
第２８回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録  

   

   

日時：平成１７年１月２８日（金） １４：０２～１６：１２  

   

場所：農林水産省７階講堂  

   

   

○生源寺部会長  それでは、定刻を過ぎましたので、ただいまから食料・農業・

農村政策審議会第 28 回企画部会を開催いたします。  

 なお、本日は江頭委員、大庭委員、古賀委員、新開委員、豊田委員、平野委員、

秋岡専門委員、安土専門委員、坂本専門委員及び立花専門委員が所用によりご欠席

とのことでございます。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 117名の方から傍聴の申し込み

があり、本日お見えになっております。また、資料、議事録等につきましては、す

べて公開することになっておりますので、毎回のことでございますけれども、よろ

しくお願いいたします。  

 本日は、岩永副大臣にご出席いただいております。また、大口大臣政務官は所用

により若干遅れて来られるとのことでございます。  

 それでは、最初に岩永副大臣からごあいさつをお願いいたしたいと存じます。  

○岩永副大臣  第 28回の企画部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申

し上げます。  

 まず始めに、委員、臨時委員並びに専門委員の皆様方におかれましては、ご多用

のところご参集をいただき、本当に精力的にご審議をいただいておりますことを、

この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げる次第でございます。  

 今日は、特に２つのことをご報告申し上げたいと思うんですが、昨年は 10回の

台風、そして新潟中越大地震ということで、農水被害、特に生産被害と施設被害を



合わせて 9,000 億を超えるという大変な被害を受けたわけでございます。私は災害

対策本部長をお預かりいたしておりますので、ともかく今年の４月の作付けに間に

合うように、全力を投球して災害復旧にかかるべきだ、こういうことで督励をした

ところ４万 4,489 の査定が１月 26日で全部終わりました。そして、新潟中越大震

災の査定も、2,733、これも１月 21日で全部終わったわけでございます。このため

には、災害を受けていない県の農林部の皆様方にも、受けたところに約 800人ぐら

いご支援をいただいて、そして査定作業をお助けいただいたということでございま

す。これは、一日も早く 18町市が変わらぬ生産ができますように、と願っている

わけでございます。  

 もう一つは、先般、今日も出席しております須賀田局長と議論をし、皆様方のご

審議を受けて、３月からいよいよ全国で新しい基本計画について説明していかなき

ゃならないということで、隗より始めよと、私どもの滋賀県でセミナーを開きまし

た。農業者の方々の関心も大変深うございまして、450名の皆さん方がお越しをい

ただいて、集落営農というのはどういうものなのか等について大変深い関心の中で

勉強に参加をいただきました。そして、各地域をずっと回ってみまして、局長もび

っくりしておったわけでございますが、やはり集落営農をしていかなければならな

い、金も土地もこれから集中的に生産に使っていかなきゃならん、担い手の所得を

上昇させていかなきゃならんというようなことの関心の深さを勉強をいたしてく

れました。  

 この間も他の副大臣、政務官と、ともかく皆さん方にご審議をいただいたこの集

約を、ひとつ我々が今度は農水省が受けて、そして全国各地を回っていく、１人の

副大臣、政務官は 10 件以上の地域をひとつ受け持って、そして全国に新しい日本

農業をＰＲしていこうという話をしたところであり、こういうような気持ちで頑張

っていきたいと考えているところであります。  

 ご承知のとおり、2050年になりますと、人口は今の 63 億から 90 億になります。

そうなってまいりますと、世界が食料の確保競争をする状況の中で、自給率 40％で

ある日本の農業生産の中から、本当に国民に食料が安定的に供給できるのかという

ようなことを考えますと、我々は新しい自給率の達成に向けて、そして生産の拡大



に向けて精いっぱい頑張っていかなきゃならん、新しい方向をきちっと定めながら

全力投球していかなきゃならん、という時期にいるわけでございます。どうか委員

の先生方におかれましては、ぜひ活発で忌憚のないご意見を賜り、そして素晴らし

い集約をいただきますように、私の立場から心からお願い申し上げる次第でありま

す。  

 本日は大変申し訳ございませんが、今日も予算委員会が開かれておりまして、大

臣のサポートのために途中で欠席をさせていただきますが、ひとつ皆さん方のご議

論をお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただく次第でございます。どうぞよろ

しくお願いします。ありがとうございました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、議事に入りたいと思います。  

 これまで当部会におきましては、食料・農業・農村に関する政策の展開方向につ

いての議論を一通り行い、また、昨年末には新たな基本計画の構成の考え方につい

てご議論いただいたわけでございます。これらを踏まえまして、今後は基本計画全

体の取りまとめに向けた議論を行うこととしており、本日は、新たな基本計画にお

ける食料自給率目標について意見交換を行いたいと考えております。そのため、事

務局にも資料の準備をお願いいたしております。  

 議事の進め方でございますが、まず事務局から本日の資料のご説明をお願いし、

その後、16 時 30 分、４時半頃までを目途に意見交換を行いたいと思います。よろ

しくお願いいたします。  

 なお、本日は豊田委員から、ご欠席でございますが、豊田委員から「食品産業の

海外投資」という資料、また、山田臨時委員から「ビジョンに魂を！」という資料

が提出されておりますので、ご紹介いたしたいと思います。  

 それでは、事務局から資料の説明をお願い申し上げます。  

○山田総合食料局次長  総合食料局の山田でございます。  

 資料、資料ナンバーの１と、それから、参考資料１、参考資料２というのが自給

率の関係の資料でございますので、主に資料１でご説明をいたします。  



 資料１、１枚おめくりいただきますと目次がございますが、本日の資料は、今部

会長からお話がありましたように、これまでの自給率の関係のさまざまな議論がご

ざいましたけれども、これまでこちらからご説明をした資料、あるいはご意見を踏

まえて整理をし直したもの、こういったものを今後の検討の参考としていただくと

いうことで整理をいたしております。  

 １ページをご覧いただきますと３つのパーツがございますが、１番目が食料自給

率の向上、２番目が自給率の種類と特徴、３番目が食料供給力ということになって

おりますので、順次ご説明をいたします。  

 １ページ目をお開きいただきたいと思います。食料自給率の向上についての１番

目でございますが、新たな基本計画における食料自給率目標の全体像ということで

ございます。この四角の枠の中に基本計画ということで書いてございます。５つ項

目を書いてございます。左上に書いてあります１番目ですが、「現行基本計画の検

証」、これ、「２～３頁」と後ろに書いてありますのは、この資料の関係部分とい

うことでページをお示ししておりますけれども、１番目のこの現行計画の検証とい

うのは、今回、現行計画の見直しということがございますので、検証をしっかりし

ていくべきだというご意見も踏まえまして、再度検証したものを簡単に要約して整

理をしております。  

 それから、２番目が、左側の２つ目ですが、「消費・生産面における課題と目標

の設定」ということでございます。これは消費面、生産面の課題を設定いたしまし

て、その後３番目に書いてございます「食料自給率目標の設定」ということになり

ます。この２番目と３番目につきましては、現在の基本計画の中にもある事項でご

ざいますが、現時点でこれまでの検証等も踏まえて改定をしていくという部分でご

ざいます。  

 それから、右側に「重点的に取り組むべき事項と対応方向」と書いてございます。

消費面で３項目、生産面で３項目書いてございます。これは、今の基本計画では、

自給率のパーツにはこういう対応方向なり施策というものはありませんで、その後

の施策編のところで食料・農業・農村全体の施策が書かれているわけですけれども、

今回の基本計画では、これまでの反省を踏まえて、どうやってその自給率を達成し



ていくのかということを明確に検討する必要があるということで、自給率のパーツ

においても、この重点的に取り組むべき課題を明らかにすべきではないかというこ

とで、今回の基本計画で新しく追加をして書いていったらどうかと思っている項目

でございます。  

 それから、５番目、右下にございますが、「関係者による取組の促進」、これは

委員の方々からも随分ご議論がありましたけれども、生産者、消費者、あるいは食

品関係業界、農業団体みんなが取り組んでいかなくちゃいけない事項だということ

で、それを促すような取り組みについても、特にこの基本計画の自給率のパーツに

記載してはどうかということでございます。  

 それから、右下の方に「基本計画と併せて各種の展望等を提示」と書いてござい

ます。これは現在の基本計画でも同じでございますが、農業経営の展望、農業構造

の展望、それから、研究・技術開発の展望、さらに、不測の事態においてどのくら

いの供給力があるかということを試算した熱量効率を最大化した場合の供給可能

量というものを併せて提示していってはどうかという、この自給率のパーツについ

ては全体像をこういうふうに考えているということでございます。  

 １枚おめくりいただきまして２ページでございますが、ここは食料自給率向上に

向けた取組の検証と課題を全体として整理しております。検証等については、事前

にお配りしたりしておりますけれども、ここに書いてありますように、左側に「基

本計画策定時の考え方」ということで、消費面では適切な栄養バランスを実現する、

食品の廃棄、食べ残しを減尐するということで、望ましい食料消費の姿を実現する

ということでございましたが、右の方の現状で見ますと、米の消費は大幅に減尐、

肉類、油脂類等の消費が増えて、栄養バランスも悪化しているという状況でござい

まして、課題としては、そこに３つ、右側に書いてございますが、「食生活の見直

し」、２番目に「国産農産物の消費拡大」、３番目に「品質、安全性等についての

情報提供」といったことが重要な課題になっていると考えております。  

 それから、３ページ目でございます。３ページ目は生産面でございます。生産面

につきましても、左側、基本計画策定時の考え方としましては、生産性、品質の向

上などの課題が解決される、そして、消費者や実需者に国内産の農産物が選択され



るというようなことで、生産努力目標を達成していこうということでございました

が、現状は、小麦、大豆等を除きまして総じて生産は減尐傾向ということでござい

ます。また、かなり目標を達成しております小麦、大豆につきましても、品質面で

は市場ニーズに対応できていないというようなことがあるということでございま

す。  

 こういった観点から、今後の課題といたしまして３つ挙げてございますが、「消

費者や実需者のニーズに対応した生産の推進」、それから、２番目に「加工・業務

用需要への対応」、この加工・業務用の需要というのは最近非常に重要な役割でご

ざいますので、そういったものにもきっちり対応していく必要があるということ。

それから、３番目に「効率的な農地利用」ということで、耕作放棄地、不作付地等

ございますが、これをいかに利用していくかという課題があるということでござい

ます。  

 ４ページ目でございますが、今言いました課題をもう尐し具体的にブレイクダウ

ンをして書いてございます。さらに詳しい内容、細かな方向等につきましては、参

考資料１の方にお示ししておりますが、この４ページ、５ページでは要点のみを書

いてございます。４ページ目は消費面での課題と具体的な対応方向ということでご

ざいますが、先ほど申しました３つの課題、左側に書いてありますが、食育や地産

地消を全国展開していく必要があるんではないかということで、右の対応方向では、

国民の多くの方々にこういった活動に参加していただくというか、そういったこと

ができるような取組を工夫していかなくちゃいけませんし、特に日本版フードガイ

ドといったものでわかりやすく国民運動として取り組んでいくというようなこと

が必要ではないかということでございます。  

 それから、２つ目の事項が米を始めとした国産農産物の消費拡大ということでご

ざいますが、ここでは、先ほどのフードガイドとも関連をいたしますけれども、日

本型食生活といったものをより普及していくということからいろいろな対策を講

じていかなくちゃいけませんし、特に米の消費拡大といったことについては、特に

取組対象の明確化・重点化、それから、新規需要の開拓ということが重要であると

考えております。  



 それから、３番目、左下でございますが、「国産品に対する消費者の信頼の確保」

ということで、右にありますように、食品の表示、あるいはトレーサビリティとい

ったことで、国産農産物に関する情報提供を充実していく必要があるであろうとい

うふうに考えております。  

 ５ページ目でございますが、５ページ目は生産面での具体的な対応方向というこ

とでございます。これも先ほど３つの項目を挙げましたけれども、１番上左側にあ

りますように、「経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進」という

ことで、これも特に経営感覚に優れた担い手の育成・確保ということ、それと、そ

れに対する集中的・重点的な施策の実施ということが必要ですし、また、地産地消

等で直接消費者に販売をしていくといったこともさらに推進していく必要がある

ということでございます。  

 ２つ目の事項として、「食品産業と農業の連携の強化」でございますが、これに

つきましては、この連携・強化のためにコーディネーターの育成ですとか、あるい

は、加工・外食需要に対応した産地サイドの取組といったことをさらに進めていく

必要があるということでございます。  

 ３番目にございます事項として、「効率的な農地利用の推進」につきましては、

担い手への農地の利用集積、新規参入、また、基盤整備を実施いたしまして、効率

的な農地の利用と不作付地、耕作放棄地の解消等を実施していくということでござ

います。  

 ６ページでございますが、これも一度お示ししておりますし、詳しくはまた参考

資料の２の方で各品目ごと、作物ごとの課題を詳細に整理しておりますけれども、

主要な品目について要点を記載しております。米、麦、大豆、畜産物ということで

すが、米につきましては、課題として、担い手が大宗を占めるような水田農業構造

を確立していく必要があるということ、それから、消費者のニーズ、外食・中食の

求めに対応できるような生産・流通体制ということ、あるいは、収益性の向上とい

うようなことがございます。麦につきましては、実需者ニーズに応えていくこと、

あるいは、そのニーズを適切に伝達していくこと、あるいは、生産コストの低減と

いう課題がございます。それから、大豆については、品質・量の安定化と生産コス



トの低減。畜産物については、経営体質の強化、あるいは、飼料作物の生産拡大、

生産コストの低減といった課題がありまして、右側にそれぞれやや細かい内容が書

いてございます。  

 それから、７ページでございますが、これは先ほどお話ししました関係者への取

組の促進ということを進めるということを特にやはり自給率のパーツでも書いて

いったらどうかということで考えておりまして、ここには関係者の取組事例を挙げ

ておりますけれども、例えば、都道府県別、あるいは市町村別の自給率を算定して

はどうかというようなことを促していくといった、そういった活動、これは例でご

ざいますが、そういったことによって、国民の方々が一人一人身近な問題としてこ

の自給率の問題を考える契機を提供していくというんでしょうか、そういったこと

を進めていく必要があると考えております。７ページの下には、都道府県別の食料

自給率を参考に記載しております。  

 それから、８ページでございます。８ページにつきましては、自給率の種類と特

徴ということで再度整理いたしております。これは、どういった物差しで自給率を

提示していったらいいのかというようなご議論がございましたので、再度ここで提

示しております。自給率については、大きく分けますと品目別の自給率、穀物自給

率、それから総合食料自給率、３種類に大きく分かれるわけでございますが、真ん

中の品目別自給率、ここに書いてございますが、この特徴としては、やはり品目ご

との施策を講じていく上での目安となるということでございまして、重量、トン数

で自給率を出すということをしております。  

 それから、２つ目、下半分ですが、穀物自給率がございます。穀物自給率は、飼

料を含む穀物全体の自給率と飼料を除いた主食用穀物自給率がございますが、ここ

の特徴を右側の欄に書いてございますけれども、後ほどお話しします総合食料自給

率というものを計算するということにつきまして、国際的なデータが十分そろいに

くいということがありまして、この穀物自給率ですとそのデータがあるということ

で、国際比較を世界的に行うときに非常に比較しやすいというデータということで

お示ししております。  



 それから、９ページでございますが、９ページはこの２つが総合食料自給率の部

分でございますが、現在の基本計画は、前からご説明をしておりますけれども、カ

ロリーベースの自給率を目標として掲げて、金額ベースは参考ということでお示し

をしているという形になっております。前からご議論がありますように、この特徴

で書いておりますけれども、人間が生活するというか、生きていく上で基礎的な栄

養価でありますエネルギーということをはかっていくということで、このカロリー

ベースの食料自給率を１つの目標として掲げているわけですけれども、ご議論があ

りましたように、畜産物ですとか野菜、果実といった生産活動が反映されにくいと

いう問題があると。一方、金額ベースの食料自給率につきましては、こういった畜

産物、野菜、果実等の生産活動が比較的反映されるということがございますが、一

方で、価格、あるいは為替等の影響を受けるということで、国内生産とは関係なく

変動が生ずるという問題があるということでございます。  

 10ページをちょっとご覧いただきますと、今お話しいたしましたカロリーベース

の自給率と金額ベースの自給率の関係などをちょっと見ていただこうと思って整

理をしたんですが、左上にございますように、国産熱量で見ますと、全体を 100％

とした場合の 56％が米でカロリーが賄われておりますが、野菜、畜産物が６％、果

実は３％という状況になります。一方、右上の方で国内生産額で見ますと、米が 24％、

野菜が 21％、畜産物が 20％、果樹が８％ということで、野菜、果樹・果実、畜産

物の評価がかなりウエートとして上がるということ、それから、左下には作付面積

で書いてございますが、これで見ても、野菜とか飼料作物のウエートが多いという

ことで、議論としてございますのは、生産者の実感としてはどうもこの金額ベース

の方が何となく実感があるのかなというご意見もございますが、やはり基本的なエ

ネルギーという意味ではカロリーなのかと。いずれも私どもとしては、どの資料が

一番いいとか優れているということではありませんで、いろいろな資料で必要なと

きに評価をしていくという手法がいいのではないかと考えております。  

 それから、11ページでございます。11ページは、「食料供給力（自給力）につ

いて」ということでございます。これも自給率議論の際によくございます自給率と

いうよりも自給力というんでしょうか、供給力が大事だ、あるいは、自給率と併せ



てそれを構成している要素が大事だというご議論がありますので、それについての

考え方を整理いたしております。  

 基本的な考え方、これも一度説明をしたところでございますが、今の食料自給率

というのは、飽食の平時の状態の率を出していて、いざというときはどうなんだと

いうことでございますが、左側に考え方を整理したものでございます。一番上に基

本的な考え方として、食料の安定供給の確保ということがありまして、それは２つ

の要素があるだろうということで、右側の方にいったものが不測時の食料安全保障

ということ、それから、左側は平常時の安定供給というふうに書いてございますが、

この自給率の議論というのは、この左側の平常時における安定供給の確保というこ

とで、この自給率の目標を１つの目安にしながら国内農業生産の増大に取り組んで

いくと。その過程で農地、農業用水、あるいは担い手、技術といったものを確保し

ておくということがいざというときの食糧安全保障にもつながるというようなこ

とで両者が関係しているということでございます。  

 それで、12 ページでございますが、これ、いざというときの不測時の対応という

ことでございまして、ここの左側、真ん中から下に書いてございますが、不測時の

食糧安全保障マニュアルというのを作成しておりまして、いろいろなレベルに応じ

た対応策をとっているということ、それから、右側の方は法令等がこういった法令

があるということを整理しておりますが、こういった対応をとれば概ねいざという

ときでも、食生活のレベルは相当、ぜいたくはできませんけれども、2,000キロカ

ロリー近くのものが確保できるんではないかという試算をしているということで

ございますが、この試算につきましても、また現時点で見直していく必要があるの

ではないかというふうに考えております。  

 それから、13ページでございます。13ページは今の自給力の１つの大きな要素

でございます農地でございます。農地につきましては、そこの左真ん中にございま

すように、水田の整備率、あるいは畑の整備率は着実に向上してきております。一

方、左下にございますが、耕地面積は徐々に減ってきておりまして、現在では 474

万 ha、耕地利用率は 94％になっているということで、右真ん中にございますよう



に、22年の目標に比べて延べ作付面積ですとか耕地利用率は大きく务っているとい

う状況にございます。  

 14ページでございますが、この農地面積につきましては、この基本計画の中で一

定の数字を織り込んでいるところでございまして、現行の基本計画の考え方、左側

に書いてございますが、平成 10年度の農地面積 491万 haを、その後の趨勢、耕作

放棄が出ているけれども、趨勢とそれを抑制していくという努力目標、それから、

農地転用が進んでいくという趨勢といったものを考慮しまして、今、平成 22年に

確保される農地面積は 470 万 haということで全体の計画をセットしているという

ことでございますが、右上にありますように、今後の趨勢、あるいは現状を見ます

と、平成 15 年の時点で 474 万 ha でございまして、22年の目標にしておりました

470万 haにかなりもう現時点で近づいた状況になっておりますが、ただ、最近この

減尐傾向はやや鈍化しているということがございまして、そこに２つのケースで趨

勢値を想定しておりますけれども、平成 22 年には 452万から 465万ぐらいの間か

というふうに趨勢値を推計しております。この 27年の目標を定めていく際にも、

この農地面積の見込みを示して一定の前提を形成していくことが必要であるとい

うことでございます。  

 それから、15ページでございます。農業の担い手でございますが、これもかねて

よりご議論いただいておりますように、農業従事者の減尐、高齢化が進んでおりま

す。左真ん中の図でご覧いただけますように、75歳未満の層を比較しますと、75

歳というとかなり高齢という状況ではありますが、12年と 22年を比べると 44％の

減になるというようなこともございます。それから、右中ほどに書いてございます

が、水田作の主業農家がいる水田集落の割合、これも今までもお示ししております

けれども、全国では約半分がこの主業農家のいる水田集落ということになっており

まして、中山間では低くなっているという状況にございます。右下に認定農業者数

の推移が書いてございますが、16年８月末で 18万 7,000人ということでございま

す。  

 先ほど一番最初のページでもご説明をいたしましたけれども、新たな基本計画を

策定していきます際には、この農業構造の展望、農業経営の展望というものを新た



に示しまして、こういう担い手であるとか農地の集積であるとかいったことを併せ

て示していく必要があると考えておりますし、施策としては担い手の明確化、ある

いは担い手への支援の集中化・重点化を推進するということだと考えております。  

 16ページでございます。農業技術について整理いたしております。農業技術につ

きましても、先ほど１枚目の資料でご説明をいたしましたけれども、今回新たな基

本計画の策定と併せまして、新しい研究技術開発の展望をお示ししていく必要があ

ると考えております。なお、ちなみに、左に指標が書いてございますけれども、単

位当たりの生産量、あるいは労働時間の減尐ということで、技術についてもかなり

改善が進んでいるという状況にございます。  

 資料、とりあえず以上でございます。どうもありがとうございました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、これから意見交換を行いたいと思います。どなたからでも結構でござ

いますので、ご意見、あるいはご質問等をお寄せいただければと思います。  

 はい、西山委員、どうぞ。  

○西山臨時委員  前回の企画部会で、自給率が高くても経済が豊かでない北海道

という委員の方からご発言がございました。私もそのときにすぐ反論というか、あ

るいは意見を申し上げるつもりでしたんですが、あの日のちょうど昼過ぎに私が所

管しております留萌支庁で震度６弱の地震がございまして、すぐ退席せざるを得な

かったんで、ちょっと年が明けてからということでございますけれども、地域が豊

かだとか豊かでないということを経済的な側面で一般では捉えがちでございます

けれども、私はやはり都市には都市としての暮らし方というのがありますし、価値

がある。しかし、農村には都市とは異なった暮らし方、あるいは価値がございます。

それは自然の豊かさ、あるいは「癒し」といった心の豊かさなど、もっと多面的に

見て判断をすべきではないかなというふうに考えております。  

 都市と農村を含めた農山漁村とが対立対峙するということではなくて、双方が共

生していく、そういうための議論が、私は今回の農政改革の視点であるというふう

に考えておりますので、ちょっと冒頭でございますけれども、どうかその点を委員

の皆さん方に十分ご理解をいただきたいなというふうに思っております。  



 自給率の話はまた後でさせていただきます。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほか、いかがでございましょうか。  

 安髙委員、どうぞ。  

○安髙委員  この資料の中で、農林水産省の審議会としての基本計画の形の中に

入っていくと思うんですが、食育について、食育というものをこの農林水産省で扱

っていいのだろうかと思っております。悪いと言い切るつもりはございませんけれ

ども、いわゆる食育というからには、言葉は悪いかもしれませんが、食が乱れてい

るというような意識があるのかもしれません。いずれにしても、食育ですから、教

育していこう、方向を導いていこうということだろうと思います。ただ、食の変化

というものは暮らしの変化から起こってきていると思います。暮らしの変化は社会

の変化から起こってきていると思います。そういう中で食育をやっていこうとした

ら、暮らしのあり方を問わなきゃいけない。暮らしのあり方は社会のあり方を問わ

なければいけない。農林水産省が、例えば産業としての農業がそこまで踏み込んで

いいのかなと。  

 例えば、国として厚生労働省なり文部科学省などが中心となって我が国の生活の

あり方、食のあり方というものを打ち出した中で農水省としての役割を果たすのな

らわかるんですけれども、特に私ども農業に従事している産業の側が、暮らしのあ

り方、社会のあり方を導いていっていいのか。農業という産業であれば、営業、売

り込みの一環としてのそういうＰＲなりということはあろうかと思います。しかし、

政治として、政策として、国として産業に関わってくる農林水産省が、社会のあり

方、暮らしのあり方まで踏み込んで導いていっていいのか。もしそれをするのであ

れば、国家としてどういう方向に持っていくのかという、国家のあり方から入って

こなければならないのではないのかなと思っております。  

 自給率についても、自給率を漠然と向上するということは、これは農業としての

役割だとは思っております。しかしながら、将来にわたっての自給力となったら、

何が何でも上げていくというのと、国家の中でどこまで政策的に、例えば財政でも



投入していくとかという、国家としてのいろいろなバランスがあろうかと思ってお

ります。特に将来の自給力ということになれば、農地をどのように守っていくのか、

農地をどのようにしていくのか、これは国土をどうするのかという問題だろうと思

います。国土となれば、やはり国家のあり方から入ってこなければいけない。そこ

の基本を押さえていなければならないと思います。  

 だから、食育、自給力となったときに、当然農業、農林水産省から踏み込んでい

いんですが、それよりもっと高い次元で、国家としての方針でこの日本の国の人の

暮らしのあり方、国土の使い方、国家のあり方、ここから入らなければ、議論がま

たどこかで二、三年したらうやむやになってしまうような気がいたしますので、食

育にしても自給力にしても、農林水産省のこの審議会で扱う位置づけというものを

きちんと慎重にしていかなければならないと思っております。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、森本委員、続いて永石委員お願いいたします。  

○森本専門委員  今の安髙委員とほとんど似たような話になるかもしれません

けれども、私なりの補足をさせていただきたいと思います。  

 私も食料自給率というものを考えたときに、この食料自給率というのは、これは

農林水産省だけで考えるべき問題ではないんじゃないかなというところに今考え

がいっているわけですね。結局、基本計画の説明でも、消費面で見ると、「米を始

めとした国産農産物の消費拡大の促進」と書いてある。しかし、実際はもう今は米

というものが頭打ちの状態で、逆に言えばだんだん下がっている状態。日本の嗜好

がこれほど変わってくれば、なかなかそれを食べろというのは、これは国が統制で

きるものでもない。そうすると、片や生産面では「経営感覚に優れた担い手による

需要に即した生産の促進」と書いてある。これは、逆に言えば、食生活が変わって

国民が違うものを食べ始めたのであれば、そういったものを生産者もつくって、ち

ゃんとニーズに応じた生産を考えないと、今からあなた達は生き残れませんよとい

うことを書いてあるというように私は読むわけですね。  



 そうすると、この４ページなんかもそうなんですけれども、事前説明会のときに

もちょっとお話ししたんですけれども、「栄養バランスのとれた『日本型食生活』

の普及」というふうな文章が書いてあります。私はこれを読んで何ておかしな文章

なんだろうなと。日本型食生活を普及させるというのはどういうことなんだと。も

ともと日本に型ということ自体が私はおかしいと思うし、食生活はもともと日本人

が食べていたものが今変わったんだから、逆に言えば食生活を改善とかいう言葉で

表すのであればいいけれども、なぜ日本型食生活を日本が普及させなくてはいけな

いのか。  

 こういうところからも全然私はわからないし、今テレビ等を見ておりますと、何

とか辞典とかいうテレビ番組とか、芸能人が体にいいとか太らないようにするため

には炭水化物をあまり摂らない方がいいということをテレビでよく言います。特に

夜とかは、ご飯とか麺類とかを食べない方がやせるんだそうです。太らないんだそ

うです。そうなってくると、本当に日本型食生活というものが、今農水省の言って

いる日本型食生活というものが本当に体にいいものなのか、これも私は何となく疑

問に感じてきているわけですね。  

 なぜ今そういう例を出したかといいますと、自給率というものは、私は前から言

っておりますように、やはりこれは食料安全保障論だと思うんですね。なぜ優良農

地を守らなくてはいけないのか、なぜ担い手を確保しなくてはならないのか、なぜ

耕作放棄地を解消しなくてはならないのかというのは、全部その行き着く先は食料

安保論だと思うんです。そうなってくると、農林水産省がやるべきことと、環境省

がやるべきことと、文部科学省がやるべきこと、全部その問題に関しては、これは

国を挙げて、国家として、１つの国家として食料自給率というのは本来掲げなくて

はならないんじゃないかと。その問題点として、やはり食育が足りないのであれば、

これは文部科学省も当然やらなくてはならない。健康面で物を考えなくてはいけな

いんであれば、これは当然厚生労働省もやらなくてはならない。いろいろな形で治

水とかそういうのがあるんであれば、国土交通省も当然やらなくてはならない。私

は食料自給率を農林水産省、また、この審議会だけで議論するには、本来はまだ大



きな、まだとてつもなく大きな問題にしなくてはいけないんじゃないかなという気

がここ最近ずっと考えながらしていたところでございます。  

 その中で、事前説明会のときに、日本の嗜好が変わってきて、食生活が変わって

きて、食べたくないというものを無理やり口をあけて食べさせることが本当に可能

なのか、また、それがいいことなのかということもわかりませんし、今安髙委員が

言われましたように、私達も農業現場として自分達のつくっているものを食べてく

ださい、食べてくださいというのは、私は宣伝としては十分成り立つと思いますけ

れども、国がそういうことをやることが本当に正しいのかということにもだんだん

尐し疑問を感じてきたところでございます。  

 とりあえず、いろいろな疑問もあるんですが、やはり私は食料自給率というもの

は、もう尐し広く大きな観点からこの問題というものを、今さらでございますが、

もう一度考えるべきではないかと思います。よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、永石委員、どうぞ。  

○永石臨時委員  ４ページなんですけれども、この自給率について、今度新たに

今後重点的に取り組む事項を明確にして、さらにそれの施策の推進に当たっての工

程管理を適切に実施し、政策の評価を行ってやっていくと、これはまことに重要な

ことだと思っております。  

 したがいまして、この自給率目標がＨ27年 45％ということ、平成 27年で 45％と

いうことを前に出されておりましたよね。  

○生源寺部会長  数値に関しては、一切まだ議論はしておりません。  

○永石臨時委員  そこまで議論をしていなかったんでしたか。とすれば、逆に言

うと、Ｈ22 年をＨ27 年に延ばした、なぜか、そして、その目標に向かっていくた

めには、５年延長してこういうことできちんとやりましょうという、もう尐し具体

的な工程管理といいますか、そういうのがやはり必要だと思います。  

 例えば、大豆で、今自給率４％という数字が出ておりますけれども、これを具体

的にどこまでもっていくのかという議論が必要と思います。飼料作物でも、もっと

国内で粗飼料と濃厚飼料とを含めてここまではできるだろう、そういう具体的な目



標を出しながら自給率を上げていくんだと、主要品目別に示すことで産地にも伝わ

るだろうと思います。  

 それからもう一つは、県、市町村別に自給率を促進していくことが必要でないか

と考えられるという表現があったんですね、何ページでしたっけ。  

○生源寺部会長  ７ページでしょうか。  

○永石臨時委員  ７ページでしたね、失礼しました。私前回いろいろご批判も受

けたんですけれども、今、都道府県別の自給率が出ておりますけれども、当然、消

費地は尐ないというのは当たり前でありまして、また、生産地でも、多いからこれ

でいいではなくて、こういうものを全国的に、うちの県としてはこれだけ出してい

るんだ、例えばここで見ますと、私はもっと長野県は自給率が高いのかと思ったら、

意外と 53％。ただ、金額ベースでいいますと 124％ですから、米、穀物以外のリン

ゴとか野菜とかが盛んだと、こういうのがわかってくるわけですよね。  

 生産者も消費者も理解するということは、エネルギー問題と同じで、例えば、当

県は原発県なんですけれども、一時安全上の問題でストップしました。そのとき全

国紙は、東京都民に対していつ解除するんだ、夏場の高エネルギーはどうするんだ

と、そういう視点、つまり、安全よりエネルギーをどれだけ供給できるかという視

点で報道されましたが、そうじゃないだろうと。福島県には福島県に住む人の安全

が最も大事なんですよね、エネルギー政策というのはこのような意味で国民的に議

論が必要と言ってる訳です。そういうことは食料自給率も同じだろうと思います。  

 地方で食料をつくるとすれば、消費者はそれを食べていると。それが国民的理解

だろうと私は思うんですね。都市生活は農村部から、エネルギーや水を含めてちゃ

んと供給されているよと、だから都市生活があるんだよ、そういう国民的な理解と

いうか、食料自給率もやはり同じだろうと思いますので、考えてほしいという意味

であります。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、大木委員、村田委員、横川委員の順番でお願いいたします。  



○大木委員  ４ページのところの食料消費面というところの３つの重点的課題、

これは確かに重要なことだとは思いますけれども、小学生の読み書き能力の調査結

果が今朝の新聞に載っていましたけれども、「田園地帯」を電話の「電」、「電園

地帯」と書いた子供達が 33.8％もあったという記事を見ましたときに、日本の環境

が変わってきてしまったんだなというふうに、そのあらわれの１つではないかとい

う感じがいたしました。  

 日本の美しい環境、自然の環境を守るためには、まず農業の存続というものが必

要で、その農業を守るためには、自給率の維持と向上が必要だということをもっと

国民に理解してもらい、同意をさせるということがまず基本だと思っております。

その上で、消費者が行動しやすいように品質とか価格面での生産・流通の協力が必

要だと思いますが、ここに書かれています、例えばわかりやすくということで先ほ

どからも出ていますけれども、食育というところですね、いろいろとここでお話を

聞いていますと、とかくどうしても栄養のバランスのことが主になってしまいます

ので、その前に、ぜひそこにそういう流れの上に農業の大切さということがわから

ないと、どうしてバランスよく食べなきゃいけないんだろうとかというふうに結び

ついてこないんですね、聞く方にとっては。子供達も大人もそうなんです。  

 ですから、農業の大切さというのを何とかここに、農水省でこういうことを計画

しておやりになってくださるんですから、それは盛り込むべきだと思っていますの

で、そこら辺のところ、ここの中に、ほかのページのところでやるのではなく、食

育という中でぜひそこのところをきちんと押さえていただいた方が、より自給とい

うことを考えるときにわかりやすいのではないかなという感じがいたします。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、村田委員、どうぞ。  

○村田専門委員  １ページにある表が、食料自給率についての基本計画の構図と

いうか、見出しみたいなものじゃないかと思いますけれども、これは大変いいと私

は評価いたします。前回の基本計画、現行の基本計画ですね、今の基本計画をぱら



ぱら見ると、品目別というんですか、生産面での課題というのが詳しくくどくど書

かれているんですけれども、現実に合っていなくてむなしい感じがいたします。  

 今回の基本計画のどこがいいかと言うと、１ページの右側に消費面について３項

目、大括りに３つの対応方針というのがあります。その下に生産面で３つのやはり

大括りな項目での対応方針というのが掲げられています。つまり、食料自給率を上

げるためにどうしたらいいのかというのは、今の基本計画では生産面での課題がく

どくど書かれていたんですが、新しい基本計画では、消費面・生産面両面において

取り組むべき目標というんですか、あるいは課題というのが、これではっきりする

と思うんですね。つまり、自給率を上げるということについて、生産だけの話じゃ

ないんだよと、消費というか、需要とリンクしているんだということがこういう書

き方をすると非常によくわかると思うんですね。  

 これまでここの企画部会で外食産業や食品産業の大切さが随分議論されてきま

した。そのことは、３ページの真ん中のところにあります「国内農産物の食品製造

業への加工原材料仕向額」というのが、平成７年の３兆 250億円から平成 12年に

は２兆 9,190 億円に減っているわけですね。こういうことが食料自給率を下げてい

るんだということが我々の議論で改めて確認されたと思うんですね。ところが今の

基本計画では、食品産業の振興が──それ自体誰も否定しないんですけれども──

単独でしか書かれていない。だけれども、今回の基本計画では、食品産業と生産者

との連携ということが非常に大切なんだと、例えばの話ですけれども、それぞれに

ついて、６項目について取り組むべき目標と課題が提示されるというのは、食料自

給率向上の戦略を立てるために非常にいいと思うんですね。そういう意味でこれは

大変評価したいと思います。それが１点目です。  

 ２点目ですけれども、なぜ 45％という食料自給率向上目標ができなかったのか、

その検証というのが非常に大切なんだと思うんですね。そこからスタートしなきゃ

いけない。この５年間、６年間ですか、40％というふうに横ばいになったというこ

と自体は、ある意味で下がらなかっただけ良かったということかもしれません。で

も、尐しでも上げようと努力したけれどもできなかった。逆に言えば、どうやった

ら 45％に達成可能だったのかということもまた考えなくちゃいけないんですね。そ



ういうことを考えると、45％を達成するためにやらなきゃいけないことを掲げてみ

ると、非現実的な提案だというふうに言えなくもないんですね。１％上げるという

のは、ものすごく大変なことなんであります。  

 そういうことを考えると、ここに農水省の案があるわけじゃないんですけれども、

今の目標が平成 22年、2010 年に 45％というやつを、今度の新しい計画では平成 27

年ですから 2015 年ですか、10年後ね、10年後にやはり 45％とスライドをさせるし

かないなと思います。それでも相当大きい目標なんだと思うんですね。先送りする

のは後退だというふうにおっしゃる人がいるけれども、じゃあ 2010年、あと５年

ですね、わずか５年で 40％を 45％に上げることができるのか、本当にできると思

っているのかどうか、やはり現実的な対案というのは必要だと思うんですね。どう

考えてもできないような目標を掲げるのは、基本計画の信頼性を失わせしめると思

いますので、そこは現実的な目標を掲げるべきではないのかなと思います。  

 それで、提案なんですが、今この自給率議論は５年ぶりなんですが、５年に１回

ということでこういう検証をするんじゃなくて、今後は、この審議会の場である必

要はないかもしれませんけれども、どこかの場で毎年自給率が上がらない、なぜ上

がらないのか、ないしは上がったのかの検証をしたらいいんじゃないかと思うんで

すね。そうすることによって、この１ページにある消費面での３項目、生産面での

３項目、何ができて何ができなかったかというのがよくわかるんだと思うんですね。

私は食料自給率を１％でも上げるべきだと思うんですけれども、それを上げるため

にどうすべきかということの、目標と課題というのが明らかになる。そういう意味

で、５年に１回じゃなくて毎年検証したらいいんじゃないかということを提案しま

す。  

 ３点目、自給率ですけれども、自給率の目標の数字が、現行計画ではカロリーベ

ースが大きく掲げられていて、金額ベースについては参考としてしか書かれていま

せん。私がこの審議会で何回も言っているんですけれども、カロリーベースの自給

率というのは素晴らしいと思いますけれども、やはり欠点がある、欠陥がある。も

ちろん金額ベースがすべていいわけじゃないんですけれども、金額ベースを参考と



いうんじゃなくて、いくつかの自給率とともに同列に目標として掲げるべきじゃな

いか。  

 特に金額ベースというのは、日本の農業の実態を現しているというふうに私は思

うからで、10 ページにあるように、先ほど説明がありましたけれども、日本の農業

というのはお米と野菜と畜産物の３本柱で支えられています。それは、この金額で

見るように、米と野菜と畜産物が本当に３等分されているわけですね。これが日本

農業の実力だと思うんです。日本農業の実力を示すのは、やはり金額ベースです。

それは 70％ということなんですけれども、それを掲げることで日本の国内の生産者

に自信と誇りを取り戻すことになるんじゃないかと思うんですね。日本の農業を駄

目だ、駄目だと言うんじゃなくて、もちろん大きな課題は抱えていますけれども、

国内生産者がどっこいきちんと支えているんだというような、そういう農家に自信

と誇りを与えるという意味でも、金額ベースを参考じゃなくてカロリーベースと同

列に掲げるべきじゃないかというふうに思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員  今日は、大きく全体的なこと、技術的なこと、言葉のことと３

つの点を中心に申し上げたいことがあります。  

 まず、大きく全体的なこととしては、先ほどありましたように、生活の変化に対

してシステムの変化が追いついていないと思うのです。といいますのは、外食の市

場規模は年間約 25兆円で、中食は７兆から８兆円程度ですが、毎年７、８千億か

ら１兆円ずつ外食・中食が成長している。日本の食料総支出が 83兆円だとすれば、

約 40％のウエートを持つようになってしまった。この変化が実は日本の食品流通の

大きな変化なのに、システムが対応できていないのです。  

 その一因として、日本の戦後の食料難から出発した食管法、その問題の名残がず

っとあるのかもしれません。例えば、「市場」流通システム、大変いいシステムな

んですが、実は市場流通によって世の中の変化に対応できなかった部分があると思

うのです。そのために、実は「市場外」流通に変わってきている部分があり、その



市場外流通が発展したために、流通はグローバル化し、海外から調達してきた部分

もあるわけですね。そうしますと、そこにも時代対応ができていない部分がありま

す。  

 別の例ですが、グローバル化と日本の経済成長を背景に、加工費としての人件費

が高くなった。すると、一旦日本に輸入したものを海外に輸出し、加工して日本に

再輸入して売るというメーカーも中間卸加工屋も出てきましたが、やはり時代対応

ができていないんじゃないかということが出てきました。  

 また、先日も申し上げましたが、スーパーマーケットの良し悪しではなく、対面

販売とスーパーマーケット販売システムの違いによる消費者の誤解があるんです。

対面販売は、情報と物が一緒に売られており、スーパーマーケットシステムという

のは、物だけが売られることになったために情報が断絶してしまった。そこから見

てくれの良し悪しで買うという買い方になって、それに伴って見てくれ生産をせざ

るを得なかった農業、その中でいろいろな問題が起きてきたということも事実なん

です。その時に、対面販売がスーパーマーケット販売へと変わることによって消費

者が求めるものが変わってしまった、そのことへの対応ができなかったのだと思い

ます。  

 その他にも、無認可添加物だとか、あるいは土地改良剤だとか、消毒回数が増え

るとか、いろいろな問題が徐々に出てきて、それが消費者の安全というものから尐

しずつ、尐しずつずれていったのだと思うのです。そして、尐しの積み重ねが長期

間の内に膨張し、何かひとつのことをきっかけに、いろいろな問題が全部出てきた

のがこの数年間だと思います。消費者が商品に対して抱いてしまった大変大きな不

安についてきちんと対応していく必要があると思います。  

 また、供給力と自給力の件では、私はこれからは供給力という言葉を使う方が正

しいのではないかと思います。その理由としてまずは、日本の農業の輸出能力は高

いので、これから日本の農業輸出を考えるときに、輸入がなければ輸出をしなけれ

ばいい、自給率ではなくて供給力という、どれだけ多くの量を生産する力を持って

いるかという考え方を中心とすることだと思うのです。今、輸入が多いのは、日本

農業の生産性の低いことによって海外に負けている結果で、品質では買っています。



このことは明確にするべきことですし、日本の商品が勝つためには、価格に勝つ、

味に勝つ、鮮度に勝つ、栄養で勝つ、これがよそに勝つ要素だと思います。価格以

外は勝っているんだとすれば、おそらくこれから日本の農産物の輸出というものは

もっともっと大きく広がっていくと思われる。それならば、自給率というよりは供

給力というものの考え方の中で対策を打っていくことが良いのではないかと思い

ます。  

 それから、この中に出ているのは、どうも農業だけが日本の自給率に関係してい

るように思えてしまって、水産や畜産はどう捉えるのか気がかりです。例えば畜産

の分野では、11キロの穀物を使って牛肉１キロ分を育て、４キロのえさを食べて鳥

が１キロ育っているわけですからね。そうすると、飼料としての穀物を輸入して育

てている国産の肉を食べても自給率は高くならない。だから、自給率だけの問題で

考えない方がいいのではないかと思うのです。  

 また、水産では、養殖が今ものすごく増えていますけれども、もう魚の飼料その

ものが不足をしてきている、ということは、養殖そのものも限界が近いのではない

かとも思います。  

 その他、農業については生産性の問題もあると思います。以前、天地換えといっ

て１メートル以上の土をひっくり返して何年か前の土を出して、２年間休ませて、

その間に堆肥を入れると土地がものすごく良くなる。それには微量要素が大変含ま

れているために栄養バランスがいい野菜ができると言ってやっている人がいると

話をしました。その意味ではある面積の中でどうやったら生産性が上がるかという

ことまで含めて、土地の改良というのがやはり相当大きな課題になるのかと思いま

す。  

 そういった細かい具体的なことに触れないと、このままで数字の変化はなくて数

年が経ってしまい、あるメンバーがまた自給率 45％という話を出して終わってしま

うんじゃないかと大変に心配です。先ほど村田専門委員がおっしゃったように、も

う尐し具体的に、何をやってコンマ１上げるのか、僕は１％の議論じゃないと思い

ますね。コンマ１どうやって上げるかという議論がなくて１％上げるなんて漠然と

した数字でものを言って、それが 10年後に５％上げるなんていう話はもっと難し



いですから、もともとできない話をできるがごとく議論をしているようにしか聞こ

えてこないという気がして残念でなりませんので、この辺については具体的にして

いただきたい。  

 最後に、言葉の件です。ここにはスローフードという言葉はありませんが、スロ

ーフードというのは言葉としてはいいんですが、非常に難しい言葉がいかにも現実

にあるように聞こえるものがあり、その中の１つに地産地消という言葉があります。

地産地消というのは非常にイメージがいいのですが、農業は地産地消だけでは生き

ていけないんです。いいものだけ食べて残ったものは東京へ売るといったら、東京

から見れば、じゃあ農家の皆さんの消費の元は一体どこから入るお金ですかという、

どっちを軸にものを言うかということです。地産地消というのは、例えば教育の中

で地産地消を取り入れ、学校教育の中で給食としてどういう形で教育をしていくか

という意味での地産地消という言葉はいいと思いますが、経済の自給率を上げるこ

とを考えている中では、地産地消という言葉は無意味ではないかと考えます。以上

です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、このあたりで役所の方からコメントなりご説明があればと思いますが。  

○山田総合食料局次長  総合食料局でございますが、総括的なお答えをいたしま

して、また関係局から補足していただこうと思います。  

 安髙委員の方から食育、あるいは自給率という問題について、農林水産省だけの

問題じゃなくて、国としてどうするか、政府全体として考えていくべきだというお

話、それから、同じく森本委員からも同様なお話がございました。この基本計画全

体ですね、これはいかにも農林省中心で議論しているように見えますけれども、こ

れは政府全体で検討しておりまして、政府といたしましても全体を閣議決定してい

くということで、当然施策は農林水産省でできる問題以外の、今お話がありました

文部科学省や厚生労働省やその他国土交通省等の問題もございますので、そういう

閣議決定していく段階でまた関係省庁との調整なりをしながら合意をしていくと

いうことでございますので、必ずしも農林省だけでやっていくということではなく

て、最終的には政府全体での取組ということになっていくということでご理解をい



ただきたいと思います。そういう意味で、必ずしも農林水産省だけの課題でない問

題についてもどんどんご意見を言っていただいて、反映させていただければという

ふうに思っております。  

 それから、森本委員のお話は今言ったことで同じだと思います。  

 それから、永石委員の方から工程管理というものが重要なのではないかと、どう

いうふうに実際やっていくのかということがないとなかなか今後うまくいかない

よというお話がありましたし、同じような話が村田委員からもあったかと思います

けれども、これについては、工程管理をどうやっていくかというのは、やはり今度

の基本計画全体、自給率もそうですし、基本計画全体として非常に重要な課題とい

うふうに考えております。たまたま政策評価委員の森本委員とか入っておられます

けれども、昨年は自給率について政策評価会の方で総合評価ということで特別に評

価していただいたわけですけれども、先ほど村田委員からもお話がありましたが、

毎年毎年どういうふうな方法でやっていくのかというお話がありましたけれども、

例えば政策評価会の場を使うのか、あるいはこういった場なのか、とにかく工程を

はっきりさせて、それを毎年検証するような取組というのも、ご提案がありました

ようなことで検討できないか考えていきたいというふうに思っております。  

 それから、永石委員の方から、特に都道府県・市町村別の自給率との関係で、地

域なり関係者の話し合いが重要だというお話がありましたけれども、前回でしたか、

あまり無理につくらせてもどうかというご意見もあったり、いろいろご意見はあり

ましたし、そのときも企画評価課長からもお答えしたと思うんですけれども、強制

的に何かつくってくださいとかそういうことではなくて、永石委員がおっしゃった

ような、何か地域なりで自分達の食生活を見直すような１つの助けとしてあるいは

自給率、あるいはちょっとご批判がありましたけれども、地産地消の取組とか、何

かそういったことを食の問題を国民の方が自分の問題として考えるような契機と

してそういったことをお勧めするということが考えられないかというのが私ども

の考え方でございます。  

 大木委員の方からも、特に農業の存在の話が、特に食育などとの関係で農業の大

切さについても十分触れてほしいというお話がありました。食育の方でこれからど



ういうふうにやっていくか、後ほどお答えがあるかもしれませんけれども、当然食

育の中でも食べ物の話だけじゃなくて、それがどういった生産がなされているのか、

そのもとにはどういう生産者がいるのかといったことも含めて食育の中でやはり

はっきりさせていきませんと、都会の子供達になかなかわからないということもあ

りますので、ご意見も踏まえてまた検討させていただきたいと思います。  

 それから、村田委員からいくつかお話がありまして、最初の１ページ目、なかな

かいい括りじゃないかというお話がありましたが、まさに一番最初に説明しました

ように、前回の反省を踏まえて、次の自給率目標を設定する際にただまた同じよう

に目標を設定するということではなくて、どうやっていくのか、また、ほかの方か

らもお話がありましたが、どうしてできなかったのかということも踏まえて、ここ

に記載をし、あるいは先ほど村田委員言われましたように、それをどうやって検証

していくのかというようなことも併せて考えていきたいというふうに思います。  

 それから、自給率目標について、カロリーベースと金額ベースの話につきまして

村田委員からお話がありましたけれども、これにつきましては、私も先ほど説明し

ましたが、どの自給率が一番良くてどれが悪いとかいうことはなくて、その場その

場で必要なデータがありますので、そういった意味でいろいろなものが示せたらい

いんじゃないかと思いますけれども、さまざまなご意見がありますので、またそこ

はよく検討していきたいと思っております。  

 それから、横川委員の方から、生活の変化に対してシステムの変化がついていっ

ていないんじゃないか、外食なり中食の話、あるいは市場流通システムの話等がご

ざいました。私どももそういう意識をしておりまして、そういう意味で新しい課題

として、先ほどちょっとお話がありましたけれども、食品産業のニーズに応じた国

内生産をどうしていくのかと、その連携についても、むしろ需要者側の対応なり変

化なりに応じたやり方を検討していかなくちゃいけないということがございまし

て、できるだけまた今度の実際の基本計画策定の際にはそういった観点も含めて検

討していきたいと思いますし、またそれぞれのところでご示唆をいただければあり

がたいというふうに考えております。  



 それから、供給力が大事ではないかと、自給率というよりはやはり供給力だとい

うお話ですが、今の枠組では自給率目標を定めるということで、法制度の枠組はそ

うなっておりますが、私どもとしても、自給率というのは１つの指標、目安として

出ているもので、実際はその中で担い手なり農地なり技術なりと、こういったもの

が重要だと思っておりますので、そういう意識で私どもまた基本計画の検討をして

いきたいと思いますし、特に、先ほどちょっと言いましたけれども、構造展望や経

営展望という農業構造がどうなっているかというようなことも含めてお示しをし

たいと思っております。  

 それから、輸出が非常にまた大事じゃないかというお話もありましたが、これも

また後ほどお話があるかもしれませんが、輸出促進にはこれから取り組んでいこう

というふうに考えております。  

 それから、ちょっと水産物、畜産物のお話がありましたが、この基本計画、この

自給率の中では、基本的には畜産業も含めた農業中心でございますが、その自給率

の全体の中にはもちろん水産物やきのことか、そういったものも入っておりますし、

品目別には現在の自給率でいえば魚介類やきのこなんかも参考としてお示しする

ということで、一応その全体の食料を含めて視野には入れているつもりでございま

すが、もともとの物事の性格上、どこまで、例えば水産とか林産物について書ける

かという問題があろうかと思いますが、ちょっとよく検討させていただきたいと思

います。  

 それから、言葉の問題として、地産地消ではなかなか農業は生きていけないんじ

ゃないかと。私どもも、先ほど言いましたように、例えば外食業務用の需要という

のは非常に大きいのに実際は供給されていないというようなところが非常に大き

い問題だと思っていまして、生産サイドとしてそういったニーズにどう応えられる

のかということを非常に大きな課題だと考えておりますけれども、一方で、やはり

地元のものを地元で消費するという動きも、これはこれで顔の見える生産とか、そ

ういうものもあると思いますので、双方ともやはり進めていく必要があるのではな

いかというように考えております。  

 とりあえず総括的には以上でございます。  



○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかの局からございますか。  

 はい、どうぞ、消費・安全局から。  

○高橋消費・安全局審議官  消費・安全局でございますが、総括的な説明は今山

田次長から申し上げたとおりでございますので、私の方から、食育が、ちょっと今

いただいたご意見に対する話が出ましたので、その食育が今政府全体の中でどうい

うふうに議論されているかちょっとご紹介申し上げたいと思います。  

 食育につきましては、政府としては平成 14年、15年、それから昨年 16年、６月

ぐらいですけれども、政府全体の経済政策、あるいは政府全体の方針を決めるいわ

ゆる骨太方針の中で３回取り上げられておりまして、その取り上げられているパー

トといいますか、どういう観点から取り上げられているかといいますと、これは人

間力の向上というところから取り上げられています。人間力というのは人間の力で

すね。ですから、そこにある問題意識といいますのは、最近の特に若い方中心です

けれども、ご自分でどういうものを食べていいかの選択をする力が衰えていて、こ

れが非常にゆゆしいことだということで、人間力の向上という観点から食育を取り

上げているということでございます。  

 それで、先ほど安髙委員の方から生産サイドからの議論でいいのかというお話が

ございました。あるいは、私どもから言えば、あるいは政府だけの議論でいいのか

という話になるんですけれども、今現在始まっております通常国会におきまして、

食育基本法案というのがさきの国会から継続中の案件になっております。本格的な

議論は今国会で行われると思っておりますけれども、この食育基本法案、この中で

いろいろなことが書いてございますけれども、それで、国会で仮にその法案が成立

すれば、国家としてどういう意思で望むかというものがはっきりするんだろうとい

うふうに今見ております。  

 その食育の取り上げ方というのは、食育基本法の中でも、あるいは政府全体の今

の骨太方針の中で申し上げましたように、自給率を、今日ちょっと話は自給率の流

れの中で申し上げましたので、自給率との兹ね合いが尐し強く印象づけられたかも

しれませんが、自給率を上げるために食育をやるというような話ではなくて、先ほ



ど申し上げましたように、人間力の向上、あるいは、我が国の伝統ある優れた食文

化とか、そういったものの継承と、そういったものも考えて食育をやっていこうと。

特に中心はやはり人間力の向上と、こういった観点からやられているものでござい

ます。  

 したがいまして、食育をやっていきますと、もちろん食べ方の問題とかそういう

問題があるわけですけれども、じゃあ何を食べることを教えるんだということにな

りますと、もちろん何という食品とか植物の名前が出てきても、それが国産品であ

るか、あるいは国産品でないかというのは、それは二の次の問題なんですけれども、

ただ、私どもいろいろなところで議論を拝聴いたしましても、日本の国民の話をし

ますから、日本の自然環境とか、あるいは農業ができる風土の中のそういった条件

から全く離れて消費の話をすることはできないわけでありまして、当然食育の中で

教えられる消費、あるいは需要というものは、当然この国の自然環境とか風土に合

った議論をせざるを得ないわけでありまして、そういったところから、日本の農業、

あるいは林業、あるいは水産業との関わりも出てくるんだと思いますけれども、そ

ういった意味で、それが自給率とも関係が出てくると、そういう全体の枠組になっ

ているということでございます。  

 ちなみにまだ成立しておりませんが、食育基本法の中では、国としても食育基本

計画をつくる、それから、都道府県、市町村の段階におきましてそういった計画を

つくっていただくということでございますが、そういった計画をつくって、我が国

の食料自給率の向上に資するように食育を推進していくと。目的ではないけれども、

それによって、これは結果としてということになりますけれども、自給率の向上が

果たせればいいと、そういった観点で議論をされているということでございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほか事務局からございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、山田委員、その次に増田委員でお願いいたします。  

○山田臨時委員  これまでの意見と重複する部分もありますけれども、５点につ

いて申し上げさせていただきたいと思います。  



 第１点は、地球的な食料危機が言われる中で、国家としての独立、それから、国

民生活の安定、国土の保全等からして、必要とする食料の国内での生産確保が必要

であり、そのために、一定の目標を定めた生産・消費における国民の努力や政策の

方向が必要だと申し上げたい。そして、目標は我が国の実態、現行実態をも踏まえ

つつ、国民生存のベースとなるカロリーベースで尐なくとも 50％、５割以上を目指

す取組が必要だということを申し上げたい。  

 第２点は、先ほども意見が出ておりましたが、カロリーの低い野菜や果実であり

ましても、国民の食生活や農業生産にとって極めて重要であることは言うまでもな

いわけでありますが、そうした観点から、カロリーベースの目標と併せまして、金

額ベースについても指標として設定することについては、私は賛成という立場であ

ります。  

 第３点は、ところで、具体的な食料自給率の目標をどう設定するかということで

ありますが、例えば、平成 27年のいうなれば今から 10年後の目標とした場合、５

年後に基本計画を見直すということからしても、現在それをやっているわけであり

ますけれども、５年後の検証や見直しを判断する基準がないことになりはしないの

かということを大変心配しております。関係者、国民が一体となった取組を進める

観点からしても、身近な目標が必要であるというふうに考えます。その意味では、

尐なくとも５年後、これは 22 年の目標設定が必要であるというふうに考えます。

なお、関連しまして、先ほど毎年の検証が必要じゃないかという村田さんの意見に

私も賛成であります。  

 第４点は、食料自給率の目標達成に向けまして、生産面での対応が当然極めて重

要なことは論を待たないわけですが、そのためには、これも当企画部会でも意見が

出ました、先ほども意見がありましたが、自給力が必要であるという指摘は、私も

そのとおりだというふうに思います。その場合、不作付地や、それから耕作放棄が

自給力を弱めているというのは明らかであります。この対策として、地域ビジョン

を描いて地域の実態を踏まえた担い手をつくり上げていく必要性は昨年１年間議

論してきたわけで当然必要でありますが、併せて、これも私の方からも何度も申し



上げたところでありますけれども、何をつくっていくのかという作物対策が極めて

重要だというふうに思います。  

 麦や大豆の良品質の需要に見合った生産を進めるということはもちろん必要で

ありますが、加えまして、不足する飼料作物の作付け拡大や定着に向けた対策を戦

略的にも打ち出していくべきであるというふうに考えます。関連しまして、農地を

農地として利用するということの重要性についても何度か申し上げてきたところ

でありまして、この農地対策が自給力の点でも極めて重要ですが、次回の企画部会

の議論になるのかというふうに思いますので、その点はどんな対策が出てくるのか

期待をしておるところでありますが、農水省の領域にとどまらないで、我が国全体

の国土利用計画を踏まえた土地、それから農地の利用のあり方について、やはり踏

み込んだ検討と国を挙げた政策がやはり必要だと、これがベースにならなきゃいか

んというふうに思いますので、この点は先ほどの森本さんと同意見であります。  

 第５点は、食料消費面での対策は、単に自給率目標を達成するというよりも、国

民の健康の維持の面でも、さらに、地域の環境保全や景観維持という側面でも、こ

れは大変大切だというふうに思います。地域、関係者一体となった取組が必要で、

その際、ファーマーズマーケット等地産地消や学校農園、学童農園等を始めとする

食育の取組が重要だというふうに考えますが、その際、これらに関連して、各県、

地域段階におきまして取組を促すための、例えば、これはいくつかの例があります

が、県、市町村条例等、多様な取組を支援するといいますか、促進させる対策が、

我々も努力しますし、ぜひお願いしたいというふうに思います。  

 最後に、我々はかくのごとく努力していますよということで、どうしても言いた

いものだから、本日、先ほど座長からご紹介いただきましたが、「ビジョンに魂を！」

というビデオをつくって取り組んでいるところであります。さらには、２月１日に

担い手対策室を設置しまして、ＪＡグループ挙げた取組を進めることを決めており

ます。若干遅きに失したということで反省もしておりますが、つけ加えさせていた

だきます。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  



 それでは、増田委員。  

○増田委員  参考資料の１ページですね、「対応方向」の「食育活動の推進」と

いうところの２個目に「若年層や高齢者層、子育て世代などの対象に合わせた各種

シンポジウムの開催等による実践的な取組の実施」と書いてありますが、これは毎

回この手の取組に向けての推進策というのに出てくる言葉のように思うんですが、

各種シンポジウムの開催というのがもはやちょっと時代遅れになってきているん

だということを意識してかからないと、食育の取組としては情けないなという感じ

がしております。  

 何よりも、若年層がどうしてこういう堅苦しいシンポジウムに集められるのか、

それから、高齢者層は、リタイアなさった方は来てくれるかもしれませんが、子育

て世代を対象にというのは、託児所か保育園を併設しなければとても集められない

と思います。そこへもってきて、このシンポジウムというのがどれほど庶民にとっ

て魅力のある会合になり得るのかという、この企画の腕の見せどころに工夫がある

のかどうか伺いたいなという気もしております。まだ特段のプランニングがある段

階ではないかとは思います。なぜならば、食育基本法の制定が言われたりしていま

して、現実にどうやって展開していくのか私どもは大変関心を持って行政を見てい

るところでもあるわけです。  

 そして、たまたま私が放送というメディア出身なものですから、失礼を省みず申

しますと、やはりメディアの活用というところに目を向けていかざるを得ないんじ

ゃないかと思います。ただいま農林水産省がサポートしていらっしゃる、前の年ま

では「隠れ家ごはん！」でしたか、ご飯の消費推進だと思います、今は「いまどき！

ごはん」という番組、あれは視聴率も悪くないと聞いておりますし、私どもの身の

回りの人も、日曜日の夜あの番組を見るとご飯がもうちょっと食べたくなると言っ

ていましたから、大変成功しているんじゃないかと。なぜこんなことを言うかとい

うと、テレビとか放送というのは不特定多数の人が、シンポジウムの会場ですと 100

人とか 200人とか 300人、ものすごく集まって 500人とかということだと思います

けれども、メディアの力というのを活用していくのが今どきのキャンペーンじゃな

いかと思います。  



 食育というのは、やはり官の仕事じゃなくて民の仕事への働きかけ方が大きいと

思います。民の仕事をどうサポートしていくかというのが、これが官の仕事じゃな

いかと。何よりも、食生活指針の認知度が今もって低いことが気になってもおりま

すので、発想の大転換を図った工夫に向けて民の力を活用するという方向を見つけ

てほしいと思っていますが。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、長谷川委員、どうぞ。  

○長谷川委員  私は、総括的なところでは、パッケージとしてはよくできている

なというふうに、村田委員の意見と同じに感じました。そこで、工程管理ですとか

評価、改善という項目を入れていただいたのはとても良かったなというふうに思っ

ているんですけれども、先ほどからこれいくつかご意見が出ておりますが、例えば

資料１の２ページ目の前文のところなんですけれども、「課題の解決が十分に図ら

れていないが、その要因としては、関係者の主体的かつ継続的な取組を喚起できず」

というふうになっているんですね。これ、１つの検証かとは思うんですけれども、

私としてはなぜ喚起できなかったのかというところに非常に関心があって、そこま

で踏み込まないと、現場のリアリティーとは乖離しているなという感じが非常にい

たします。というところで、この評価というのは、もう尐し一歩踏み込んで、総合

食料局の総合評価も拝見したんですが、この踏み込みが足りないなという感じがい

たしました。  

 そのときに、先ほどパッケージとしてよくできているというふうに申し上げまし

たが、これを実効性あるものにしようというときに、工程管理、評価、改善という

仕組みと、それから、実行していく仕組みが必要であろうというふうに思います。

本日配られました国民からの意見というものを拝見させていただきましたら、やは

りなと思いましたのは、現場では非常に施策の実効性に不安があるんだという声が

いっぱい寄せられていると思うんですね。それがなぜできないのかというと、１つ

には、こんなによくできている政策をすべて知悉した上で、あるいは、農業の将来

ビジョンですとか日本の農業の将来ビジョンまで構想した上でこのものを語れる

人があまりいないんだろうなという気がいたしました。  



 そういった意味でいうと、これまでも提案されていますけれども、関係者の連携

ですとか、それから協議会の設置、さまざまな局面で出てきておりますけれども、

この機能をどうやって担保していくのかが重要であろうというふうに思います。こ

のときにＪＡさんですとか、それから、行政と生産者の連携、本当の意味での話し

合いができるような仕組みをどうつくるかが非常に重要だというふうに思います。  

 それから、先ほど申しましたけれども、全体像がわかっている方がその地域に合

った政策を取捨選択できるような仕掛けが何かできないのかなというふうに思い

まして、例えば、ここのご議論に参加していただいております、私達委員もそうな

んですが、私達はとても全体像を把握していないので、本省の方々、各地方に散っ

ていただいて、地方の議論をリードするようなこともあってもいいのではないかな

というふうに感じました。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかいかがでございましょうか。  

 それでは、安髙委員、西山委員の順番でお願いいたします。  

○安髙委員  食育については、広く国の問題だという捉え方で農水省でも議論し

ていただければ、そういう方向でよろしいかと思っております。ただ、資料１の１

ページ目の「食育」と「地産地消」の下に書いてある「国産農産物の消費拡大の促

進」と、こういう表現が入ってきますと、農業の側から見たときに勘違いが起こる

のかなと。例えば、おいしくないものを無理に拡大していく、あるいは高いものを

無理に買わせる。ではなくて、やはり先ほど横川委員もおっしゃいましたけれども、

おいしいものを安くつくっていけば消費は増えていく、基本はそこだろうと思って

おりますので、そういう努力が必要だろうし、そういう生産側が努力できる環境を

つくることが農業の政策であろうと思っております。  

 それから、横川委員が供給力、自給率ではなく供給力とおっしゃいました。私も

なるほどそうだなと思っております。そして、やはり時代に対応できる供給力をど

う持っていくか、どう組み立てていくか、先ほど数値の検証というのがありました

けれども、私、結果としての自給力ではなく、やはり私は、例えば農地と担い手、



供給力が確保できる農地をどのように目標化していくか、例えば生産性の高い農地

をどれだけ増やしていくか、その生産性の高い農地を生産性を高くできる担い手が

どのように自分の経営の中にその農地を取り込んでいけるか、そういう目標を数値

化して、年度を切って掲げるということが重要であろうと思っております。  

 やはり生産となれば、農地ともう一つは担い手、担い手でいろいろ出ますけれど

も、私はやはり生産性向上できる担い手にしなきゃいけないと思っております。コ

ストダウンできる担い手。だから、数値化するのであれば、例えば米 60キロをこ

れだけのコストで生産できる農家、結果として検証するのであれば、国全体の米の

生産コストはこれだけ低くなりました、５年後これだけ低くなりました、それが１

つの目標だろうと思います。もし議論されている直接支払いの担い手を対象とする

のであれば、あくまでも生産コストを目標とする。掲げる低い生産コストを達成で

きる見込みのある担い手を支援していく。これが本当に生産性の高い農業をつくり

上げる施策になるのだろうと思います。  

 ただ、今議論されているような直接支払いの持っていき方では、担い手を守ると

いう施策にはなると思いますけれども、生産性の高い担い手を育てると、あるいは

育つという政策にはなりにくいのではないのかなと。だったら、農業者にとっては

厳しいのですが、いわゆる生産コストの目標を達成できるような担い手にしていく、

そういう担い手を育てていく、育つというときには、ある程度の厳しさというもの

は仕方ないと思います。そういうものがなければ、ある種の厳しさがないと経営者

というものは育つものではなかろうと思っております。こういう厳しさというのは、

やはり人には言いにくいものです。私自身がいつも申し上げますけれども農業をし

てきておりますから、やはり育つためにはある程度の、若干の厳しさは仕方ないも

のだと思っております。そこにメスを入れなければ、本当に競争力のある日本の農

業をつくる施策にはならないだろうと思っております。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、西山委員、どうぞ。  



○西山臨時委員  供給力、今、自給力を供給力という言葉の方が適当ではないか

というお話がございましたけれども、その供給力、自給力といった面で、現在北海

道内で、これは十勝でございますけれども、ちょっと検討されている内容というか、

紹介をさせていただきたいと思います。  

 というのは、北海道内、畑作地帯が十勝なんかは雤害によって、雤の害によって

規格外の小麦が出たりいたします。あるいは、てん菜、ビートですね、これを加工

するときに出てくる廃糖蜜とかですね、あるいは非常に成長の早いトウモロコシ、

こういうものを活用して、この２月に温暖化防止の国際ルールとなります京都議定

書が発効するわけでございます。そういう今言った作物を原料にして、バイオエタ

ノールという、京都議定書でＣＯ２削減という観点から取組が、農産物のレベルで

やってみようという議論で海外の視察をしたり、あるいは、地元の大学でバイオエ

タノールを使った車の走行実験、ただし、これはもうご承知だと思いますけれども、

ブラジルなんかの非常に安いサトウキビを原料としたバイオエタノールがありま

すし、自動車の構造そのものだとか、エンジンというもの、やはり技術的に解決し

なきゃならん問題はあるということは私もわかっております。  

 先ほどから議論になっておりますカロリーベースの総合食料自給率という、そう

いう数値には、今申し上げたような農地と生産される農産物が実はカロリーベース

には寄与しないという、そういう場合が出てきます。出てきますというか、もちろ

んカロリーベースに寄与しないわけですけれども、しかし、ある意味では、もっと

大きな意味のエネルギーという、そういう面で再生可能な農産物という位置づけと

いうのはできないのかなという、そういうことを、先ほど申し上げたように、十勝

というのは各作物、生産性が高い。例えばビートなんかは、糖価調整法との絡みと

いうのは十分理解しています。しかし、そういう背景の中で、一歩進んで、カロリ

ーベースという意味に、食ということではなく、もっと広い地球規模の、そういう

意味の対応をしていく。ただし、先ほどから言っているんですが、金額的にもし勝

負したら高いわけですよ。しかし、このことは地球規模的には将来非常に重要な農

業の役割という面でも評価ができるんじゃないかと。  



 この辺のことについては、経済産業省の方もいろいろな考え方で現場で対応する

というようなことがこれから出てくると思うんです。つまり、農水省だけでなくて、

もっと、先ほどから自給率というのはもっと国家的なレベルでという意味でいけば、

そういう食というか、あるいは金額というのとは違った、そういう意味の農産物の

生産の考え方というのがあろうかと思います。そのことは、結果としては一旦事が

あれば食料自給率への寄与ができると、不測時の食料安全保障という視点からも考

慮すべき点であろうというふうに思っております。もし何かご意見があれば、お聞

かせをいただきたいなと思います。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員  先ほどちょっと言い忘れていますので、追加をさせていただき

たいんです。１つは、業務用の農業というのを促進していくということが大事だと

いうことです。日本の農業というか流通は、コンシューマー用、一般消費者用にで

きあがっていまして、業務用というのはあまり考えられてこなかったんですね。簡

単な例では、レタスの畑をつくると、サイズとして２ＬからＬからＭからＳまで収

穫ができます。そして、一般のスーパーですとＭやＬなどが流通し、２Ｌは尐し値

段を崩して外食に売るということがあります。あるいは、ちょっと変形していたり

小さいものは、ほとんど売り物にならないからと畑でつぶしてしまうことがあるそ

うです。それはリサイクルにはなっているかもしれませんけれども、生産性が上が

らない１つの原因なんですね。これはタマネギにしてもニンジンにしてもジャガイ

モにしてもみな同じです。  

 ただ、外食の場合は見た目ではなくて調理・加工しますから、中身がそろってい

れば、例えばタマネギでいえば糖度が何度あればいいということになると、サイズ

はあまり関係なくなります。そうすると、家庭用の生産と業務用の生産というのは

違うものだと思いますし、外食用というのはロスがありませんから、単価が仮にキ

ロ 500 円のものが 450 円でも、農家の手取りは増えていくことにもなるんですね。



この辺をどう考えるのかということを含めて、業務用生産体制というのがあってい

いんじゃないかと思います。  

 また、別な点は、将来の生活変化のことです。最後に申し上げておきたいのは、

海外の部分加工です。ベトナム、ミャンマー、タイ、中国などで加工して日本にも

のすごく入ってきています。例えば、マグロをフレークにしたり、骨抜きの魚をつ

くったり、三枚おろしにしたり、すしの１人前用のカットにして冷凍にして輸送し

たりとですね、ある特殊な加工について、海外で加工しているわけですね。また一

方では、エネルギーの自由化によるガスと電気の大競争が起きて、これまでエネル

ギー屋さんがまったく関心を持たなかった厨房器具が、ガス器具、エネルギーとセ

ットで開発されるようになりました。その結果、ＩＨでは温度のコントロールが細

かくできるようになってきましたが、ここにＩＣが絡んできますと家庭で料理の完

成品ができる時代がきます。スイッチを入れて、何分かたつと、今のレストランが

出すままの商品が出てくる時代が 10年ぐらいで来ると思います。  

 要するに、世の中がものすごく変わってくるということを頭に入れて、これから

の日本の食品加工状態をどうするのか考える必要があります。昔は原料で食べ、材

料でものをつくり、半製品で料理すると時代が移ってきました。最後は加熱して食

べるだけの時代になります。これからの主婦は、極端に言えば盛り付けだけして食

べるという時代になると思います。日本のある食品メーカーは、時間を売ると言っ

ています。要するに、主婦の時間を会社が代わりにつくって差し上げると。つまり、

技術を売るのでも、材料を売るのでもなくて、時間を売るのだというのです。いず

れこの時代が来るとするならば、日本の食品がどうなっていくのかもう一度根本的

に考えて、今から研究開発をやっていくということも必要なのではないかと思いま

す。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかにいかがでございましょうか。  

 それでは、八木会長。  



○八木会長  先ほど西山委員のお話もありましたが、ほかの委員の方も食料供給

力についてお話しされていましたので、私も意見を述べさせていただきたいと思い

ます。  

 この資料ですと、食料供給力については、どちらかというと不測の事態に対応し

た最低限必要とする食料供給力の確保というようなスタンスでつくられておりま

すけれども、やはりもう尐し独立した形で供給力の現状というのを示したらいかが

かと思います。もっとも食料供給力といってもいろいろな指標がありますので、難

しい面もあるとは思いますが、例えば 10ページの図の左の下の国内延べ作付面積

の品目別のものですけれども、大変わかりやすいと思います。農地利用に関する１

つの指標ということですけれども、そのほかに、例えば農業技術、例えば生産性と

か、あるいは品質の向上とか、わかりやすいような指標をお示しいただいたらどう

かという気がいたします。  

 今後の課題としても、安全性とか、あるいは環境とかの多面的機能の問題もござ

います。先ほど西山委員がエネルギーやＣＯ２の話をされましたけれども、農業に

おける循環型のシステムみたいなもの、こういうものの構築を日本農業あるいは生

産者の努力の成果としてどう評価していくかということも、多分これからの研究課

題だと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、森本委員、どうぞ。  

○森本専門委員  最後に私なりの意見なんですけれども、私この審議会に出てい

ていつも思っていることが１つあるんですけれども、委員の先生方がしゃべられて、

その質問とかしゃべられたことがなかなか次に続かないなといつも思うんですね。

結局、僕は誰に向かってしゃべっているのかなといつも思っているんです。僕は国

民に向かってしゃべっているのか、それとも委員の先生方に向かってしゃべってい

るのか、農水省の職員の方々に向かってしゃべっているのかが本当に時々自分の中

でわからなくなるんですね。今日も自分で自給率の話をしていて、本来私は自給率

の話をもう尐し、私の言った意見というのが正しいとは絶対私は思っていないんで

す。いろいろな反対意見もあって、賛成の意見も当然あると思うんです。しかし、



やはりこの限られた時間の中で自分の言いたいことを言っていけば、やはりそこで

その話はどんどんとる。最後は農水省の担当者の方がその返答をする。ということ

は、私は農水省を見てしゃべればいいわけですよね。農水省の職員に対してしゃべ

ればいいということなんですよね。  

 だから、本当は私は自分の意見というものを、生産現場の人間として長谷川さん

とか増田さんとか大木先生とか、そういった先生方と話してみたい、本当はですね。

そして、自給率というのをお互いにどういった観点から本当に考えているのかとい

うのも話してみたい。しかし、なかなかこういう場で、ちょっと話がなかなか先生

方のところで、委員のところで、１人が言ったらまた全然違う委員の先生の話がぽ

んと出て、だから私は今日わざと安髙さんの言ったことの後にすぐに手を挙げて言

ったんです。それと、この前も安髙さんの言った意見に対して、私は違うと思った

からはっきり違います、それは違うんじゃないですかと言わせていただいた。だか

ら、委員同士の議論というのが本当にない。これは皆さんの言っていることが本当

に正しいことばかりだから議論になっていないのか、それとも、議論の持っていき

方が悪いから続かないのか、本当にそこをしないと、この自給率の問題もただ単に

このままいってしまうのかと、それを私は危惧しております。  

 以上です。  

○生源寺部会長  今のご発言につきましては、話題にもよるかと思いますし、こ

れまでも委員の皆さんの間での議論という機会もあったかと思います。それから、

農水省の職員の方というよりも、政府の中の農林水産分野なり食料の分野について

所掌されている方が来ておられるわけですから、政府との対話という、こういう性

格もやはり持っているんだろうと思います。これは私の方からどうぞ委員の皆様の

間でというようなことはあえて申すことはいたしませんけれども、そういう形でご

議論していただくことももっともっとあっていいというふうに森本さんおっしゃ

ったわけで、それはそれで結構なことかと思います。  

○安髙委員  会長、いいですか。  

○生源寺部会長  はい、安髙委員、どうぞ。  



○安髙委員  今森本委員がおっしゃったことについてですけれども、私は今森本

委員がおっしゃったような意味で議論を深めていこうとするならば、例えば一問一

答の形式、あるいは資料にのっとっていくならば、例えば１ページずつやっていく

というような形になるのかなと。今の議論では、今日の全体のテーマがあっちいっ

たりこっちいったりというのになっているように私は感じております。  

 以上です。  

○生源寺部会長  これは一長一短あるだろうというふうに思っております。その

状況を見ながらこちらの方で進行していきたいと思いますので、もしそのあたりに

ご不満があれば、その場で言っていただければと思います。  

 そのほかいかがでしょうか。  

 はい、中村委員、どうぞ。  

○中村委員  具体的な自給率の問題は、前回も率の問題、それから表現方法の問

題を申し上げましたので、重ねて申し上げる必要もないかと思いますけれども、表

現方法につきましては、いろいろな表現方法をとって国民の皆さんの理解を得ると

いうことは必要だろうと思いますし、ただ、その中で、やはり国民の生命に関わる

ということになれば、カロリーベースということになろうと思いますので、そこを

中心にいろいろな表示をしていった方がいいんじゃないかと思います。  

 それから、率の問題につきましては５年前に、世界全体の人口増の問題、あるい

は生産条件の悪化の問題、気象の問題等、かなり幅広く検討した上５割以上が必

要・・・45％ということでそれを目標にしたという経過もあります。これは非常に

重い検討をした挙句の果ての重い数字だというふうに今でも理解をしております

ので、議論をするときは、そういう視点で議論をしていただきたいと思います。そ

れから、いわゆるその後の工程管理の話は、これはぜひともやらないといけないと

思います。  

 それから、自給力の問題、これは自給率の問題と裏腹の問題として自給力はある

話でありまして、これからの議論だと思いますけれども、農地の総量の確保の問題、

耕地利用率の問題、あるいはこの構造展望が、５年前に示された構造展望がどうな



るのかという担い手の問題がまだ定かになってきておりませんが、そういう１つの

指標としてやはり自給力というのは一方で必要だろうと思います。  

 それから、今日の始めの方の議論と、それから大木委員から出た問題は、非常に

大切な問題だと思いますし、そういう意味では、まだ、この前の基本法、36年にで

きた農業者、あるいは農業のための基本法から国民全体の基本法に変えた４つの理

念、すなわち前２つの食料の確保の問題、あるいは多面的機能の問題が国民のニー

ズであるとし、それに応えて農業と農村をどうするかという理念で仕組まれており

ます。また、この基本法ができたときに非常に難しいことだと思いましたのは、農

業者の努力、あるいは事業者の努力、そして消費者の役割という、これを条文にし

て明確にしているわけですね。これは本当に実現できるだろうかという気はしまし

たけれども、こういう状況になってきますと、基本法の趣旨とこのような各々の役

割を国民が共有することがまず必要だと、今日の議論を聞いていて思います。  

 その点で、非常にわかりにくくなっていることがあろうと思います。大木さんか

ら指摘がありましたように、例えばこの自給率、あるいは量の問題についても、例

えば多面的機能を発揮するために必要な生産というものがあるのかもわかりませ

ん。しかも、今足りないのは、ちゃんと法律の中で国内生産を基本にしてこれをや

っていくんだと、こういうことも謳っているわけでして、もう一度この法律そのも

のをもっと国民全体に理解してもらう努力が、自給率の問題もそうですけれども、

全体問題を含めてあるのではないかと、今日の議論を聞いているだけでもそういう

気がいたしましたので、そういう対応もしていただければというふうに思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかにございますでしょうか。  

 はい、大木委員、どうぞ。  

○大木委員  先ほど森本委員の前に私も手を挙げて意見を言えばよかったんで

すけれども、横川さんのご意見に私賛成なんです。というのが、先ほど時間を売る

時代になってきて、主婦は盛り付けるだけ、そういう時代になってくるというお話

でしたが、そうなるのもちょっと寂しいことは寂しいんですけれども、でも、やは



り家庭用と業務用を分けた体制というんですが、生産体制、これはこれから本当に

必要だと思っているんですね。  

 よく産地に行きまして畑を見てきてかわいそうだなというのを随分見てきてい

ます。それは、あまりにも分け方、仕分け方が細かくて、それで流通できないとい

う部分があってこうなっているというのもよく聞きまして、だいぶそれも改善され

てきているという話は聞きますけれども、これからますます外食・中食というもの

にシフトしているわけですね。そうなりますと、やはり食品産業との提携というの

が非常に重要になってきて、そこで国産のものを使ってもらわないと、自給力、自

給率、それは高まらないと思うんですね、いくら消費者が頑張って家庭のために買

ったとしても。ですから、そこのところに力を入れてもらうというのがこれから本

当に重要だなと思いましたので、あっと思ったときに、森本さんの前に手を挙げれ

ばよかったなと思っていた１つでございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかございますでしょうか。  

 なければ、かなりご意見が多かったと思いますけれども、何か役所の方からコメ

ントなりご回答をいただくことがあれば、お願いいたします。  

○山田総合食料局次長  それでは、多尐コメントをいたします。山田委員の方か

らいくつかありましたけれども、何点かコメントしたいと思います。  

 カロリーベースで５割以上を目指すというのが基本ではないかというお話でご

ざいます。自給率そのものについては、また後日ご検討をいただくことになります

ので、またその場でということなんですが、今の基本計画もそうですけれども、や

はり実現可能な、今の基本計画の考え方、今度もそうしたいと思っているんですが、

いろいろな課題を解決した場合に実現できるレベルはどこなのかというのを設定

して、それで実行していくというのがやはり大事なんじゃないかと。それが先ほど

来ご議論あります、やはりそれを確保するために工程を管理する、工程表をつくっ

ていく、あるいはそれを見直すというような形がやはり重要なのではないかと。や

はり、ある程度実際にどうやっていくのかというのを見据えながら議論するのが必

要じゃないかなということでございます。  



 それから、もう一つ、これもまた実際にご議論のときに、率なり目標を設定する

ときにご議論していただければいいことなんですけれども、22年の目標というのを

どうするのかというお話がございました。私どもとしては、やはりある程度施策を

大きく括って、いろいろな大胆な施策、あるいは方向を、ある程度長い目で見た形

で打ち出していきたいというふうに思いますので、あまり短い期間に効果があるか

どうかというのがわからない段階で見るよりも、目標設定自体はある程度長い期間

があった方がいいのではないかと今のところ考えております。ただ、先ほど来お話

がありますように、それでは途中経過がわからないじゃないかというご議論が当然

あるんで、それはやはりある程度工程なりを描いて、それをチェックしていくとい

う、毎年できればそれに越したことはありませんが、そういう仕組みを盛り込んで

いくということの方がいいのではないかなというふうに今の時点では考えており

ます。  

 それから、長谷川委員から検証のところ、ちょっと踏み込み足らないんじゃない

のというお話は、紙面の都合もあるんでなかなか書けないところもあるんですが、

できるだけまた努力をしていきたいというふうに思います。  

 それから、工程管理の話は今申し上げたとおりで、それぞれ出ておりましたけれ

ども、１つ西山委員の方からバイオエタノールなりそういった非食用のものについ

てのお話がございました。八木会長の方からもちょっとその関連でございましたけ

れども、食料自給率ということで今議論しておりますので、ご案内のとおりですけ

れども、非食用のものまでこのカロリーの中に入れるわけになかなかいかないもの

ですけれども、そういう施策としてバイオなり非食用の農業生産というのももちろ

ん非常に重要なことでございますので、それについてはまたどういうことが書ける

か検討していきたいと思います。  

 それから、横川委員なり大木委員の方からお話がありました業務用の農業ですね、

このお話がございましたけれども、こちらの資料にも書いてございますけれども、

私どももそういう意識を非常に持っておりまして、そういうことにももっと施策を

打ち出していくようにしたいと。  



 それから、それともちょっと関連しますけれども、増田委員でしたかね、消費者

に食べさせるというのをどうしていくのかというお話がございましたけれども、や

はり、消費拡大ももちろん大事なんですけれども、生産者側も消費者のニーズに対

応した対応というのが必要であるというふうに思っておりますので、その辺も含め

て検討していきたいと思います。  

 とりあえず、あまりたくさんはお答えできませんけれども、ほかにありましたら

……。  

○生源寺部会長  何か補足でございますでしょうか。  

 それでは、生産局の方からお願いいたします。  

○白須生産局長  今次長の方からもお話がありましたが、横川委員と大木委員の

方から、業務用・加工用需要についてどう対応するのかというお話がございました。

そのとおりでございまして、例えば野菜を例にとってみますと、家庭用では、いわ

ゆる輸入もののシェアというのは３％ぐらいでございます。ところが、加工用・業

務用需要をとってみますと、大体輸入もののシェアというのが 30％から 50％ぐら

いになっておりまして、やはりここのところに手を入れていかないと自給率、自給

力は高まっていかないというふうに私どもも考えております。  

 したがいまして、やはり問題は、横川委員からもお話ございましたように、規格

の問題とか、一定のロット、あるいは安定した価格で定時・定量、一定の規格で一

定のロットでというところがやはり大変に私ども遅れているところだというふう

に思っておりますので、そういった意味で、この輸入ものに奪われております国産

の、例えば野菜であれば国産のシェアを何とか奪回していこうというのがまさに攻

めの農政の一環でもございまして、そういった意味で、今後業務用ニーズに対応し

て、国内の生産・供給体制を整備していくと。そういった意味で、食品産業、外食

産業とも大いに連携を図っ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。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、横川委員、どうぞ。  



○横川専門委員  多分それに関連すると思いますが、最近リレー農業というのを

農林水産省で推進しているというふうに聞いています。例えば沖縄から最後は北海

道、長野を含めて、リレーで作物栽培することによって１年中安定供給ができる。

今、チェーンストアの大手が一番悩んでいるのは、安定供給がどうくるか、均質と

安定供給と価格という問題が鍵になる。日本では、旪のものや特産品としては採れ

ていますが、それが年間安定供給ということになると、全然うまくできていない、

大変な問題です。それをどうするかというのでリレー農業という言葉を使うのだと

思いますけれども、これを進めていただくと外食業界としてはコンタクトをとって

新しい時代にあったやり方を出来ると思います。そういう意味で、こういうことが

時代に対応した新しいシステムだと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほか、全体を通じてございますでしょうか。  

 はい、永石委員、どうぞ。  

○永石臨時委員  今、これは自給率と直接関係ないですけれども、個人的な意見

としては、中食・外食産業の需要が増えて、横川委員がおっしゃったように主婦が

便利になることは非常にいいことなんですけれども、私個人としては非常に寂しい

なという思いもあります。今、地方ではスローフード運動が盛んであります。手作

りの味、食の良さというのを農業・農村地域から発信していこうということです。

都市の方が盛り合わせだけの食事をされるならば、田舎に来て手づくりの経験もし

て食事をしていただく、そういうことがやはり必要と考えておりますので、川村局

長さん、農村振興政策としてそういうのを積極的にお願いしたいということです。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 今のお二方の発言につきましては、特に役所の方からのコメントということはよ

ろしゅうございますね。  

 それでは、まだ予定の時間には達しておりませんけれども、今日はご出席の委員

の方もやや尐ないということでございますので、このあたりで議論は閉めさせてい

ただきたいと思います。  



 本日いただきましたご意見につきましては、今後の取りまとめに向けた議論に生

かしてまいりたいと、こう思います。  

 次に、今後の日程でございますが、お手元の資料２、１枚紙でございますけれど

も、ちょっとご覧いただきたいと思います。  

 私と事務局の間でご相談させていただきまして、当面の日程の案を作成したわけ

でございます。この２月に予定しております、資料２にあります３回の部会で基本

計画の取りまとめに向けた議論を進めて、できれば部会としての意見を収束させた

いと、こう考えておりますが、最終的な答申案の取りまとめの日程につきましては、

この２月の議論の進捗状況を見ながら改めてお示ししたいと、こう考えております。  

 取りまとめまで残された期間もかなり短くなってまいりましたけれども、これま

で同様、円滑な部会運営に努めたいと考えておりますので、これまで同様ご協力の

ほどよろしくお願いいたしたいと思います。  

 なお、次の会議でございますけれども、新たな基本計画の取りまとめに向けまし

て、骨子案について意見交換を行いたいと思います。事務局におかれましては、資

料の準備をお願いいたします。日時は、２月 10日木曜日の午前 10時から、場所は

郵政公社２階の共用会議室でございます。今回とは場所が異なりますので、お間違

えのないようお願いいたします。  

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。  

 どうもありがとうございました。  

   

   

   

――了――  

 


