょっと小田切委員からもお話がありましたが、

６次産業化というページ、概要では15ページ、案の冊子では87ページになるのですが、
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「６次産業化プランナー」という言葉が出てきます。これは、事前に私は説明を受けたと

きにも質問させていただいたんです。よくよく伺っていれば、実はきちんと公募もされて

おり、きちんと今全国にこういう方が配置されているというページがございます。例えば、

白書の中、概要の中でも、全部を書いてしまうと、逆に見づらいということもございます

ので、詳細はこちらといったリンクのＵＲＬがあるだけでも、またさらに情報を知りたい

と思った人への温かい考慮なのかなと感じました。６次産業化プランナーは、よくよく本

当に見て掘り下げてまいりますと、大勢の方が全国に配置されていて、非常にたくさんの

活動もされていて、きちんと公募もされているという、この民官一体になる姿勢のような

ものも感じましたので、そういったものも同時にここから見られるようなリンクをうまく

活用されるのも一案かと思いました。 

 同様にもう一つ、概要では８ページ、案の冊子では33ページに当たるのですが、地理的

表示、ＧＩマークは本当に最近の３月での出来事です。これは、既に私も全国農業農村委

員という立場も込めてなんですけれども、全国を回らせていただく中で、例えば鹿児島に

行ったら、この「壺造り黒酢」の地理的表示をされた農家さんたちというのは物すごくや

る気になっていらっしゃいました。そして、一方で、同じく他県で黒酢などをつくってい

らっしゃる方は、どうすればこれをもらえるようになるのだろうか。一つ、こういったマ

ークというものがマスコミにも取り上げられたということで、非常に活気づいているきっ

かけにもなっているんです。そういう意味も込めまして、例えばこれは３月ですので非常

に新しい情報だと思いますので、これに関しては詳細はリンク先にありますとか、そうい

った公募を踏まえての国民全体にも親しみやすい内容のところに関しては、ウエブといっ

たものをうまく活用されて、さらに情報を全体で共有していけるという姿勢の箇所もあっ

てもいいのかなと思いました。 

 全体に関しましては、冒頭に申し上げましたように、とても見やすく、わかりやすくな

っており、大きな異論はございません。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、生源寺委員、お願いいたします。 

○生源寺委員 私は、概要というよりも、本文の案のほうを拝読させていただきました、

動向編のほうですけれども。それで、それこそ学生の論文を読むかのように読んだような

ところがあって、表記の揺れとか、そういったものも今回は非常に少ないと思います。私

も何回かこの段階のものを読んできましたけれども、非常に完成度の高いものになってい
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ると読ませていただきました。ただ、ほとんど趣味の領域になるようなこともあって、多

少気がついた、気になった点がありますので、これは後で置いておくようにいたします。 

 それで、全体としてこういう形でよろしいのではないかと現段階では考えております。

それで、一、二印象に残ったといいますか、ちょっと表現の上も考えていただきたいなと

いうところがありまして、一つは６次産業化です。これは、テーマ・インデックスのとこ

ろにもありますように、ほとんどの章にかかわっていますので、今回は需要の開発という

か、こういった観点からですので、１章になっておりますけれども、違う観点からだと、

場合によると２章とか、ひょっとすると３章ということもあるかなと思います。もちろん、

ある程度分散することになるかと思いますけれども、中心がどこになるかということは恐

らく柱の立て方によって変わってくるかなと考えました。 

 それで、ちょっと気になったのが定義の246ページ。傍聴の方にはこれが手元にないの

で非常に恐縮なんですけれども、246ページに６次産業化の部分があるわけです。それで、

本文とか事例については、ほとんど農林水産業あるいは農林漁業者を起点として、２次、

３次の領域のものを取り込むという事例なんですけれども、この表現は「１次産業として

の農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等の事業との総合的か

つ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組」ということ

ですので、起点がどうもはっきりしない書き方になっているような気がいたします。 

 それで、誤解のないように申し添えますと、例えば２次産業を起点として１次産業を取

り込む、あるいは３次産業を取り込むという形で、ビジネスのウイングを産業分類上のも

ともと２次産業だけに限定しないような取組も高く評価していいと思います。あるいは３

次産業から２次、１次ということもあっていいかもしれませんけれども、「６次産業化」

という言い方自体はやはり１次産業を起点にしているものに限定しておいたほうがいいの

ではないかと思います。本文の中身はもう完全にそうなっていますので、この定義はちょ

っとニュートラル過ぎる、起点がどこにあってもいいような書き方になっているかなとい

う気がいたしました。 

 それからもう一つ、これは非常に苦労されていると思いますけれども、米政策改革の関

係で、これは135ページの一番下のあたりです。要するに生産調整の問題で、今の時点で

白書の中に書けることというのは極めて限定されていることを十分承知の上で申し上げる

のですけれども、日本語として一義的に理解できないような部分もあるのではないかなと。

例えば、最後の行になりますけれども、「このような取組を行政・生産者団体・現場が一
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体となって進めているところです」とあるのですが、この「このような取組」が何を指す

のかが、これを読んだだけではちょっとわからないということがありました。 

 それから、この２行前に「定着状況をみながら」とありますけれども、これも何の定着

状況なのか、多分、一義的に理解することはできないと思います。読む人によって理解が

異なるような可能性もあるのではないかと思っております。書けることが限定されている

ことを前提に申し上げていますので、要するにこれは何を指すかということが明確になる

ような形の記述になればいいように思います。 

 ついでに申し上げますが、その前に、前年産からシェアを固定して、ある意味では生産

数量目標を機械的に配分するというやり方をやっておられるわけで、これの意図は私も理

解しているつもりでありますけれども、そのことについて、各都道府県は、配分がなくて

も、要するに生産数量目標等を把握することができると書いてありますけれども、これは

言わずもがなといいますか、総量がわかれば、要するに比率で配分すればわかるという話

ですので、あえてこういうことを書くことの意味がどこにあるのかなといったところであ

ります。 

 もう１点のみ申し上げます。これは本当に感想なんですけれども、76ページの食品産業

の動向についてなんですけれども、77ページに、ディフュージョン・インデックスの動き

の中で、食品産業については、要するに安定している、景気の状況に左右されにくいとい

うことを書いておられる。これは私は非常に印象的でありました。というのは、リーマン

ショックの直後の白書でやはりＤＩのもう少し細かな産業分類別の状況を示して、そのと

きも、もともとそんなに高くないわけでありますけれども、これは食品製造業に限定して

いたかと思いますけれども、しかし、リーマンショックの後もそんなに落ち込んでいない

というものが出てきました。ただ、そのときの白書の表現はどちらかというとネガティブ、

低い、停滞しているといった表現だったと記憶しておりまして、私もちょっと確認はして

いないのですけれども、今回のこのＤＩの評価について、私は食品産業あるいは食品製造

業の特徴をよく表現されているのではないかと思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、また一旦ここで区切りまして、事務局から御返答をお願いします。 

○政策統括官 生源寺委員から、米政策の部分につきまして御意見を頂戴いたしました。

本文の135ページのところを引用していただきましたが、135ページの下から３行目から次
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ページの１行目までの文章というのは、極めて微妙なワーディングでございまして、これ

は御案内のとおり、平成25年の暮れに政府与党で米政策見直しの決定をした際のワーディ

ングをほとんどそのまま変えていない書き方でございます。御指摘の趣旨はよく理解して

おりますけれども、ここのところを書きかえるというのは極めて難しい状況がございます。

ただ、全体の文章の中で、置き方とか、つながりとか、そういうことがもし工夫できると

ころがあれば、その余地はあるかもしれません。ただ、このワーディング自体はそういう

趣旨の表現でございます。 

 それから、その数行上からのところのお話がございました。平成28年産は県別のシェア

を固定して配分しておりまして、これにより各都道府県が自分で国からの配分がなくても

把握できるというのは、言わずもがなというのはおっしゃるとおりであります。しかし、

ここのところも非常に重い意味がございまして、平成30年産以降の状況が既にこのシェア

の固定によって、今の段階からもう30年産の姿にニアリーイコールになっているというこ

とを私どもは全国でも申し上げ、関係者に理解をしていただいております。すなわち、平

成30年産以降は名実ともに国がマクロの状況の情報提供だけをするということになるわけ

ですが、今の段階からこのシェアの固定を行うことによって、今でも国がある意味、既に

マクロのものしか実質的に示していないということになっています。あとは各県が電卓を

たたけば自分の生産量がわかるということが、30年産を先取りした予行演習が行われてい

るということを、強い思いを込めて申し上げておりますので、できれば白書におきまして

も、こういった趣旨のことを書きたいということで書かせていただいているところであり

ます。 

○食料産業局審議官 まず、小林委員からの輸出の関係でございますけれども、輸出につ

きましては、今でも輸出の戦略の中で重点国を決め、あるいは重点品目を定め、あるいは

輸出戦略の実行委員会がございまして、その中に品目部会あるいは品目別に輸出団体など

をつくって、毎年のＰＤＣＡを回しながら選択しているということでやっております。た

だ、今回のＴＰＰの大綱の中でも、戦略的輸出体制の整備というのが検討課題となってい

るところでございまして、今、官邸のほうといいますか、活力創造本部の中にワーキング

グループをつくって、より具体的な戦略について検討しているところでございますし、政

府与党のほうでも同じような検討が行われているところでもございます。今後、より具体

的な戦略づくりについて、詰めて考えてみたいと思っているところでございます。 

 それから、６次産業化プランナーの件でございますけれども、プランナーは、これはも
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ともと６次産業化法ができた平成23年から全国に配置しているものでございまして、当初

は国が配置しておりましたけれども、各都道府県レベルでの配置というものだけがあった

わけでございます。その後いろいろ制度の見直しをしまして、現在では中央サポートセン

ターという形で全国横断的なものが二百数十名、あとは各都道府県のほうで配置していた

だいている都道府県のプランナーがいらっしゃいまして、合わせて1,000名ぐらいのプラ

ンナーがおられる。このような状況となっておりまして、国でやっていたころから、プラ

ンナーにつきましては、毎年、どういう活動をしているのか、どういう成果が上がってい

るのかというのを評価して、場合によっては来年は再任していただかないといったことも

進めていたところでございます。今は県のほうに、それに準じてやっていただきたいとい

うことをお願いしているところでございます。 

 それから、ウエブの工夫の話が里井先生からございました。これはまた官房とも相談し

ながら、ＵＲＬのやり方等々、考えてみたいと思います。 

 それから、生源寺先生からございました６次産業化の定義といいますか、その話です。

６次産業化法の考え方からしても、農林漁業者が主体となってというのが明確にございま

すので、ちょっとこちらの書きぶりについては修正する方向で考えさせていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○生産局生産振興審議官 生産局です。 

 近藤委員から、有機農業がなかなか進んでいないということで、御指摘がありました。

我が国の気候条件の中ですと、有機農業は実は非常に高い技術力が必要になっています。

なかなか取り組まれた方も、やはり病気が出たりとか、いろいろそういうことがあって、

十分収量が上げられないで、所得がなかなか稼げない。そういうことで、169ページにあ

りますけれども、一つは、技術の実証とか技術講習会、それから先に先達のところへ研修

で入っていただく。そういう機会をふやすということで実力を上げていただくというのが、

一つ、取組として、それから２つ目としては、できた有機農産物をどううまく評価をして

いただける実需の皆さんにつなげるか。ここのところで評価をしていただいて、正当なと

いうか、高い価格で買っていただく。ここのところのマッチング、この２つを施策として

は重点を置いて進めているところです。あと、環境保全型農業直接支払交付金の中で、有

機農業を一つのメニューとして支援させていただいております。１％という目標、これ自

体も低いのではないかというお声がある中ですけれども、何とか目標の達成に向けて取り
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組んでいきたいと考えております。 

○経営局審議官 それから、人材の関係について、小林委員、それから近藤委員からいた

だきました。まず人材のほうの新規就農なり、あるいは教育という観点からは大分書かせ

ていただきましたが、その中で例えば給付金の事業あるいは農の雇用事業につきましても、

毎年、そういう意味では、いろいろな法人協会の方々、それから給付を受けられている

方々との意見交換も通じまして見直しをしながら改善はしてきているところでございまし

て、この点については引き続き対応してまいりたいと思います。 

 また、さらに小林委員のほうから、恐らく農業だけではないんだと思いますけれども、

その人材、外国人も含めてといった御議論がございました。この点については、政府とし

ては、高度人材については積極的に登用するということでございますが、言ってみれば単

純労働者の受け入れについては極めて慎重なということが、今の段階での政府の取組方針

でございます。一方で、そうは言いながら、実際に現場で非常に困っているという認識あ

るいはそういった問題点については、相当各方面から伝えられているところでございまし

て、今回の白書の中でも、これは雇用、担い手とか、そういう位置づけではない、そうい

う意味でトピックス的に外国の技能実習のところも書かせていただいておりますけれども、

そういった優良な受け入れ団体については、言ってみれば、非常に長くということも含め

て、今、法律が出ているということもありますけれども、そういった技能実習というのは

あくまでも国際協力という枠組みですから、そういったものを超えて、どのように労働力

を活用していくかという点は、まさしく今、秋に向けての人材力をどう確保していくかと

いう議論の中でも少し論点に上がっているところということでございますので、そういっ

た点も含めて、今後検討してまいりたいと思っているところでございます。 

○農村振興局審議官 農村振興局でございます。 

 小林委員から、活性化ビジョンに絡めまして、１次産業だけでなく、２次、３次を含め

て農商工連携といったことも大事ではないかということでございますがこれはビジョンの

中では、仕事をつくるという中に当然そういう発想が入ってくると思いますけれども、下

のほうに事例としまして、25ページですと、６次産業化に絡んだ事例などを書いたつもり

ではございますが、表現が工夫できるかどうかは少し検討したいと思います。それから、

成功事例をよく共有して皆さんに発信をということにつきましては、白書でもこういった

事例をなるべく載せるようには努力しておりますが、これ以外にも、ここにあります「デ

ィスカバー農山漁村（むら）の宝」をはじめ、私どもの表彰制度もいろいろございますの
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で、そういった場での活用、発信、あるいはホームページその他いろいろな媒体を通じて

の発信に努めてまいりたいと思います。 

 ご意見どうもありがとうございました。 

○総括審議官（国際） 近藤委員から、食料不足、それから食料援助、こういうところの

記述を充実すべきではないかという御指摘がございました。本文のほうになりますが、食

料需給の状況につきましては、41ページぐらいに折れ線グラフを出させていただいており

ますけれども、実は過去に比べますと穀物の国際価格は非常に落ちついてございますので、

そういう現実を反映して、ちょっと飛びまして47ページに、開発途上地域における栄養不

足人口というグラフを出させていただいております。これによりますと、栄養不足の全体

の目標は、一応全体としてはほぼ達成したということですが、地域的に南アジアや東部ア

フリカ等で達成に至っていないといった分析をした上で、国連の新しい開発目標について

もその下に書かせていただいております。こういうことですが、我が国としてどういう国

際協力があるかというのはその次にあるのですけれども、その次には、今年は非常に官民

対話でベトナムなど、そういうところに重点を置いたものですから、食料援助についてあ

まり書いていないということは事実でございます。そのページの下のほうに空欄がありま

すので、もう少し記述を何か書けるかというので検討したいと思います。 

 ここに、先ほど言い忘れましたけれども、伊藤委員からも、人材の育成なり技術協力で

やっていることをということで、ここも同じようなところで、抽象的・一般的にしか書い

てございませんので、その空欄を使いまして少し記述するように検討したいと思います。 

○中嶋部会長 それでは、政策課。 

○政策課長 小林委員のほうから冒頭、政策大綱の関係で、秋を目途に検討ということだ

けれども、どうなっているのかというお話がございました。実は、その大綱の中には、具

体的に12項目について検討するということが掲げられておりまして、先ほどちょっと話が

出た人材力の話とか、あと生産資材の価格形成をどうするのかとか、流通・加工の話、あ

と輸出のほうも、戦略的輸出体制とか、原料原産地をどうするのかとか、収入保険をどう

するのかとか、そういう12項目が掲げられております。ものによって今ちょっと進捗状況

が少々違うんですけれども、今、政府のほうでは、特に官邸も含めまして、輸出のほうは

今後どうしていくかと。先ほども、輸出は目標の時代ではなくて、まさにどうやってふや

していくかということが焦眉の急だという御指摘がありましたけれども、まさにそのとお

りでございまして、現在、官邸のほうでは、なかなか伸びない原因はどこにあるのかとい
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うのを業者の方々、関係者の方々からよくお伺いして、その障害をどうやって乗り越えて

いくのかという観点から、ヒアリングを中心に議論がされていると承知しておりますし、

生産資材の話なども、これも内閣官房を含めて、メーカーの方とか業者の方々から、今の

実態はどうなっているのかというのを委員会の方々を含めていろいろ今の問題点について

出していただいている状況ということでございます。秋までに取りまとめということです

から、方向性などはこれからのことだと思いますけれども、そういうことで議論は始まっ

ているということでございます。 

 もう一つ、所得の関係につきまして言及がないというお話がございました。白書にどう

書くかは、これからまた御指摘を踏まえて検討ということだと思いますが、マイルストー

ンの関係につきましては、これも皆さんで御議論いただいているものなので、釈迦に説法

でございますけれども、白書の中に、白書の参考資料の中だったと思いますけれども、農

業所得の試算と、農村地域の関連所得の試算ということで、平成37年度にどのくらいの農

業所得であるかとか、農村地域についてどのくらいの所得を上げるのかということで、試

算が出ております。農業所得で言うと、平成25年度が2.9兆円のところ、平成37年度には

3.5兆円になると。農村地域のほうでは、成長を期待できる７分野ということでお決めい

ただいておりますけれども、その７分野について、平成25年度では1.2兆円なんですけれ

ども、平成37年度には4.5兆円に増えていくという試算を出しておりますので、これが一

応目標というか、これを目指して、この試算どおりいくように、政策もちゃんと展開して、

頑張っていくということになっているのではないかと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○情報分析室長 白書におきまして基本計画の目標達成なりをどう書いていくかというこ

とにつきましては、今年につきましては、自給率等、数値で把握できるものにつきまして

は、食料章の最初のところに書かせていただいて、あとは施策ごとにそれぞれの記述があ

るという形の認識でおりました。 

 あと、ウエブとのリンクにつきましては、また検討したいと思いますけれども、白書自

体にそのＵＲＬをどこまで書くか。今はあまり書かないように実はしておりまして、要は、

後々見たときに、そこまでたどり着けるかどうかという課題もありますけれども、一方で

白書自体も全文ホームページに出ておりまして、検索も可能になっておりますので、どう

いったことができるかというのはちょっと検討していきたいと思っております。 

○中嶋部会長 今の最後の部分ですが、里井委員が考えていらっしゃるのは、ウエブに載
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っているＰＤＦファイルのところで、どこかのサイトにリンクできるような形にできない

かということですね。 

○里井委員 はい。白書そのものに記入というよりは、ＰＤＦの段階でのところのみです

ので。 

○中嶋部会長 その場合に、冊子体で配っている文書の構成と、ウエブに載っている文書

が少し変わってしまうということが、役所として可能なのかどうかということにもかかわ

ってくるのではないかと思いますが、そこら辺は検討していただくということでよろしい

ですか。 

○里井委員 そうですね。 

○中嶋部会長 わかりました。 

 それから、近藤委員から、自給率の向上がどのように達成されるのか、もしくはできな

いのかということの分析が必要ではないかという御趣旨の発言だったのではないかと思う

んですけれども、これは何かありますか。 

○政策課長 政策については、今、政府全体でＰＤＣＡサイクルを回すように、そういう

制度ができ上がっておりますので、それぞれの政策の評価というのを毎年度やっていくこ

とになると思いますので、そこの段階で一つ一つの政策の効果を評価することによって、

その積み重ねで自給力向上などにつながっていくと思いますので、自給率自体の評価につ

いては、政策評価を踏まえた上で、最終的にやるということになるのではないかと思いま

すけれども、いずれにしても、法令によってそういうことが定められておりますので、そ

れに従って評価していくということになろうかと思います。 

○中嶋部会長 ちょっと私がこの段階でしゃべるのもなんですが、39ページに自給率が

39％の話が書いてあるのですが、ここら辺の説明ぶりが少しわかりにくいところがあるの

ではないかと思いますので、直接近藤委員がおっしゃったこととつながるかどうかわかり

ませんが、少し丁寧に書いていただいたほうがいいのではないかなと思いました。 

 失礼しました。 

 それでは、再び委員の御意見をいただくことにいたしまして、藤井委員、お願いいたし

ます。 

○藤井委員 わかりやすくなっていますし、読みやすくなっているので、いいかなと思い

ますが、３点、意見を述べます。 

 まずは、今回初めて重点テーマを設定して４つ掲げたということを「はじめに」の１ペ
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ージにも書いてありますけれども、この重点テーマが目次でも地の文でも少し埋没してい

るような気がするんです。例えば、目次もせっかくのカラーが目立たない。第１章で言い

ますと「食料の安定供給の確保に向けた取組」の下に「重点テーマ１」と書いてあります

けれども、これもちょっと埋没していると思うし、例えば21ページに「重点テーマ１」と

書いてあるけれども、ただ四角で囲ってあるだけのような気もする。もうちょっとわかり

やすくしたらどうでしょう。「重点テーマ１ 食料自給力の動向」というのはそれでいい

のですけれども、その下でテーマを説明するのが体言止めで終わるというのはちょっと素

っ気ないのかなと思います。 

 もう１点は、事例を今回わかりやすく紹介していただいて、これは非常にいいなと思う

んですけれども、個人が登場している事例について、その個人の方の年齢を入れていただ

いたほうがいいのかなと思います。例えば、86ページですか、やつしろ菜の花ファームの

岡初義さん、その下には「加賀れんこん」の川端さんと、何となく若そうでもあるし、年

配かなという感じもします。これが若い人だったら、こんなに若い人がこういう農業でチ

ャレンジするのかとも思いますし、ある程度年齢のいった方がされると、それほど年齢が

いかれても、農業ではそういうチャレンジができるのだなという読み手側の共感につなが

るかなと思いますので、検討していただければと思います。 

 それともう一つは、コラムなんですけれども、例えば20ページの下に「コラム」と書い

てあります。コラムというと、読み手にとっては、筆者の思いとか、考えとか、批評とい

ったものを読もうと思ってコラムを読むと思うんです。いくつか私も読んだのですけれど

も、この白書の中のコラムというのは、そういう期待感を持って読んだときのコラムでは

ないなと。ある種の紹介記事のような気がします。このＴＰＰもこの順番になっています

ということですし、例えば36ページは、ミラノ万博ではこうだったのですよという紹介な

んです。白書という性格上、閣議決定されるので、筆者の氏名を入れるものではないかも

しれないので、そこはコラムという名前を変えたらどうかなと思います。ただ、これまで

の継続性というのがあるので、すぐには無理かなと思いますけれども、今後検討していた

だければなと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、松本委員、お願いします。 

○松本委員 トータルとして、全体としては小田切委員からもちょっとお話がありました
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けれども、申し上げてお願いしておりました市町村行政の事業予算とか、こういう項目も

本体できちんと触れていただいているので、大変よかったなと思っています。この上は、

こうした実態を踏まえた国の行政といいますか、そういうものの構築を深めていただきた

いというのが一つです。 

 それから、あと１点、これは今回ではなくて、先々に、次年度なりにちょっと、次年度

のことを言うと鬼が笑うということもあるんですけれども、先々のことについて、ちょっ

と要望といいますか、お願いしたいと思います。１点です。小林委員からも触れられまし

て、渡邊政策課長から御説明がありましたけれども、いわゆる所得の増大とか、概要版で

は16ページ、それから本体では92ページですか、表がありまして、農業総産出額と生産農

業所得の推移ということで、トータルの表は記載されて、姿が見えているのですけれども、

これはこれで大切なことなのですが、文書の中で「所得の増大」とか「６次産業化」とか、

大変幅広くいろいろなところにこういう言葉が出てくる、ちりばめられている。こういう

中で、ではそれで実態的にブレークダウンした個別のところはどうなっているのかという

ことで見ますと、ほとんど今回はないです、この今回の白書に。それはいたし方ない。統

計上とか、あるいは分析上とか、あるいは切り口の視点の難しさとかがあるのかもしれま

せんけれども、まずゼロです。そこでお願いなんですが、以後、ぜひこういう観点での分

析なり、農業所得、個別経営体なり、あるいは基本計画で営農類型が出ているわけで、そ

の目標も出されているわけでありますから、それとの対照表といいますか、対応で、今ど

ういう現状にあるかとか、いろいろこのやり方はあると思いますが、何か出しておく必要

があるのではないかという印象を持ちました。付言すれば、白書に限らず、いわゆる個別

経営体の農業者の所得動向というのは、最近大変見えないといいますか、一般的に見えづ

らい状況であるので、本来の日本の農業経営者の実力というものを、トータルではなかな

か難しいかもしれませんけれども、個別に見ますとなかなか光る個別的な実力があるとい

うのを見てもらうといいますか、そういう工夫が必要ではないかと思います。 

 さっきの藤井委員の年齢の問題ではないんですけれども、今回ずっと見ますと、事例が

たくさん出ていて、大変親しみやすい。親しみやすいけれども、経営規模とか、いろいろ

そういう構造とか、その姿はあるけれども、ではどのぐらいの収入があって、どのぐらい

の所得を上げておられるのかということについては、年齢と同じように、白書では難しい

のかもしれませんけれども、ゼロです。どの事例にも書いていないですね。そういうとこ

ろはちょっと何とかならないかなという印象であります。 
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 関連して、欲を言えば、次のこの検討の中で、今日、雇用就農者というのも大変増えて

きているという。白書でも大変期待しているわけですね、こういう世界を。そういう書き

ぶりになっていますけれども、その実態について、勇気を持って、あまり追求すると、な

かなか世の中にはまだ言える水準ではないといった世界もあろうかと思うんです。例えば

社会保障の問題とか、社会保険の問題とか、もっと言いますと、よく言われるのですけれ

ども、個別の社長さんなどに聞きますと、「うちは退職金などはとても積めない」という

議論だって個別の経営の現場にはあるんです。そういうものをどのようにくみ上げて政策

としてフォローアップしていくような道筋ができるのか。それを白書でどのように前向き

に打ち出せるのか。このような世界もこれからはちょっと深めていただく。そういうこと

が必要ではないかという感想であります。 

 ちょっと蛇足になりましたけれども、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 全体的な印象は、多くの委員の方が言われていますとおり、私も非常によく

できて、うまくまとまっているのではないかなと思います。先ほど「コラム」というタイ

トルが良いかどうかという藤井委員の御指摘がありましたけれども、私自身は、「コラ

ム」と「事例」を非常にうまく取り入れていただいているので、表現は別にして、本文の

流れを損なわない限りで、さまざまな事例、それから考え方がうまく入っているため、良

いのではないかなという気がいたしました。 

 その上で二、三、気がついた点で、多くはもう言われていますので、それ以外の点とい

うことで言うと、本体の156ページから157ページのところにレギュラトリーサイエンスの

話が出ています。これは、食の安全を確保するときに実は非常に大事な取組で、重要なも

のの考え方であり、この本体ではなくて、平成27年度の実施策と、それから平成28年度の

施策の案のほうにもかなりの量をとって書いてありますが、実はこの156ページには「レ

ギュラトリーサイエンス」と下から５行目ぐらいに書いてあり、注書きで書いてあるぐら

いです。また、用語のところにも出ていません。研究者にとっては当然のことかもしれま

せんが、まだまだこの言葉は世の中一般にそれほど広まっているとは私は考えていないの

で、できれば、ぜひ本文の中にしっかりとこういうことは入れて説明していただきたいな

という気がいたします。あるいは、用語の中でもしっかり書いておく、それが必要ではな

いかなという気がいたしました。図２－４－１でレギュラトリーサイエンスの概念をしっ



30 

かり出しているのですから、全体の中で説明がこの156ページの注２で１カ所だけという

のは少し寂しいかなという気がしましたので、そこを再検討していただければありがたい

という気がいたします。 

 それから、もう１点は、第４章の東日本大震災からの復旧・復興と、これの位置づけで

すが、今年度はこうなのかなと思いつつ、淡々と流れを書いている記述です。何年度の取

組状況についてと、ここをどう見るかという点です。これはもしかしたら来年度以降の流

れになるのかもしれませんが、農業センサスの結果を見ると、やはり新しい動きというの

が出てきています。先ほど、香髙委員が少し言われましたけれども、変化への対応が求め

られているというのであれば、東日本大震災というのは物すごく大きく急速な変化だった

わけです。それに対して、この５年間、被災地が何をしてきたかということ。これは日本

全体にわたる非常に貴重な教訓なわけです。その結果がどうかというと、214～215ページ

に、例えば経営耕地面積規模別農業経営体数の増減率と、その次の215ページに農産物販

売金額規模別農業経営体数の増減率という非常に大事な図が２つ出ていて、規模は簡単に

言えば、10ヘクタールから30ヘクタール、あるいは30ヘクタールから50ヘクタールと上が

ってきているわけです。したがって、東日本大震災により被災３県は中規模な経営体が増

加したということは言えるわけです。不幸にして増加したという結果もあるのですが。と

ころが、実際の販売金額で伸びているのはほとんど１億円以上のところで、中規模で大き

くなったところはほとんど伸びていません。福島に至っては全ての規模でマイナスになっ

ています。この辺は、実は将来、全国で規模を大きくしていったときにどういうことが必

要なのかということで、プロトタイプとして日本の農業の将来を見るときに、すごく大事

な論点になってくると思います。言い方を変えれば、来年度ぐらいからの福島というのは、

これまで規模拡大、規模拡大と言ってきたものが、東日本大震災によりそれなりにある程

度形はできてきたということです。ところが、風評被害その他いろいろあり、なかなか売

れていない。これをどのようにして農産物を販売していくのかという、非常にチャレンジ

ングかつ魅力的かつ将来の貴重な教訓になるものがあると思います。この辺は、センサス

のまとめにはもう少し細かく書いてあるのですが、できれば目出しぐらいをもう少しして

いただけたらいいかなと思います。淡々と、こうありました、こうありましたではなくて、

変化があり、それが今後にどのようにつながるのかなという、それを出していただけると

すごくありがたいなという気が少しいたしました。 

 それから、最後は私の感想ですが、ＴＰＰの問題がこれから多分かなり真剣に国会でも
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議論されていくと思います。そこで、現場でいろいろ話を聞いていると、やはり皆さん混

乱している。それは何に混乱しているかというと、ＴＰＰがあってもなくてもやらなけれ

ばいけないことと、ＴＰＰにより加速されることと、ＴＰＰにより新たに出てきたことが、

何か皆ごっちゃに議論されている気がします。ですから、私もよく外で呼ばれて話をする

ときに言うのですが、ＴＰＰがあろうがなかろうが、この問題はしっかりとやらなければ

ならないのです、ですからＴＰＰのせいにしないでくださいということも言わなければい

けないということです。逆に、この課題はＴＰＰにより急速に変化が出ますよということ

もあります。ですから、そこら辺のいくつか案件、重要テーマの中でも、個別案件がどの

ように影響を受けるかということを省内あるいは関係業界とともに今後もう少し議論を深

めていただいて、最終的な政策としては総合判断という言葉に落ちつくのかもしれません

が、その辺、しっかり区別してやっていくということが大事ではないかなという気がいた

しました。 

 それからもう一つ、これは個別の質問で申しわけないのですが、この農業白書の、例え

ば概要レベルの各国語版は考えられていたのでしたでしょうか。例えば、今後輸出を考え

るときに、英語版はもちろんつくられるのでしょうが、ターゲットとなるマーケットに、

日本の農業とか、日本食とか、こういうことをやっているということを、もしつくられて

いるのであれば、英語が読めない人たちもたくさんいますので、その点は今後どう考えら

れているのか、アイデアがありましたら、教えていただければと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局から御返答をいただきたいと思います。 

○消費・安全局長 消費・安全局です。 

 三石委員からレギュラトリーサイエンスについて御指摘いただきました。定義は本文の

156ページに注書きとして書いてございます。今度、157ページの図２－４－１を新たにつ

くって、この概念をもうちょっとわかりやすくできないかと工夫したつもりですけれども、

さらに本文の書き方あるいは「用語の解説」への記載などの工夫をしていきたいと考えて

おります。 

○中嶋部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○情報分析室長 まず、藤井委員からの御意見がございまして、重点テーマをせっかくつ

くったのに、全然目立たず埋没しているということで、印刷物になる際にはもうちょっと、
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そこがそうだというのがはっきりわかるように、デザインにも工夫をしていきたいと思っ

ております。 

 あと事例に個人の年齢まで入れるかどうかというのは、本人の確認が必要になろうかと

思いますので、できるかどうか、それも含めて検討して、さらに収入とかというところま

で書けるかと松本委員からもございましたけれども、金額の話はなかなか機微なので難し

い面があろうかとは思いますが、検討はしてみたいと思います。 

 また、「コラム」ということで、従来ずっと「コラム」という名前でやらせていただい

たものですから、確かに筆者が誰々筆ということでは書けないものですから、主に事実関

係を中心に書いております。その名称がいいかどうか、ほかにいいものがあるかどうか、

なかなか今は思い浮かばずにおりますが、それも含めて考えていきたいと思っております。 

 また、復興等につきましても、今回、センサスの結果をいろいろ活用させていただきま

したけれども、どういったことを書けるか、また検討させていただければと思います。 

 また、概要につきましては、英語の訳はつくろうということで毎年やっておりますが、

今のところ、ほかの言語まで広げる余裕まではございませんが、まず英語はしっかりした

ものを出していこうと考えております。 

○中嶋部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 所得増大の検討の部分に関してはいかがですか。 

○情報分析室長 所得増大については、今までの今日の議論もございますので、それらを

踏まえた上で、どのようなことが書けるかも含めて、今年できることと来年以降のことを

含めて検討してみたいと思います。 

○中嶋部会長 それから、個別経営体の所得なり、経営内容の分析までいくかどうかわか

りませんが、その紹介というのができないだろうかという御意見だったと思いますけれど

も。 

○情報分析室長 個別経営体の所得のことは、多分今回は時間的にも厳しいかなと思いま

すけれども、それも含めて、今後のことも含めて、大きい課題かと思いますので、検討さ

せていただければと思います。 

○中嶋部会長 それから、三石委員のＴＰＰへの御指摘ですけれども、これは白書の中で

もう少し整理して書くべきという御意見ですか。それとも、今後の役所の広報活動も含め

た説明会でのスタンスに対する御助言と考えればよろしいでしょうか。 

○三石委員 白書の形がここまでできているとなかなか難しいと思います。多分、説明会
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等ではこうした観点から説明をしてあげたほうが聞くほうはわかりやすいのではないかな

という気がいたします。コメントとして御理解いただければ結構です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 よろしいですか。 

 それでは、皆様から御意見を伺いましたけれども、何か最後にもう一言、二言、指摘し

たいということがあれば伺える時間がありますけれども、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 では、最後にちょっと一言だけ。この本体の最後にテーマ・インデックスが書かれてい

まして、それで、輸出に関しては、例えば特集と第１章と第２章、第４章にその記事があ

りますというのが指摘されて、非常に結構だと思うんです。ただ、これだけを見ると、ど

こを読めというガイドだけであって、全体像がなかなか把握できないようなところがある

のではないかなと思います。ただ、白書の中でさらにこれを説明しろというのは難しいと

思うんですけれども、これから、これができ上がった後、広報活動をしていくときに、何

かこれをうまく取りまとめるような簡単な文書をつくっていただくとか、パンフレットを

つくっていただく、白書の読み方というんでしょうか、そういった資料があると、より皆

さんに読んでいただけるようになるのではないかなと思いました。これは、輸出だけでは

なくて、ほかのテーマも含めて、どこかの段階で考えていただければというのが私の希望

でございます。 

 それでは、大体皆様の御意見も全ていただいたと思いますので、このあたりで議論は締

めさせていただきたいと思います。 

 食料・農業・農村白書につきましては、本日の御議論、それからその後の情勢の変化を

踏まえて、調整が必要となります。今後、修正・調整が必要と考えられる部分につきまし

ては部会長に御一任いただくということで、事務局案を企画部会として承認してよろしい

でしょうか。 

（異議なし） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、今、委員の皆様からいただきました御意見に関する修正につきましては、後

日事務局から個別に御報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 本企画部会の議決につきましては、審議会の議決とすることとされておりますので、白
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書については、ただいまの御承認をもって、後ほど食料・農業・農村政策審議会として農

林水産大臣に答申いたしたいと思います。その後５月に予定されている閣議決定、公表と

いう日程に沿って、政府のほうでも必要な手続を行っていただきたいと思います。 

 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４６分 閉会 


