
第３０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２月２４日（木） １３：３０～１６：２１  

   

場所：日本郵政公社本社２階共用会議室Ａ～Ｄ  

   

   

○生源寺部会長  それでは、定刻でございますので、ただいまから食料・農業・

農村政策審議会第 30 回企画部会を開催いたします。  

 なお、本日は八木会長、江頭委員、大庭委員、古賀委員、平野委員、森野委員、

立花専門委員及び横川専門委員が所用によりご欠席でございます。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 105名の方から傍聴のお申し込

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、この点もよろしくお願いいたします。  

 また、本日は大口大臣政務官にご出席をいただく予定でございますが、国会審議

の関係で若干遅れて来られるということでございます。  

 それでは、早速議事に入りたいと思いますので、テレビのカメラの皆さんはここ

でご退出をお願いいたします。  

 本日は、新たな基本計画の取りまとめに向けた議論の第２回目でございます。前

回の企画部会では議論の素材として基本計画に盛り込むべき内容の大筋を整理し

た骨子の案についてご意見を頂戴いたしたわけでございます。  

 今回は前回いただきましたご意見を踏まえ、内容を肉付けした基本計画の原案を

事務局に用意していただきましたので、これに基づいてご意見を頂戴いたしたいと

思います。  

 議事の進め方でございますが、まず事務局から資料の説明をお願いし、その後、

４時までを目途に意見交換を行いたいと考えております。できるだけ多くの時間を



意見交換に充てたいと思いますので、事務局からの説明はなるべく手短に端的にお

願いいたします。  

 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。  

○今井企画評価課長  企画評価課長でございます。  

 それでは、資料１をご覧いただきたいと思います。資料１が前回ご説明いたしま

した骨子を肉付けする形で作成いたしました原案でございます。まず、これを私の

方から説明させていただいた後に、今日は横長の資料で資料２という原案の関係資

料もお配りしておりますので、後ほどこれについても、説明をした上でご議論いた

だきたいと思います。  

 それでは、まず資料１の原案でございますけれども、早速１ページをお開き願い

たいと思います。原案では「まえがき」をつけております。まえがきでは、新たな

基本計画を策定します背景事情ですとか、計画見直しの姿勢等を記述しております。

前回中村委員から世界の食料需給の不安定要因だとか、そういうものをなるべく前

の方で書くべきだというような指摘がございましたけれども、真ん中あたりの情勢

変化の中でそうしたものについても触れてございます。  

 ２ページからが、４本柱のうち、１つ目の基本的な方針についての記述でござい

ます。１が改革の必要性でございまして、前計画、現行基本計画策定後の情勢の変

化と政策改革の必要性を５本の柱で（１）の「食の安全や健全な食生活に対する関

心の高まり」から、５ページの（５）の「グローバル化の進展」まで５本の柱で記

述をいたしております。  

 ここにつきましては、昨年の夏の段階で取りまとめました中間論点整理をベース

に記述をしているということでございます。  

 ５ページの下の方が２番目の改革に当たっての基本的な視点でございます。前回

山田委員から、改めて 10年を期間とする新たな計画を策定する理由をしっかりと

記述すべきであるという指摘もいただいておりますので、５ページの下半分のとこ

ろに記述をしたつもりでございます。  

 ６ページが改革の視点、ここも（１）から（５）までで整理しております。前回

村田委員、長谷川委員から環境保全を重視した施策の展開というのを、当初は１の



情勢変化の方で記述しようと思っていたんですけれども、そういう指摘がありまし

たので、改革の視点の（４）として「環境保全を重視した施策の展開」というのを

位置づけて記述をいたしております。  

 ８ページからが、第２の「食料自給率の目標」でございます。ここも前回ご説明

いたしました骨子の枠組みに沿って記述しているわけですけれども、まず８ページ

の１のところは自給率の検証でございます。検証結果は右の９ページ、それから 10

ページのところに表にしてありますけれども、文章では８ページの下の方にありま

すように、11 年度から 15年度までの食料自給率の動向が、第１表は総合食料自給

率の推移でカロリーベースの自給率というのが 40％で横ばいだと。主食用穀物自給

率等の推移はその下のところ、品目別の食料自給率の推移は 10ページに記載して

ございます。  

 そういう動向になっている、結果として十分な成果が得られなかった要因という

のを 11ページでは食料消費面での検証、15ページからが農業生産面での検証、検

証の内容につきましては、骨子でご説明した内容を膨らませて書いているというこ

とでございます。  

 両面にわたって総論的に、11 ページの上のところですけれども、共通する要因と

いたしまして、食料自給率の目標達成に向けて解決すべき課題は提示していたもの

の、課題解決のための重点的なテーマ設定、またその具体的な取組手法、そういう

ものが明示されていなかったので、関係者の主体的かつ継続的な取組が喚起できな

かったということを十分な成果が得られなかった要因の一つだというふうにして

おります。  

 そうした上で、17 ページ目からが食料自給率の目標設定に当たっての基本的な考

え方でございます。（１）の基本的な考え方では、まず今申し上げましたような反

省に立ちまして、第１パラグラフの一番下の方ですけれども、まずは重点的に取り

組むべき事頄を明確化していこうということを基本的な考え方の一つに据えてお

ります。それによって課題解決に向けた関係者の具体的な行動を呼び起こしていき

たいということでございます。  



 その際に、改めて今後 10年の計画期間を設定することで課題解決に向けた取組

自体に緩みが生じたり、先送りされることのないようにすると。そういう観点から

これまで十分とは言えなかった工程管理を適切に実施する。毎年施策の評価を行っ

て翌年以降の施策の改善に反映させていくという方針を書いてございます。  

 これが新しい自給率目標についてのポイントの２点目になろうかと思います。そ

ういう取組をすることによりまして、食料自給率ができるだけ早期に向上に転じる

とともに、おおむね５年後となる次回の計画見直しの時点において目標の達成が見

通せるようになることを目指すということで、前回山田委員から基本計画は５年ご

とに見直すことになっているけれども、22 年に見直す際にその時点の目標がなくて

良いのかと、目標ではないんですけれども、こういった施策の工夫をしてはどうか

という提案でございます。  

 17ページの下の（２）が「総合食料自給率の目標の示し方」でございまして、こ

れは企画部会でもう何度も議論したところですけれども、下から４行目あたり、引

き続き供給熱量ベースの総合食料自給率を目標として設定することを基本とする

んだということ。その上で 18 ページになりますけれども、多様な消費者・実需者

のニーズに的確に対応した国内生産の増大を図るということが急務になっている

ということも踏まえまして、（３）の直前の２行ですけれども、供給熱量ベースに

加えて生産額ベースの総合食料自給率の目標も併せて設定するということです。  

 （３）が食料自給率の目標の具体的な設定についての記述でございますが、まず

第１パラグラフといたしましては、世界の食料需給が不安定な要素を有しているこ

と、多くの国民が我が国の食料事情に不安を抱いているということを踏まえれば、

基本的には食料として国民に供給される熱量の５割以上を国内生産で賄うことを

目指すことが適当なんだという、前回からの方針を堅持しているということでござ

います。  

 その上で、計画期間内における実現可能性を考慮する必要がありますので、望ま

しい食料消費の姿、生産努力目標、それを踏まえたものとして、品目別の自給率等

を示していくという方針でございます。  



 前回とまた違いますのは、その上で平成 27年における自給率目標が実現した次

の段階には５割以上の供給熱量自給率の実現が見込まれるものとなるように、今回

の計画期間からそのために必要な条件整備を進めるんだという方針をここに記述

しております。  

 （４）はこの場でも何度か議論がありましたけれども、食料供給力の問題でござ

います。冒頭に書いてありますように、平常時の食料自給率の水準というのは直ち

に不測の事態における国内農業の食料供給力の程度を示すものではないと。19ペー

ジの２パラ目ですけれども、一方で世界に目を転じますと、世界的な人口増加、ア

ジア諸国の経済成長に伴う穀物需要の増大、地球温暖化の進行といった中長期的に

は世界の食料需給が逼迫する可能性が指摘されておりますので、食料安全保障の確

保というのが非常に重要な課題なのだと。そういうことで平常時から食料供給力の

要素である農地、農業用水、担い手、農業技術等を確保していくということと、後

ほど説明いたしますけれども、不測時における国内農業生産による供給可能量の水

準ですとか、食料供給の確保のための対策等について国民に対して普及、啓発を行

うことが必要であるということを触れております。  

 ３点目が重点的に取り組むべき事頄でございまして、これも、骨子で整理したの

と同じでございまして、食料消費面では、アとして「分かりやすく実践的な『食育』

と『地産地消』の全国展開」、２点目が「国産農産物の消費拡大の促進」、３点目

が「国産農産物に対する消費者の信頼の確保」ということでございます。  

 前回増田委員から、今の食生活指針は「仏つくって魂入れず」の状態だというよ

うな指摘がございましたけれども、この 20ページの一番上のところですけれども、

今回、アの食育のところでは食生活指針を具体的な行動に結びつけるものとして適

正な食事の摂取量をわかりやすく示したフードガイドを策定いたしまして、実践的

な食育の取組を国民的運動として展開していくんだというように、取組方針の記述

をいたしております。  

 農業生産面での重点事頄はアといたしまして、「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」、２点目が「食品産業と農業の連携の強化」、３点目が

「効率的な農地利用の推進」ということでございます。  



 21ページの（３）が関係者の役割ということで、これもここで何度も議論があり

ましたけれども、自給率の向上に向けては政府だけではなくて関係者が一体となっ

て、かつ適切な役割分担のもとで主体的な取組を行う必要があるということで、各

団体ごとの主体的な取組をやっていただきたいような事頄をここに整理をいたし

ております。  

 地方公共団体のところには、「その一環として」というところで、地域の食料自

給率や地産地消の取組の目標を設定し、食育活動において活用してもらうというよ

うなことが書いてございますけれども、前回永石委員から、地域の自給率目標の設

定には賛成だけれども、地産地消の目標設定というのはなかなか難しい、悩んでい

るんだという指摘がございました。  

 これにつきましては、後ろの 36ページに、これは施策を整理しているところで

すけれども、36ページの下のところに「地産地消の推進」というのがございますが、

37ページの（５）の直前くらいですけれども、地産地消に取り組む人材の育成・確

保、成功事例の収集・紹介、地域間の情報交換、こういったことを国としてもやっ

ていこうというようなことを施策の方で記述をいたしております。  

 続きまして、22 ページの真ん中あたりからが食料自給率の目標でございます。こ

れが数値に関係する部分でして、骨子では抜けていた部分ということでございます。

（１）ではまず望ましい食料消費の姿、前提になるものですけれども、栄養バラン

スとして脂質熱量割合が低下すると。品目については、脂質を多く含む品目の消費

は減尐、穀類の消費は横ばい、カルシウム等の微量栄養素の摂取増加の必要性から

豆、野菜、牛乳・乳製品の消費は増加と。総供給熱量については、尐子高齢化の進

展に伴う摂取熱量の減尐を加味し、廃棄物の減量化というのを勘案して 2,480キロ

カロリー、こういうのを前提にして望ましい食料消費の姿を描いていって、その結

果が右の第４表だということでございます。  

 25ページからは生産努力目標に関連する数値が記載してございまして、実現可能

な国内の農業生産の水準、品目ごとの単位面積当たりの収量、品目ごとの作付面積、

延べ作付面積、農地面積、耕地利用率といったようなものが 29ページまでに整理

がなされております。  



 そのうえで 30ページからが食料自給率の目標でして、31ページが品目別の食料

自給率の目標、32 ページの第 11表がカロリーベースの自給率の目標、第 12表が今

回それに加えて、併せて目標にすることにした生産額ベースの自給率目標、第 13

表がこれまでもございました穀物自給率等の目標ということになります。  

 33ページからが、構成の３番目の総合的かつ計画的に講ずべき施策のところでご

ざいます。方針として、今までも申し上げておりましたように、現行計画では条文

ごとに記述しておりますけれども、今回のものにおきましては、なるべく大括りで

整理していこうという方針で臨みました。情勢に変化した施策の展開、変化に的確

に対応した施策の展開、食料自給率の向上に向けた施策の充実に重点を置いてまと

めているということでございます。  

 そういう観点でいきますと、35ページのところの「望ましい食生活の実現に向け

た食育の推進」ということで、アで国民運動としての食育活動を推進していくと。

その際に 36 ページの上にありますようにフードガイドを策定し、活用していくと

いったこと。（３）のところは「食生活の改善に資する品目の消費拡大」というこ

とで、前回、新開委員から学校給食の改善がなかなかうまくできないというような

指摘がございましたけれども、そういう学校給食の話ですとか、森本委員からあり

ました米粉パン等の活用だとか、そんなことにもここでは触れてございます。地産

地消のところでは、先ほど永石委員の前回の指摘に関連して触れたとおりでござい

ます。  

 38ページの真ん中から下あたりが２の「農業の持続的な発展に関する施策」でご

ざいます。これに関連いたしましては、39 ページのイのところに「集落を基礎とし

た営農組織の育成・法人化の推進」という頄目がございますけれども、前回西山委

員から、中間論点整理ではサービス事業体の位置づけがあったはずだけれどもとい

う指摘がございましたが、イの一番最後のところに、原案を作成する過程でサービ

ス事業体の位置づけについても記述を加えてございます。  

 それ以降は大体骨子の方針でずっと書いておりますけれども、42ページのところ

が経営安定対策の確立の部分でして、中間論点整理でも大きなテーマの一つになっ

ておりますので、分量等も充実して書いてみました。  



 44ページには輸出の取組の推進ですとか、そういった新しい攻めの農政の柱にな

るようなことも記述をしてございます。  

 尐し飛びますけれども、47ページ目からが「農村の振興に関する施策」でござい

ます。前回杉本委員から農村振興に関連いたしまして何点かご指摘をいただきまし

た。48ページのウの「中山間地域等の振興」のところでは、杉本委員から指摘のご

ざいました林業振興との関連性、また鳥獣被害の防止対策といったことを触れるよ

うにいたしました。  

 また、48 ページから 49ページにかけての都市と農村の共生・対流のところにお

きましては、生徒・児童だけではなくて、そういったところに食品関係企業ですと

か、そういった人達も交流活動に参画してもらう必要があるといった指摘も踏まえ

てその辺の記述をしてみました。  

 あとは 50 ページの一番上あたりですけれども、都市地域に比べて遅れている高

度な情報通信基盤の整備の推進といった点も触れてございます。  

 51ページが第４の施策の推進に必要な事頄でございまして、まず、１のところで

は前回森本委員から、基本計画の推進というのは農水省だけで対応できるものでは

ないので、政府を挙げた取組の姿勢が必要だという指摘もございまして、１のとこ

ろでは政府一体となった施策の推進ということで、内閣総理大臣を本部長とする食

料・農業・農村政策推進本部を中心とした施策の推進といったことを書いてござい

ます。  

 ２のところでは、「施策の工程管理と評価」ということで、施策の推進に関する

手項、実施の時期と手法、達成目標等を示す工程表を作成して、それを的確に管理

して施策の計画的な推進を図っていくというようなことを述べてございます。  

 あとは 51 ページの一番下、５の「効果的・効率的な施策の推進体制」というと

ころですけれども、ここにおきましては、記述は 52ページになりますけれども、

過疎化・高齢化・混住化の進行、市町村の合併等の進展によって地域を動かす力が

弱まっていると、そういう指摘がございましたので、末端にまで施策を浸透させる

ような体制整備の必要性、その際の地方公共団体・農業団体の女性の参画、そうい

ったことでコーディネート、あと指導者、そういった面での人材育成、組織づくり



を促進していくというようなことも、この５番のところでまとめているということ

でございます。  

 参考付表のところには、第１表は主要品目の対応方向、第２表は研究・技術開発

の展望、これは閣議決定をする本体ではありませんけれども、提出を予定している

ものでございまして、これは先ほど紹介いたしました資料２の方でまとめてござい

ますので、そちらの方で説明をいたします。  

 ７ページ、第３表の農地の見通しと確保につきましても、資料２の方にまとめて

ございますので、そちらの方で。第４表につきましても資料２の方でまとめており

ますので、そちらの方で説明をさせていただきます。  

 私の方からは以上でございます。  

○山田総合食料局次長  続きまして資料２の説明に入らせていただきます。この

横長の資料の２でございます。資料２の一番上が食料自給率になっておりますが、

１ページをお開きいただきますと、「新基本計画における食料自給率目標の考え方」

という整理がされております。  

 これは今、企画評価課長がご説明をしたものを簡単にカロリーベース、それから

生産額ベース、さらにそれの具体的な推進について整理をしたものでございます。  

 ２ページ目は「熱量効率を最大化した場合の国内農業生産による供給可能量」と

いう資料でございます。これは、そこにもちょっと説明を書いてございますが、簡

単に言うと食料が外国から一切入ってこなかった場合に我が国の農地などを使っ

てどのくらいの生産ができるかということを試算しているものでございます。平成

27年度の状況でございますが、左側に表がございますが、平成 15 年には一人一日

当たりの供給熱量 2,588 キロカロリーになっておりますが、２つの試算をしており

ます。  

 ケース１というのが、水田の全面積で米を作付けた場合、それからケース２とい

うのは水田のうちで湿田以外の水田の２分の１にカロリーの高い芋を作付けた場

合ということでございます。ケース１の場合にはそこの表にありますように、1,880

キロカロリー、ケース２の場合には 2,020 キロカロリーということでございます。  



 この左側の一番下にちょっと小さい字で参考と書いてございますが、昭和 20年

代の供給熱量を書いてございます。この 1,880 から 2,020というレベルは昭和 20

年代の後半、27、  

28、29年とこういった時代の供給熱量に匹敵をするということでございます。イメ

ージとして右側にメニューが書いてございますが、こういった食事は我が国の農地

等で供給ができる。それから、右の方に何日かに一遍ちょっと多尐ぜいたくなもの

を食べられると、こういう状況であるということをお示ししております。  

○宮本農村振興局計画部長  続きまして、農地面積の見通しと確保につきまして

ご説明申し上げます。資料の４ページをお開きください。  

 農地の拡張・かい廃の状況でございますが、左上に表がございます。平成 10年

から 16年、拡張は１万 9,000ha にとどまっておりまして、しかも拡張面積は減尐

傾向にございます。一方、かい廃面積はこの間に 20万 9,000haと、転用と耕作放

棄がほぼ半々でございますが、最近転用の方がやや減尐傾向が大きくて耕作放棄の

ウエートが高まっている状況にございます。  

 その下が現行基本計画と今回の見通し、それぞれを折れ線グラフにしたものでご

ざいます。現行基本計画におきましては平成 10年の 491万 haに対しまして、政策

努力を行うことにより、平成 22年 470万 haを見込んでおりました。現実には先ほ

どの拡張・かい廃の状況から平成 15年現在で 474万 ha、平成 16年の数字がごく最

近出ましたが 471万 haという状況になっております。このまま推移いたしますと

趨勢では 431 万 haにまで減尐する見込みとなっております。  

 右の表をご覧いただきますと、この 431万 haの減尐の内訳でございますが、耕

作放棄の発生が約 26万 ha、農地転用に約 14万 ha、合わせて 40万 haの減尐が見

込まれるところでございます。  

 これに対しまして、耕作放棄の発生抑制、あるいは再活用の努力を行いますこと

によりまして、19万 haの増を見込むということでございまして、これによりまし

て減尐を 21 万 haにまで抑え、結果的に 27 年で確保される農地面積を 450万 haと

見通しておるところでございます。  



 次の５ページでございます。こういった農地の状況と作付面積の関係でございま

す。左下にございますように、耕地利用率でございますけれども、昭和 46年に 105、

それから近年では 95から 94という耕地利用率で推移しているところでございます。  

 こうした中で今後は需要に応じた国内生産の振興、あるいは飼料作物を中心とし

た不作付地の有効活用等を推進することによりまして、471万 haの作付面積を見通

しているところでございます。  

 この結果、先ほどの 450 万 haの農地面積との関係で耕地利用率は 105と、ある

意味では意欲的に見込んでいるところでございます。  

 以上でございます。  

○宮坂経営局審議官  引き続きまして、同じ資料の６ページから、構造展望と経

営展望でございます。ご説明申し上げたいと思います。  

 構造展望と経営展望につきましては、先ほども説明ございましたが、基本計画本

体ではございませんが、５年ごとに行われます基本計画の改定に合わせまして、構

造展望は効率的かつ安定的な農業経営が生産の相当部分を占める農業構造の姿と

いうものを見通すものでありますし、また経営展望につきましては、その効率的か

つ安定的な農業経営の具体的な姿というものを示すものでございます。  

 ６ページでございますが、これは農業構造の展望の方でございます。見通し年と

いたしましては、今回の基本計画の目標年度でございます平成 27 年、これに合わ

せております。見通しでございますが、総農家数をまず見通してございますが、こ

れにつきましては、直近の変化を引き伸ばしまして、210から 250万程度と、具体

的に今度は効率的かつ安定的な農業経営がどうなるかということでございますが、

今回の場合は大きく３つのジャンルに分けてございます。  

 １つは、まず「家族農業経営」ということでございますが、これは行政と団体の

取組なり、政策支援ということで主業農家が主業農家であり続ける、また準主業農

家が主業農家に上昇するというような意欲的な見通しをいたしまして、現在の構造

展望の見通しと、これは平成 22年を目標年度といたしておりますが、同様の 33か

ら 37万程度と考えております。  



 次に、「集落営農経営」ということでございます。これは現行の構造展望にはこ

のジャンルはございません。今回は集落営農経営ということで、行政と団体の取組

なり、政策支援というものを見込みまして、全体として２ないし４万程度の集落営

農経営というのを見通すということでございます。  

 法人経営でございますが、これにつきましては今回農地制度の改正を本国会に提

出をいたしておりますが、新たな農外からの参入というもの、またＪＡ等の出資に

よる法人というものを見込みまして、これも積極的に見込みまして、全体として１

万程度ということでございます。具体的に、この効率的かつ安定的な経営が全体の

農業生産のどの程度を占めるかということでございますが、現行の構造展望では農

地利用の６割程度と見通してございます。今回の見通しにおきましては、家族と法

人経営で６割程度で、さらにその集落営農経営を合わせまして、７ないし８割とい

うものを見込んでおります。  

 新規就農につきましては、最近の新規就農の実情にかんがみまして 1.2万人程度

ということを考えております。  

 ７ページはその具体的なイメージでございます。平成 16年総農家数が 293万で

ございますが、平成 27年におきましては、総農家は 210から 250万と、具体的に

どういう姿になるかと申しますと、効率的かつ安定的な農業経営という括りの中で

家族農業経営は 33から 37 万、法人経営と集落営農経営でございますが、家族農業

経営の下に「その他の販売農家」とか「自給的農家」というのがございます。これ

らの方が集合いたしまして集落営農経営に取り組む、またその組織化なり法人化を

行っていただくというようなことで集落営農経営に結実していくと。また、農業団

体等の出資なり、それから農外からの参入ということで、法人経営１万というもの

を見通しているわけでございます。  

 以上が構造展望でございます。  

 飛びまして 13ページでございますが、これが農業経営の展望でございます。農

業経営の展望というのは先ほども申し上げましたが、効率的かつ安定的な農業経営

というのは具体的にはどんな姿なんだと。例えば、水田作を家族経営でやるとした



ら、どれくらいの規模でどれくらいの所得が上がるということを見通す、具体的な

姿をお示しするというものでございます。  

 いくつかその前提条件がございまして、まず１つは技術の面でございます。２つ

目の○にございますが、今後 10年間に定着が見込まれる技術体系、例えば水稲の

いもち病抵抗性品種の導入とか、超低コストハウスとか、フリーストール・ミルキ

ングパーラー、これは酪農の世界でございます。こういう今後 10 年間で定着が見

込まれる技術というものをまず前提にいたします。それから、労働時間の前提とい

たしましては、主たる従事者が年間 2,000時間という制約要件を置きます。この技

術と、この労働時間で耕作なり、使用可能な面積なり、頭数というものがある意味

で機械的に出てくるわけでございます。これを算出いたしまして、この面積なり頭

数なり単収というものに直近の農産物価格を前提に粗収益の算出をいたしました。  

 当然収益の見返りと申しますか、その収益を上げるためにはその面積なり頭数と

いうものを使用するための、耕作するための資材価格とか労賃が必要になるわけで

ございます。これを現在の価格を前提に経費を算出いたしました。粗収益から経費

を差し引きまして主たる従事者の所得を算出するというものでございます。  

 現行展望は 35の類型について試算をしております。今回の経営展望でも同様に

35類型にいたしておりますが、先ほど構造展望で申し上げましたように、今回集落

営農経営というものを一定量構造展望に見込むということもございます。集落営農

の具体的な姿というものも水稲につきましてお示しをしているという状況でござ

います。  

 具体的には、どんなものかというのが 16 ページ以下にございます。いくつかの

営農類型、水田作とか、畑作とか、野菜作とかいろいろに分かれました。家族経営

の場合、法人経営の場合、集落営農経営の場合、先ほど申し上げました制約要素と

申しますか、前提条件をもとにどの程度の経営規模が可能なのかと、またそれによ

る収益、経営費はどうなるのかと、労働時間はどうなるのかと、結果としての所得

はどうなるのかと。それから、現在の生産性に比べてどうなるのかというようなこ

とを、35の類型にわたりましてそれぞれ展望しているというものであります。  

 以上であります。  



○西川技術会議事務局長  22 ページをお開き願えますでしょうか。  

 研究・技術開発の展望のポイントについて触れてあります。今後の研究・技術開

発を重点的に進めていくために具体的な技術の達成目標を提示しております。そし

て、この基本計画達成のために研究をやるわけですけれども、その際に、国・県・

大学・民間の総力を結集して取り組むことにしております。いくつかの具体例につ

いて紹介いたしますと、まず国際競争力の強化、国内農業生産の増大といった課題

に向けまして、例えば加工向け品種の開発でありますとか、衛星の画像情報や地理

情報を活用した生育診断や品質管理技術の確立といったこと、あるいは消費者の信

頼性の確保に向けまして、ＤＮＡ分析による品種判別技術の拡大、既にこれまでい

くつかの主要な問題となります品目についてはこういったことはできております

けれども、さらにそういった品目を拡大していきたいと。  

 それから、革新的な新技術を活用した品種開発、これまでにイネゲノムの完全解

読等、こういった革新的な技術の基盤的なものができておりますので、こういった

技術を活用いたしまして今後は花粉症緩和米ですとか、栄養強化飼料用稲等の機能

性品種の作出に向けてまいりたいと思います。  

 これは一例でございますが、以下３ページにわたって水稲、麦、大豆、園芸等作

物ごとの生産性と高品質化、あるいは食品の安全性の向上、食品産業の強化、環境、

バイオマス等のさまざまな分野について展望しておりまして、こういった目標に向

かって今後研究開発をやっていきたいと、そういうことでございます。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、以上の事務局からのご説明を踏まえてこれから意見交換、あるいは質

疑を行いたいと思います。論点を絞りながらご議論をいただきたいと考えておりま

すので、資料１の基本計画の原案、これをもとに頄目ごとに区切ってご意見をいた

だき、最後に全体を通じたご意見についてもお伺いできればと考えております。  

 なお、早目にご退席のご予定がある委員の方におかれましては、指定いたしまし

た頄目以外のところにつきましてあらかじめご発言いただくことも差し支えない

と思いますので、よろしくお願いいたします。  



 それでは、まず、資料１の「まえがき」と、第１の基本的な方針について、資料

１のページでいいますと、１ページから７ページの部分についてご意見を伺いたい

と思います。どなたからでも結構でございます。  

 村田委員どうぞ。  

○村田専門委員  私が前回お願いした環境保全を重視した施策の展開ですね、６

ページから７ページに書かれていることですが、環境保全を重視した政策を「改革

に当たっての基本的視点」に盛り込んだことを大変評価いたします。  

 ただ、この環境保全を重視した施策の展開の７ページに書いてある中身です。こ

の温暖化対策が必要だとか、それに農業の自然循環機能を発揮させることによって

国民の信頼を得るというようなことについて、もちろん異論はないんでありますけ

れども、そのことに加えて、むしろ次のような視点というか、考え方が必要なので

はないかと思います。なぜ、環境保全を重視した施策が必要なのかということを考

える上で次のような視点が必要なのではないかと思うんです。それはつまり、農政

全般にわたって求められていることだからと、私、前に言ったつもりなんです。そ

れは例えばどういうことかと言えば、食の安全性を求める消費者だとか、食品産業

の需要に応える、そのためには減農薬、減化学肥料の農業をやる、これは環境農業

政策の一つでありますね。  

 それから、農産物市場の開放に伴って、海外農産物との競争がますます激化する

わけですね。それに打ち勝つためには当然国産品の差別化を図らなければならない。

それはいろいろな方法があるんですけれども、海外ではなかなかやれない、例えば

生産履歴なども、これも国産品差別化の一つの方法だと思います。グローバル化と

いう、今、迫られている状況に対応するためにも、農業環境政策というのは有効だ

と思うんです。  

 さらに言えば、前回申し上げたんですけれども、農業を生業とする熱心な農家、

つまり本業としているというんですか、兼業農家ではなくて主業農家ほど手抜きを

しないでその環境保全型の農業に力を入れているわけですね。ですので、環境保全

ということを農業政策の柱に据えること、つまり要件化することで日本の農業の構

造改革につながる。  



 さらに言えば、農業の多面的機能ということも言われているわけですけれども、

それには環境破壊的な農業公共事業というのは、もう続けていくことはできないわ

けで、既に農水省も環境配慮ということを改正土地改良法の中に、盛り込んで既に

政策展開しているわけですね。  

 農業農村整備事業においても、キーワードは環境農政だと思うんです。そう考え

れば、つまり温暖化だとか、自然循環機能で国民の理解を得るために環境という視

点を掲げるという、そういうことにとどまらないで、農政の底流というか、背骨に

環境というのを貫く必要があると。ということから、この改革に当たっての基本的

視点に入れるべきだというふうに、前回も、また今日もそういうことを強調してお

きたいと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかいかがでしょうか。中村委員、どうぞ。  

○中村委員  この表現でも読み取れるかと思いますが、６ページの（３）の５行

目の「さらに」から諸規制についての記述がございますが、これは基本的な見方の

ところですから、農業や農地の食料を供給する機能を確保する観点から運用の厳格

化とありますが、ここは僕らが特に重きを置いた、後ほどの転用問題等、具体的な

法律の問題も出てきますけれども、バブル期にかなり転用基準の緩和をしています

ので、そういうことを意識しておりましたので、基本的な視点のところだからいい

と思いますが、あるいはあとでまたご質問しようと思いましたけれども、資料２の

方の転用面積が非常に尐なくなっているということの関連で、この程度でいいのか

なという気もしますが、できればそういう趣旨、運用の厳格化だけではなく法規制

の強化や転用基準の厳格化等の表現もできないかなということで、これは意見でご

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。長谷川委員、どうぞ。  

○長谷川委員  すみません。これは小さなことなんですけれども、６ページの（２）

なんですけれども、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」という言葉が入っております



が、これ今ＩＳＯでＳＲの検討が始まっておりますので、今からＳＲにしておいた

方がいいのではないか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。  

 そのほかいかがでしょうか。もしなければ、後ほどまたご指摘いただくというこ

とにして、次に進みたいと思います。  

 次は、食料自給率の目標の部分であります。ここはデータ等が多いので８ページ

から 32ページの終わりまでということでございます。この部分につきまして、ご

意見、あるいはご質問を頂戴できればと思います。  

 山田委員、どうぞ。  

○山田臨時委員  なぜゆえ、改めて５年の目標を延長して 10年計画としたのか

と、10年目標としたのかということについて、それなりの説明を加えたということ

がありましたし、また 22年度の５年ごとの見直しに際して目標設定の必要性の注

文をしたわけでありますが、数字は、見てのとおり、出ていないわけでありますが、

毎年の工程表と言うんですか、工程管理の取組で目標達成が見通せる取組を行うと

いうふうに書いてありますので、それが明記されたことで、不十分ながらそういう

ことかなということで受けとめております。  

 ところで、どうしても申し上げたいことが２つありまして、１つは、平成 27年

度における目標の確実な実現を目指して、将来５割以上を目指していくということ

でありますが、これを実現していくためには、とりわけカロリーベースで見た場合、

米、麦、大豆、それから飼料作物ですね、これに戦略的にどう対応していくかとい

うことが大きな課題になるわけで、この点、ここ３回くらい同じことを申し上げて

います。  

 米は、飼料用とか米粉等新たな用途に仕向ける取組をどんなふうに戦略的に施策

化するかということでありますし、麦・大豆はロットを大きくするとか、均質化す

るとか、単収向上や生産コストの低減にどう取り組むかという課題を克服しつつ、

新たな需要に応えていく、それだけのまだ余地があるわけでありますから、技術の

開発対策も含めて国産の残り尐ない用途への拡大を図っていくという、そういう戦

略的な、これも施策の展開が必要だというふうに考えます。  



 とりわけ飼料作物は、15ページにも現行基本計画が描いたシナリオが実現しなか

った要因の一つとして耕畜連携による飼料作物の生産が十分伸びなかったと記述

されているわけでありまして、まさに戦略的にも改めてこの飼料作物を位置づけま

して、そして尐なくとも国産稲わらの利用とか、ホールクロップサイレージとか、

それから水田への大家畜の導入がないと進まないという部分もあるわけですから、

これらを政策として打ち出して、粗飼料については、自給率 100％だという方向を

ぜひ出してほしいと思うんです。このことについては、基本計画の文言であるとか、

それから生産努力目標の数値とか、それから参考付表の文章とかに、若干そういう

趣旨が活かされているのかというふうに思いますが、特にこの点、これは施策推進

上と言いますか、ないしは新たに今回の手法として打ち出されました工程表と言う

んですか、工程管理で大々的にこのことを位置づけてほしいというふうに思います。  

 これらの部分は、今言いましたが、私が見た限りではこういう位置づけがなされ

ているのかなと見ているんですが、改めてどこにどんなふうに位置づけられている

のかということをお聞きしたいというふうに思います。  

 ２つ目は、カロリーベース自給率を基本にすることが適当と書いてありますが、

適当という文言は気に入らないんですが、金額ベースはあくまで付加的に示された

ものというふうに受けとめるわけですが、それでいいのかどうかということをお聞

きしたいというふうに思います。  

 特に、金額ベースについては例えば９ページの第１表、注意書きの２ですね、そ

れから、32 ページの第 12表の注意書きにありますように、要はこういう注意書き

をつけなければならないような数字なわけですね。為替変動で動きますし、それか

らこれを国際的な基準で各国と比較するというものにならないわけですね。ですか

ら、そういう限定つきのものであるということを、きちんと踏まえるということは

大変大事だというふうに思いますので、今後の数字の扱いにおきましても、インフ

レになれば、金額ベースで上がっているんだよというような話で自給率目標が取り

上げられるということについては絶対納得いきませんから、その点を、それこそき

ちっと踏まえていただきたい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、安土委員、どうぞ。  

○安土専門委員  今の山田さんのご意見に対して一言と、それから、ちょっとも

う一つ別のことがあります。カロリーベースか金額ベースかということについて、

金額ベースの自給率の方が国際比較をしやすくて、カロリーベースは各国のものが

出ていないというようなことを聞いたことがあるんですが、今のお話とは反対なの

ではないでしょうか。また、為替の変動とか、そのときの相場があるのはすべての

経済現象で当たり前のことで、したがってこれはそういう注釈をつけなければ比較

ができないというのは、すべての経済現象の説明を拒否するということで、これは

いただけないのではないかと思います。  

 それから、計画案の全体を通しまして食料の生産と消費はあるんですけれども、

その中間が全部抜けているという感じがいたします。前回がシナリオどおりいかな

かったという問題についても、食料消費の方では食生活指針、あるいは消費拡大対

策の問題等が取り上げられており、また生産面でもいくつかのことが挙がっており

ますが、ではこれが問題だから、シナリオがそのとおりいかなかったのかというと、

大きな点がいくつか抜けているのかなと思います。例えば消費の拡大という点を考

えてみます。一番大きな影響を与えているのは、私の実感ではメディアと小売、外

食です。つまり消費者が食に直接接触をするのは、外で食べるときは外食であり、

家の中で食べるときにはスーパーマーケットを主とした小売なんです。そこで食に

接するときに食に対する意識が喚起されたり抑制されたりする。そしてそれに対す

る情報としては、メディアから与えられるというのが非常に一般的な形です。例え

ば私どもがお芋を買いに行きましょうとか、お米を買いに行きましょうという買い

方はしないわけですね。どういう買い物の仕方をするかというと、今日の晩ご飯の

支度をしに行きましょうといって買い物に行くんです。  

 消費者に聞いてみれば、何を買いに行くのですかと言ったら、いや、今日の晩ご

飯と明日の朝の食事、お弁当のおかずを買いに行くんですよということで、そうい

う買い物行動という次元で括られているので、小売業の中でそれに対応した、例え



ばスーパーマーケット、あるいは別の買い物行動に対応すればコンビニエンススト

アというものが生まれてくるわけです。「買い物行動」という括りが重要なのです。  

 したがって、消費の面について何かを変えようとしますと、そういう点について

も配慮がいるということに触れておくべきではないか。  

 また、これは現実の問題として、メディアが国産の食料を使うことが非常にいい

ことだというふうに信じてくれ、また食品を扱っている小売業が本気になってそれ

を信じれば、かなりの国内の食料消費の拡大が望めると思うんです。これはかなり

確かなことだと私は実感として思います。それが、何か生産と消費で途中が全部抜

けているという意味です。  

 それから、同じことですが、ちょっと先の方になってきます。そのときにご意見

を申し上げてもいいんですが、地産地消の推進で、ちょっとわからないことがある

んです。これ自身が間違っているとか、違っていると思いませんが、地産地消にふ

さわしいものと、そうでないものがあるはずで、そして、仮に極端に議論を詰めて、

地産地消がいいということになると、例えば比較生産費説という、貿易というもの

の、いわば意義を説明した経済理論がありますけれども、そういうものは意味がな

くなってしまう。むしろ、あるものは地産地消がいいけれども、あるものはむしろ

離れた地域のものを持ってくる。そのためにインターネットもありますし、メディ

アも発達しておるし、また物流機能も発達しているわけです。また、生産者と顔が

見える関係というのは、隣にいるから顔が見えるわけではなくて、別に同じ地域で

なくても顔が見えます。テレビもあればいろんな媒体もできているわけですから、

何か地産地消と顔が見えるというのを直接結びつけるのは非常に飛躍があって、ち

ょっときつい言い方をすれば、とても現代社会での話とは思えない。地産地消に反

対ではありませんけれども、何か前提としている世界が違うのではないかなという

感じを受けます。これは後の問題です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは山田委員の関連発言の後、だいぶいろいろご指摘がありましたので、役

所の方から尐しコメントをいただきたいと思います。  



○山田臨時委員  安土さんから、カロリーベースが国際的な基準にならなくて金

額ベースが国際的な基準だと、むしろそういうことであるから改めてお聞きしたい

というお話がありました。私はカロリーベースが基準だとお答えする。本来であれ

ば、穀物自給率で比較できれば、より国際的基準に合うかもしれませんが、それは

そう言いましてもいろいろ見方がありますから、尐なくともカロリーベースで示し

て、比較しているというふうに受けとめていますが、もしも金額ベースで比較する

のが国際的な基準に合致しているということであれば、私なんかはえらい大きな誤

りをしたままここまで過ごしていたような気がするんです。逆に言いますと、もし

も安土さんが金額ベースでやるのが世界的な基準であるというふうに思われてい

て、カロリーベースは特異な数字であるというふうに思われていたら、安土さんが

よほど大きな勘違いをされていたということだと思うんです。  

 これまで同じ舞台で、金額ベースなのか、カロリーベースなのかを議論してきた

経緯がありますけれども、全然、争点が違っているという議論をしてきたかもしれ

ないわけですね。その点、大変大事なところですから、ここはきちっと私が誤りな

ら、私が誤りだということをはっきりさせてもらいたいというふうに思います。こ

れ、ものすごく大事なことだというふうに思います。  

○生源寺部会長  それでは、今の点も含めましていくつかご指摘、あるいはご質

問に近いものもあったかと思いますが、いかがでしょうか。  

○山田総合食料局次長  お答えいたします。  

 項が逆になりますが、下から項番にお答えいたします。今、山田さんのお話なり、

安土さんのお話がございました。自給率を出すのが生産額ベース、カロリーベース、

国際比較がしやすいのはどれなのかというお話ですが、一番データがそろっている

のは山田さんがおっしゃいました穀物自給率、これは非常にデータがはっきりして

おりまして、ほとんどの国は比較が可能でございます。  

 カロリーベースの自給率も相当データを集める必要がありますけれども、これは

ある程度データを収集すればできます。これはデータを集めて農林水産省が計算を

してお出ししている。各国で特に計算をしているものではありませんでそれはこち

らでデータを集めてお出ししている。  



 生産額ベースは、要するに国内の生産でどれだけ生産額があるかを調べ、輸入額

と生産額の合計との比率を出すので、各国ごとに国内の生産の単価と輸入の単価が

わからないと、できないわけです。  

 それで、日本の場合はこのデータがありますので、計算できるんですけれども、

外国の場合は今我々も正確なデータを持っていないので、今の時点で生産額ベース

のデータを出せない状況でございます。生産額ベースの資料については各国の状況

を調べるのに尐し手間がかかる、あるいは相当データ収集が必要だということでご

ざいます。  

 いずれにしましても、今回の、これは山田さんの最初のご質問にもあるんですけ

れども、自給率議論はもともと国民の食料の安定供給ができるかどうかということ

ですので、この本文にも書いてありますけれども、あくまでやはりカロリーベース

が基本となって議論をすべきものだというふうに考えております。ただ、この中で

もご議論がありましたけれども、野菜、果樹ですとか、あるいは畜産物の生産面で

の十分な評価がなされないということで、併せて生産額ベースのものも議論の材料

として、あるいは目標として掲げるべきではないかということでございます。お話

がありましたようにカロリーベースがまず基本であるということでございます。  

 それから、安土さんのお話で生産と消費の間の流通なり、中の部分が抜けている

のではないかというお話でございます。これは、自給率以外の部分、例えば関係者

の協力といったところには食品関係業者のいろいろな役割というのが書いてござ

います。そういう意味では配慮をしておりますが、ご指摘のあった自給率のところ

には確かにないんですけれども、自給率の設定の仕方がご案内のように望ましい消

費の姿をまず想定をして、生産でどこまで対応できるかということで自給率を示し

ている。もちろん間の流通とかいろいろ要素はあるんですけれども、自給率という

この世界では消費の姿がどうか、それからそれに生産が対応できるかという格好で

課題をセットして自給率を出しているという、こういう枠組みにありますので、整

理としては消費、生産というふうに分けて書いてあるわけでございます。  



 ただ、おっしゃられたように中間の問題もさまざまあって、これについてはいろ

いろ施策なり、考えていくことはたくさんあろうかと思っております。以上でござ

います。  

○生源寺部会長  そのほか、畜産部長の方からありますか。  

○町田畜産部長  飼料作物について山田委員からお尋ねがありましたので、お答

えさせていただきたいと思います。  

 今回飼料作物の増産というのは、私達も大変重要な課題だというふうに受けとめ

ております。生産努力目標、いろいろなところに出てくるのですが、ポイントは作

付面積は 110 万 ha、飼料自給率を 35％ということでございます。  

 それで、なかんずく粗飼料につきましては、山田委員からもご指摘がありました

ように、国内での完全自給を目指したいというふうに考えております。その方策と

しては３つほど考えております。１つはお話がありました稲発酵粗飼料、これはだ

いぶ増えてきておりますので、転作作物を植えつけていない水田等を使ってそうい

ったものをやっていくということ。また、稲わらにつきましても現在まだ 18万ト

ンほど輸入されております。国産にはすき込まれているわらはたくさんありますの

で、これは国産でやっていきたいということ。また、耕作放棄地、林地、さらに水

田のお話でもありましたが、放牧ですね、そういったことを導入して、やっていき

たいということで、食料自給率ももちろんでございますが、国土の有効利用とか、

循環型の畜産、こういったものの確立のためにこの自給飼料の増産に一生懸命取り

組んでいきたいというふうに思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかに何かございますか。それでは、染審議官お願いいたします。  

○染生産局審議官  麦・大豆につきましても同じような指摘がございましたので

申し上げます。  

 やはり、麦・大豆につきましても今後戦略的な方法によりまして取り組んでいか

なければならないというふうに考えております。ただ、例えば麦については、これ

は皆さんご存じのようにオーストラリアから導入されますＡＳＷというものに比

較いたしまして、品質であるとか、あるいはめんの腰等が务っておるというような



点がございますので、この辺をいかに解決していくのかというのが大きい問題にな

っているわけであります。  

 この辺の品質の面、あるいは安定生産の面というような点から、なかなか現状で

は実需者のサイドに今のままで現状程度の数量を引き受けるということについて

は、かなりの限界が出てきているのではないかというふうに考えております。  

 そのために、やはり品質の向上であるとか、あるいは生産の安定性等について十

分取り組んでいくということが必要だというふうに考えておりまして、そういう意

味で新しい品種の導入であるとか、あるいは産地ぐるみでの品質の分析等をやりな

がら品質の向上を図っていくと。また、天候不項等によります、いわゆる作柄の低

下等につきましても、いろいろな技術を工夫しながら、栽培技術面での工夫をやり、

安定生産を図っていくということで、きちんとした実情を確保していきたいという

ふうに考えております。  

 そういうことをやりながら、結果としては、生産努力目標といたしまして、近年

の過去最高の数字をきちっと確保するということで生産目標を置いておるところ

でございます。  

○生源寺部会長  よろしいでしょうか。  

 今、食料の自給率について多尐やりとりがございましたけれども、国際的に使わ

れているかどうかというようなことと、それから日本の立場からいろいろな国につ

いて推計をすることができるかどうか、あるいはそれがやりやすいかどうかという

いろいろな要素があるかと思いますけれども、要は我が国にとって、消費なりある

いは生産の指針としてふさわしい自給率概念は何であるかという、こういう形でこ

れまで議論をしてきて、このいくつかの自給率目標を掲げるということになったと

いうことで、その意味ではこの企画部会の議論、比較的素直に受けとめていただい

た形のものになっているのではないかと思います。  

 ただ同時に、これは私からのお願いでございますけれども、生産額ベースの自給

率につきましては、これは変化した場合に、その変化の要因を分解し示すことがで

きるような手法をあらかじめ用意しておいていただきたいということがございま



す。この点はテクニカルに、なかなか難しい問題があるような気はいたしますけれ

ども、尐し工夫をしておいていただくことが大事かなと思っております。  

 それでは、もう尐し自給率のところにつきましてご議論をいただければと思いま

す。お待たせしました。森本委員、その後秋岡委員。  

○森本専門委員  ちょっと踏み込んだ意見になりますけれども、工程管理の部分

ですね、この工程管理に関して毎年毎年の政策を評価する場合の手法というものを

もうちょっと踏み込んだ形でご説明していただければと思います。それともう一点

は、安土さんがメディアという言葉を使われたんですけれども、私は違う意味でメ

ディアというのが、日本型食生活ということで栄養バランスにすぐれた日本型食生

活という言葉が出てくるわけですけれども、一度言ったんですけれども、近頃テレ

ビを見ておりますと、夜、炭水化物をとらないことが太らない要因なんだとかとい

うのが多いんですよね。  

 そういうことを芸能人の方々がテレビとかで発言されるんです。そうすると、農

水省がどんなに、100億円、200億円使ってフードガイドでやっても、芸能人の方

がテレビで「夜、炭水化物をとらないから僕は太らなくなった」と言うと、その一

言には到底及ばないんですよね。  

 そういうことから考えていくと、本当に何となくやっていることの、どんなに地

道な運動もその一つのテレビ番組で、例えばみのもんたさんが一言言ってしまうと

全然太刀打ちできないという、そういった自分達の中ですごい理不尽さという、理

不尽という言葉が合うのかわからないんですけれども。だから、日本型食生活の栄

養バランスが本当にフードガイドで紹介されていることが本当に正しいのかとい

うことも逆に言えば問われるような形にもなっているような気がいたしますので、

その点が若干、私も近頃テレビを見ながら感じるところでございます。よろしくお

願いします。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、秋岡委員、どうぞ。  

○秋岡専門委員  教えていただきたいのですが、食料自給率が増加することと、

今質問していいのかどうかちょっとわからないんですけれども、食料自給率がカロ



リーベースであれ、生産額ベースであれ、増加するという目標と、最後の方でご説

明をいただいた研究・技術開発の展望というか、方向性がどうリンクしているのか

というのを教えていただきたいんですね。  

 その研究・技術開発というのは農業の分野に限らず、日本というのはものすごく

そういう研究・開発とかというのは大事な国だと思うので、どういう方向性でこう

いう分野の人達に育っていってもらうのかというのは大事なことだと思うんです

けれども、例えば、国際競争力の強化といったときに、高くても質的にいいものを

どんどん増やすというのが、このバックボーンにあるとしたら、例えば生産額ベー

スで増えていくというときに価格は一定という前提ではないのかなとか思います

し、この両者の関係が実にこれからこういう研究・技術開発をしてこういう国産品

をみんなで頑張って開発していきましょうねというのが自給率の向上にどういう

寄与度を持っているのかというリンケージがわかるとありがたいなと思うので、そ

れを教えてください。  

○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、どうぞ。  

○増田委員  前回に続いてまた食生活指針のことで申し上げますが、19ページの

一番下から 20ページにかけて、グラフィックな形で食生活指針をＰＲするツール

としていくというふうな意味で書かれているのは大変よかったなと思っています

が、36ページに（３）のところで「『日本型食生活』の実践を推進する観点から」

とありまして、ふと考えたのですが、日本型食生活という食生活の概念というのは、

一体何だったんだろうか。  

 と言いますのは、食生活指針というのが出てくる前、おそらく昭和 30年代か 40

年代だろうと思うんですが、日本型食生活のすすめというのを農水省は推奨してら

したというふうな思い出があるんですが、それに立ち戻ったのでしょうか。  

 と言いますのは、日本型食生活とは何ぞやと考えたときに、おそらくこれはヘル

シーなご飯食を中心にした食生活に違いないというふうに思いますけれども、ここ

でいきなり日本型食生活の実践というふうに出てきますと、一体これは何のことだ

ろうと思います。やはりここでも、私は何よりもあれほどの思いをして策定した指



針が認知度 25％のまま放っておかれるというのは、もったいないと思います。それ

で、森本委員のおっしゃったようなご飯食べない方が太らないという、違った視点

のヘルシーな食生活のおすすめみたいなのがちまたをばっこすることに歯止めを

かける意味でも、ここのところは書き方まで申し上げるのはちょっと失礼かとは思

いますけれども、食生活指針を踏まえた食生活とか、これはやはり農林水産行政ら

しいうたい方をするのがよろしいのではないかと。尐なくとも、日本型食生活とい

う言葉をそのままにされるのでしたらば、それはどういう食生活なのかというのを

一度言っておく必要があるのではないかなと思います。  

 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  自給率のところで自給率向上を目指しているというのはわかるの

ですが、政策的に品目横断的政策というのは、自給率を低下させる要因、可能性と

いうのを含んでいると思うんです。よほどうまくやらなければ品目横断的政策が自

給率を低下させる。  

 あるいはまた、米を捉えたときに需給調整は、これも自給率を低下させる。世の

中の動きではなくて、政策そのものが自給率低下要因を含んでいる。この自給率低

下の要因というものに対して若干でも記述しておかなくていいのか。記述の問題と

いうよりも政策的にそういうものに対する備えというものを考えていなくてはい

いのか。これは世の中の動きではなく、政策からくるものですから、当然織り込む。

何らかの形で織り込む必要があるのではなかろうかと。自給率低下要因、政策的な

低下要因に対する備えを、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、永石委員、どうぞ。  

○永石臨時委員  自給率の方で、例えば品目別に打ち出している数字、いわゆる

１人当たりの消費量は伸びているけれども、主要品目別の表の中に作付面積をみる



と逆に面積が減っている。例えば品目横断政策が、逆にこの辺を限界に置いている

よというような取られ方をしないのか。まして、その前に生産努力目標といってい

るのに単収を上げて面積を減らすという姿に取られるんではないかということ。こ

の辺をちょっと説明いただきたい。  

○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。それではいくつかご質問等があったと思い

ます。役所の方からお答えいただけますでしょうか。まず技術会議の方からお願い

いたします。  

○西川技術会議事務局長  技術展望の関係でございましたので、それに最初お答

えしたいと思います。  

 自給率が結果であるということは言うまでもないわけでございますけれども、技

術開発によって品質向上を図る、あるいは収量向上を図るということで展望するわ

けです。ここでいろいろな観点から書いてありますけれども、品質向上でいいもの

をつくることによって消費者が国産品を選択していただける。そうすれば収量増を

出した技術も、生産増という格好にはね返ってくるということでございますので、

ここでいろいろ書いてある結果が、きちんと提供されることによって国産農産物が

消費されて最終的には自給率につながっていくと、そういう関係だろうと思います。  

 だから、最終結果から見れば、例えば収量増の部分がそれは結果的には自給率向

上にいくら寄与したと、それは結果としては最終的には評価できると思っておりま

す。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは企画評価課長からお願いいたします。  

○今井企画評価課長  森本委員から工程管理のご指摘がございました。  

 記述では 21ページの（３）の関係者の役割のところで触れておりますけれども、

これは一番後ろの第４のところにも「施策の工程管理と評価」というのがあります

けれども、それとは別に今回は自給率を向上させていくために、今まで不十分であ

った工程管理をきちっとやっていこうという方針を書いているものでありまして、

今、作業中ですけれども、イメージとしては、協議会を設立するというふうに書い



てありますけれども、関係者主体別の行動計画みたいなものをつくって、それを評

価するというようなのを今のところ考えていまして、次回の企画部会ではどんな工

程管理をしていくのかというのが説明できるように今資料を用意いたしておりま

すので、詳細な説明は次回にお示ししたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

○山田総合食料局次長  いくつかございましたが、増田委員のお話で日本型食生

活のお話がありました。その点だけお答えをいたします。昭和 50 年代中頃にＰＦ

Ｃのバランスが非常に理想的な状態なときがございまして、そういう生活、食生活

をすれば非常に健康な食生活が送れるのではないかということで、私どもの考え方

としてはその頃の食生活、「日本型食生活」を推進しようということできたわけで

ございます。  

 それで、食生活指針の中にも書いてありますような、主食、主菜、副菜をちゃん

ととりましょうとか、あるいはご飯をとりましょうとか、あるいは野菜、果実、牛

乳・乳製品、豆、魚、こういったものをとりましょうというのは、日本型の食生活

を推進しているということです。資料は 20ページなどに書いてありますけれども、

栄養バランス、米を中心に多様な副食から構成された栄養バランスのすぐれた日本

型食生活、イメージとしては今言いました 55年、ＰＦＣバランスの良かった当時

の食生活を想定しているということでございます。  

 それから、安髙委員の方から品目横断対策を講じると自給率が下がるので、それ

の対策を何か考えるべきなのではないかという趣旨かとも思いましたけれども、私

どもは必ずしも品目横断施策を実施すると自給率が低下するというふうには考え

ておりません。品目横断対策はいろいろな意味があろうかと思います。国際ルール

もありますが、経営者の判断の余地が広がるという意味もあって、むしろそれぞれ

の経営の発展につながる、あるいは強化につながるということで、自給率の面では

プラスに働くのではないかと私ども思っております。  

 そういう意味で、要するに品目横断対策を入れると自給率が低下するということ

ではないというのが、私どもの考え方でございます。  



 それから、永石委員の方から単収なり作付面積の関係についてお話がございまし

た。永石委員ご案内のとおりですけれども、今の自給率の考え方というのは、ちょ

っとくどくなって申し訳ありませんけれども、望ましい消費の姿というのをまず想

定します。今増田委員のお話とも関係をいたしますけれども、健康な食生活という

のはどういうことなんだということでＰＦＣのバランスであるとか、あるいは総体

のカロリー、供給されるカロリーが今後どうなっていくのかというのを見込んでＰ

ＦＣのバランスがいい形でどういう食生活が考えられるのかというのを想定しま

す。それにどれだけ日本の国内の農業生産が対応できるかというのを想定して、そ

のための課題と目標数量を生産努力目標として示すということでつくっているわ

けです。  

 そうしますと、そこで望ましい食生活から導き出される消費の姿と、生産の場で

対応できるものが出てくる。そこで生産サイドが供給できる数量が出てきて、一方

で先ほど西川局長が言われましたけれども、技術の改良、あるいは普及によって単

収も伸びていくということになりますと、おのずから必要な面積が計算上出てくる

という形で作付面積が出てくる。別にむりやり高い数字を、面積を減らさないよう

に無理に設定するとか、そういうことではなくて、要するに事実を積み上げていく

とこういうことになりますということをお示ししているわけです。そういうものと

ご理解いただきたいということでございます。  

○生源寺部会長  関連で永石委員。  

○永石臨時委員  山田次長が言うのは、わからないわけではないけれども、生産

をこれからやりますよ、自給率を上げますよと言いながら、麦とかトウモロコシと

か大豆というのは、輸入に頼っているというのは国民も生産者もきっちり理解して

いるわけですよ。自給率議論であるから、予算も含めて数値目標を上げないと、自

給率は上がらないだろうというのがやはりある。確かに望ましい消費の姿、食生活

指針があり、耕地利用率も単収も上げるので、こういうふうに作付面積が減るとい

うのは解らない訳じゃないけれども、単純に理解したらおやっと思うのがやはり正

直な感覚ではないかなと思うんです。  

○生源寺部会長  それでは山田次長。  



○山田総合食料局次長  ちょっと繰り返しになって申し訳ありませんけれども、

要するにこれだけ輸入をしていてどうかというご議論です。そのお気持ちはよくわ

かるんですけれども、一方で麦なり大豆が国内でどれだけ消費されるのかというこ

とももちろんあるわけですよね。品質のいいもので、どんどんつくれば消費できる

というものでは必ずしもない。ですから、私が申し上げたのは、望ましい食生活に

よって消費はどれだけあるんですか、そのうち国産で賄えるものはどれだけあるん

ですかということから作付面積も出てくるものだということです。  

○生源寺部会長  それでは、伊地知参事官お願いします。  

○伊地知消費・安全局参事官  フードガイドの関係で、先ほどマスコミの方が影

響力が大きいからというお話がございまして、フードガイド自体が正しいものかど

うかということまでちょっとご指摘いただいたわけですけれども、フードガイドに

つきましては今私ども、厚生労働省と一緒になって栄養学とか学識経験者、食品事

業者などから構成されます検討会というものをつくって昨年 12月からずっと検討

を進めてきております。  

 それで、今言われていましたように、マスコミとかそういうところはもっと身近

でわかりやすいからというお話もありますので、より身近で利用しやすいものとい

うことで、諸外国で、よくアメリカ等でつくられています食品そのものに張るとい

うことで、言葉だけでなくて、視覚に訴えてわかりやすくて、かつ身近なもの、で

きる限り個々の食品に、いろいろな食品に張っていただけるようなものをつくって

いきたいということで進めております。  

 かなりいいものをつくるように努力していきたいというふうに頑張っていると

ころです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 なお、日本型食生活という言葉は 1980年に、当時の農政審議会が「80年代の農

政の基本方向」という答申を出しておりまして、その中で使われた言葉ということ

でございます。  

 それではお待たせしました。まず、安土委員どうぞ。その後、西山委員。  



○安土専門委員  先ほどの私の意見、ちょっとすり替えられたようですが、食料

消費面と農業生産面でシナリオどおりいかなかったというのを、２つに分けた書き

方はどうなのかということを言っているわけではなくて、本当にシナリオどおりい

かなかった理由を考えるべきだということを私は申し上げているわけです。やはり、

本当に前の計画のシナリオどおりいかなかった理由は、やはり情報と物の流れの両

面で消費者の食料消費に極めて大きな影響を与えるマスメディア──具体的には

タレントの発言というようなことですが──と量販店──具体的にはスーパーと

飲食業ということですが──、、こういうものへの働きかけが足りなかった、その

ことがこのシナリオどおりいかなかった大きな原因になっているのではないか。  

 消費者が食の行動を決定するときに決定的な、あるいは極めて大きな影響を与え

ているのは内食──家の中で食べるもの──ではスーパーであり、外食──外で食

べるもの──では飲食業であるわけで、そのインターフェースというか、直接そこ

で食に接した場面で情報が提供されていない。これはものの面です。  

 それから、情報の面では先ほどお話があったように、テレビを見ているときにタ

レントが出て全く別のこと、たとえば「お米が悪いよ」と言われればお米を食べな

くなってしまうという、そういう、これはもう私ども日常実感しているわけですが、

そういう点への配慮が過去の計画において欠けていた、それがシナリオの達成にと

ってマイナスであったということを申し上げているので、書き方の問題を言ってい

るのではない。  

 したがって、具体的なこの話としては、この中にそういう面への配慮というか目

配りをし、そういう面への働きかけ、たとえば今お話のあったシールを小売店の店

頭で実際に張る気持ちに、各量販店をさせなければいけないわけですね。  

 そうすると、そういうものに対してどれだけチェーンストア協会とかセルフサー

ビス協会とか、あるいはレストランの協会とかに働きかけをしているかどうか。さ

らに働きかけをするだけではなくて、彼らが「やはりこれは張ったほうがいいんだ」

と、「本当にそうしたらいいんだ」というふうに思わせるようにしたのかどうか。

農が直接消費者にできることというのは、尐なくとも現代社会では極めて限られて

いるわけですね。それがなかなかしにくいから、産地と近くのところだったら顔が



見えるだろうというのを基本に据えていくというのはおかしいのではないかとい

うことを申し上げたわけで、話がすり替わっちゃったように思いますので、追加し

ておきます。  

○生源寺部会長  ありがとうございます。  

 それでは西山委員、どうぞ。  

○西山臨時委員  やはり、永石委員と同じ質問になるんですけれども、これまで

ずっと１年間議論してきて、構造政策の議論の中で例えば不耕地を減らしていって、

そしてそれを有効利用しましょう。  

 29ページに今日示されたので、作付面積の 471万 haという、農地面積は減る中

で耕地利用を図っていきましょうと言っていて、左側の 28ページを見たら、平成

27年の面積を 15 年と比較をしたときの、確かに技術の問題だとか、今お話があっ

た輸入と国産との絡みというのもあるし、需給調整の問題もあるんですけれども、

ぱっと見ただけで面積が余ってくるような感じがするんですが。  

 だから、これは整合性が当然とられていると思うんですけれども、先ほど局長さ

んが言われたように、いやこれはこういうものなんだというふうに現場でもしそう

いう発言をした場合は、私はもたないのではないかと思うんですよ。  

 28ページの平成 27年の面積を、私ぱっと暗算したら 420万いったくらいにしか

ならないんですけれども、そういうものと、21ページのこの延べ作付面積が連動し

ているんだろうと思うんですけれども、そこら辺を、今と同じ答弁かもわかりませ

んけれども、ちょっとこれ、現場に戻ったときにどういう議論になるか、どういう

作物をつくってその農地を埋めていけばいいのかという議論にもなってくると思

うんで、申し訳ございませんが、ちょっと。これは本当にこれから３月頃に皆さん、

これやはり現場で説明をしていくわけですよ。やっと数字がここに出てきたわけで

すね。その辺ちょっとお願いしたいなと。  

○生源寺部会長  これは品目ごとに積み上げていくという、こういう計算のプロ

セスなりをここに書き込む必要はないかと思いますけれども、わかりやすく説明す

るようなものもちょっと用意していただいたら、いいのではないかと思います。45

という目標は結果として出てきているという……。  



○山田総合食料局次長  これは主要な品目や政策対象になっている品目を限定

して表の中に書いてあるものです。作付面積を全部合計しますと右側の延べ作付面

積になるということでございます。  

○生源寺部会長  それでは、豊田委員からお願いいたします。その次に村田委員。  

○豊田委員  ちょっとお聞き苦しくて毎回申し訳ございません。食料自給率向上

に向けての取組は今回非常に検証を踏まえて積極的に示されていると思うんです

が、12ページの国産農産物の有利性、良さということがございますが、この中身を

どう考えるのか。この国産農産物の良さの評価、安全であるとか新鮮であるという

ことと同時に、身近であるというような評価軸もどうも重視されるような時代にな

ってきたのではないかなというふうに私は考えております。  

 と言いますのは、国産農産物の供給連鎖、つまり食べ物の生産から消費のつなが

りということを考えますと、これは明らかに輸入品に比べて短いんですね。身近で

あるという大きな特徴があるわけでありますので、トータルのコストを比較すると、

これ明らかにコストの節約メリットが大きいわけですね。  

 経済社会全体にとってのトータルコストを考えますと、システム全体のコスト、

ですから、そのメリットを活かすつながりの連鎖ということが欠かせないというこ

とについて、経済合理性を持っているという観点がむしろ今まで尐なかったことが

問題ではないかなと、一番の現代のトレンドではないかというふうに私は思ってお

ります。  

 例えば、米国のニューヨーク州などを調査してみますと、バイ・ローカリー・グ

ローンという標語が今非常に市民の中に普及しています。つまり、身近にある農産

物を買おうという標語でありまして、これがオーガニックミルクなどの取組を促し

ている方向になっております。これが第１点です。  

 それから、第２点は消費者のライフスタイルの変化、食の簡便化、外部化という

ことに対応する上では、さらにそうした国内農産物の良さを活かす工夫、つまり加

工向けですとか、外食向けの付加価値をつける技術革新が極めて重要であるという

この転換技術の構築の問題がやはり今世界中で議論されているのではないかと思

います。  



 そういう意味で、今回食品産業と農業を結びつけるコーディネーターを育成する

という観点が打ち出されまして、これが極めて重要ではないかなというふうに思っ

ております。  

 そういう意味で国産農産物の特性を活かす付加価値、付加技術というのでしょう

か、バリューアデッドな技術の開発がもっと重視されるべきではないかと思います。

これが２点目です。  

 それから、３点目でございますが、栄養バランスから見て、今ご議論にございま

した日本型食生活を実現するためにいくつかの指摘がございまして、米の消費拡大、

肉や油脂の消費抑制、ＰＦＣ熱量比の脂質熱量割合の適正化、例えば 23ページに

は豚肉を 11 キロから 8.8キロに減らす、消費ですね。油脂を 15キロから 12キロ

に減らす。対応して豚肉の自給率は 53％から 73％に上げるという、かなり積極的

な食のトータルの見直し、リプレイスメントということをご提起されておられるわ

けです。  

 ところが、それをフォローアップするとしますと、例えば肉であれば肉に代わる

植物たんぱく質食品、例えば豆製品などの国産農産物の良さを活かした食品産業と

農業が提携しながら開発するというような、こういう具体的な方向、あるいは油脂

であれば今油脂はご承知のようにもうバルクで大量に輸入されていますので、それ

にかわる調味料食品、例えばユズやスダチ製品を開発するといった、何かもう尐し

具体的な戦略目標、我が国に蓄積されている知的資産を活かした、日本固有の技術

開発目標をもっと明確に示さないとこの数字を説得力あるものとして受けとめる

にはちょっと時間がかかってしまうのではないかなという感じをちょっと受けま

した。  

 以上、結論でございますが、今日申し上げたかったことは、食料自給率の向上と

いうことは生産から消費のつながり、供給連鎖を短くするという点、それから第２

は食品流通業を含む食品産業と農業が提携して、国産農産物を活かす技術を開発す

るという、この社会的な流れと転換技術の開発、この２点が極めて重要だというこ

とでありまして、それによって全体としてコストダウンが図れますし、消費者がみ

ずから選択して食料自給率向上に向けての取組を進められる。それは単なる問題の



提起ではなくて、システムを日本の国内につくり出していく時ではないかなと思い

ます。  

 実は、この方向は世界的な動向でありまして、ヘルマンシェアのエネルギー地球

経済などで提起している再生可能エネルギー、バイオマスの利活用にも全く同じ方

向が提起されております。前回申しました地域の第１次産業を復興する農業ルネサ

ンスという、これからはエネルギーと食料というものを農業の非常に重要な、農村

の開発の柱になっていくと思われますので、その共通論理というものとしてもう尐

しこの辺課題ではないかなというようにちょっと感じましたので、一言触れさせて

いただきました。  

○生源寺部会長  それでは村田委員どうぞ。  

○村田専門委員  自給率のことですけれども、ちゃぶ台をひっくり返すような議

論で申し訳ありませんが、今日、初めてこのカロリーベースと生産額ベースという

ものの数字を教えてもらったんですけれども、カロリーベースで 10年後に 45％へ

５ポイント上げると。それから、生産額で今の 70％を 76％にすると言うんですね。  

 これ、本当にできるのかなというか、高過ぎやしないかというのが私の思いです。

高い目標を掲げたいという気持ちは、私自身非常に強く持ってはいるんですけれど

も、先ほど、ちょっと座長がちらっと 45％というのは結果とおっしゃいましたけれ

ども、本当は結果ではなくて、最初に 45％があって、それに政策を当てはめたので

はないか。そう疑ってはいけませんが、つまり 45という数字はものすごい数字だ

ということを認識する必要があると思うんですよね。もちろん、僕が言うまでもな

く認識されていると思うんですけれども。  

 これは 10 年間で５％ということは年にすると 0.5％ずつ 10年間積み上げなけれ

ばいけない、平均的に同じペースでいけばですね。１年間に 0.5％も上げるという

のは、すごいことだと思うんですね。今後、協議会をつくって、工程管理をするそ

うですけれども、毎年毎年 0.5％上がってくれればいいですけれども、これはもの

すごいことというか、大変な努力が必要だと思うんです。でも、その 45％が高過ぎ

るのではないかという質問は非常に愚問でして、もう、そのように計算しているわ

けですから。  



 尐なくとも私の質問としては、国民に対してこの 45％という数字の正当性という

のはおかしいんだけれども、国民の皆さん、農業生産者の皆さんが努力すれば今後

こういうふうになるんだという説明が欠かせないわけで、それを今後どういうふう

な説明をしていこうとしているのか、国民運動をしていこうとしているのかという

ことを聞きたいと思います。  

 それから、あと生産額ベースですけれども、前の５年前の計画では、10年間で

71％から 74％だった、つまり３ポイント上げる計画でした。今度は６ポイント上げ

るわけですね、10年間で。これは尐しちょっと背伸びというか、ちょっと欲張った

なと思いますけれども。10年間で６ポイント上げられる根拠を示せという意味では

なくて、これも愚問なんですが、どう国民に説明をされようとしているのかという

ことを聞きたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは中村委員、どうぞ。  

○中村委員  今、村田さんから 45％の議論がありましたけれども、我々もここに

書かれているように、できれば５割以上を国内で賄うというのは、これは前回のこ

ういう機会に総理府等の調査でもできるだけ高くしようということがあり、これは

努力目標で実現可能なのが 45 ということですね。これを受けて我々農業団体も頑

張りたいと思ってまして、そういうふうに書かれたことは非常に結構だと思ってお

ります。もう一つ、農地面積のところで、この自給率と作付との関連で質問しよう

と思ったのですが、先ほどお二人の委員から整合性がどうだというご意見がありま

したし、説明で積み上げればそうなるということはわかりました。どっちが先かと

いう疑問もありますけれども、第８表で農地面積 20万 ha減って 450 万 haになっ

ておりますが、転用はかなり尐なく抑えられているということになっていますが、

これはどういう見通しなのかということ。それから、プラスのところが 19万 haで、

これは前の計画のときと比べますとかなり尐ないのかなと思いますが、中身として

はどんな格好でこういう数字になったのか教えてもらいたい。  

 それから、21ページに関係者の役割というのがありまして、これは協議会等の設

立等が入りまして、いいと思いますけれども。地方公共団体のところが尐し弱いの



かなというような気がしておりますが、我々農業団体のところが 21ページから 22

ページに書かれております。最後の方に、これはこういうことで間違いないし、我々

もこういう対応をしていかなければいけないと思っておりますけれども、農業団体

の最後から２行目の「さらに」のところに「地方公共団体等と連携し」というくだ

りがありますが、その前の２～３行のところもこれは今度の基本計画で、市町村長

が計画を立ててこの中に入れていくという政策がいっぱい出てきますので、こうい

う法人化、集落営農の育成、農地の利用集積、耕作放棄地の発生防止について、こ

こにも地方公共団体との連携ということをやはり書いていただいたほうがいいの

ではないのかなという気がします。これは意見です。  

○生源寺部会長  はい、ありがとうございました。  

 それではかなりいろいろご指摘があったかと思います。役所の方から何かござい

ますでしょうか。  

 山田次長お願いいたします。  

○山田総合食料局次長  村田委員の方から目標が高過ぎないかというお話と併

せても頑張っていきましょうというお話しなんですが、その６ポイントですね、生

産額ベースの方が６ポイント上がっているということですけれども、これはこの資

料にもありますようにそれぞれの品目ごとの生産なり自給率を出しておりまして、

それをカロリーなり、生産額に置き換えたものが 45になり、あるいは 76になって

いるんです。  

 今の計画と比べると生産額ベースが高くなっているんですが、それはなぜだろう

かということです。それはやはり、生産の方が野菜ですとか、果実ですとか、より

国民の求めるというんでしょうか、健康に良いと言われるものが増えていくという

ふうに見通せるので、結果的にそういうふうになっていくということでございます。  

 ということは逆に言うと農業生産も米とか小麦とか大豆、そういう生産もありま

すけれども、もっとより付加価値の高いものに全体が動いているということがこの

５年間の流れの中で出てきている。これからもそういうふうに向かっていくだろう

ということを示し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。  



 それでは、まず生産局の方から、その次に農村振興局ということでよろしいでし

ょうか。  

○染生産局審議官  豊田先生から国産の良さを活かしながら、例えば外食向けの

付加価値をつけたような生産等を大いにやるべきではないかというご指摘でござ

います。  

 これは本文の方ではかなり何カ所かにそのような視点で書いてあるつもりです

が、ただ、例えば 20 ページの食品産業と農業の連携の強化あたりにいきますと、

加工・外食向けの農産物需要、これに対応するために先ほどご指摘のあったコーデ

ィネーターの問題、あるいは、加工・外食向けの産地サイドでの取組、この程度の

抽象的なお話しかなかなか書きがたい面があるわけでありますが、26ページあたり

の 27年度における生産努力目標あたりをご覧になっていただきますと、例えば米

だと「消費者の多様なニーズや外食・中食等が求める品質・ロット等に対応できる

生産・流通体制を確立」するとか、あるいはもう尐し下の野菜なんかにいきますと、

「消費者や実需者等の視点に立った加工・業務用需要への対応やより新鮮、安心で

高品質な野菜の供給等に向けた取組を強化」するとか、こういうふうな基本的な方

向づけを書きながら、まだ、これでもなおかつ書き足りない面がございますので、

一番最後の参考付表の１ページをご覧になっていただきますと、米でも書いてござ

いますが、米では無菌パック米飯であるとか、冷凍米飯等の加工適性にすぐれた品

種、この辺の開発・普及の問題であるとか、外食・中食のニーズに対応したきめ細

かな品質管理をやるとか、さらには、２ページ目の野菜あたりになりますと、いわ

ゆる一般家庭用と外食とか中食用の求めるスペックというのはかなり違うという

点もありますので、例えばここに書いてありますようなきめ細かな需要に対応した

栽培技術体系の確立で、それぞれのニーズに応じたスペックのものをしっかりして

いくとか、あるいは、下ごしらえなどの１次加工をやる。あるいは、定時定量的な

発想から産地間連携によるリレー出荷をやるとか、この辺で大いに先生ご指摘のよ

うなことをやってまいりたいというふうに考えておりまして、今後さらにこの辺を

推進する過程におきまして、より高度のものを、あるいはよりニーズに合ったもの

が出てくればさらに追加的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。  



○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは川村局長お願いいたします。  

○川村農村振興局長  中村委員から農地の関係でのお尋ねがございました。  

 先ほど計画部長が説明したと思いますが、資料２の４ページをご覧いただきたい

と思います。右の方に 450万の見通しのチャートが書いてございますけれども、471

万が、平成 16年現在の農地面積でございまして、特段の政策努力をしない場合は

431万という、左の矢印の列でございますけれども、なるだろうと。この 40万減る

ということの内訳は耕作放棄の発生が 26万 ha、それから農地の転用が 14万 ha、

こういうふうに見て合計で 40 万 ha、全く政策努力をしない場合は減尐してしまう

ということでございます。  

 まず、農地の転用につきましては、かい廃のグラフが左上の方に書いてあって、

下の方の部分が３段になっていますけれども、白い部分、水平線の下の、やや真ん

中の部分ですね、ここが転用になっていまして、減尐しております。経済状況等も

反映しているんだと思いますが、今後とも農地転用制度のより適正な運用というこ

とを心がけますし、傾向的にもこうなんで、こういう見通しとして、昨今のこの減

尐傾向を反映いたしまして 14 万 haということで見込んでおります。耕作放棄地は

これに反しまして増加をしておりまして、26万 haということを掲げております。

ただこれは、19万 haを何とか政策努力によって押し戻したいということでござい

まして、その内訳としましては、基盤整備の実施でありますとか、あるいは今回も

基盤整備法等の法改正もしておりますし、担い手への農地の利用集積、結局耕作放

棄地の発生原因は担い手がいない、つくる人がいないというのが一番の原因でござ

いますので、それからまた、生産条件が悪いということが背景にありますので、こ

ういった努力、それから、また生産の不利を是正するための支援と、これは中山間

直接支払制度等でも今回の耕作放棄地対策で復旧した場合にはさらに上乗せした

補助をするといったことをしておりますし、そういった政策努力をして 19万 haを

何とか押しとどめたいということでございまして、結果として 40 万減るところが

21万減るということで、450ということになります。  



 ただ、この 19万 haを押し戻すということはなかなかこれまでの実績からします

と非常に努力がいる数字であると、こういうことを認識しております。  

○生源寺部会長  それでは西川事務局長お願いいたします。  

○西川技術会議事務局長  先ほど、豊田委員の方から、技術開発については目標

を明確に示して取り組むべしというお話がございました。また、加工技術の重要性

についてのご指摘もございました。  

 ご指摘のように加工技術、大変重要な技術開発、研究開発の分野だということを

考えておりますし、本文中にもいろいろなところでそのところが、産学官連携とか、

そういう格好でこれを進めるという記述にはなっておりますが、研究開発につきま

しては、本文中には、44ページに書いてありますが、この技術展望のほかに研究開

発基本計画というものを直ちにつくるということ、本文に策定すると書いてありま

す。今、私ども準備しております。この中で期別達成目標ということで、５年後、

10年後にどのような技術開発を実現するといったものを具体的にその計画の中で

定めてまいりました。  

 その私どもの方で定めた計画については、国の研究機関がございますけれども、

それに対して、今度は国から、農林水産大臣から目標を提示して具体的に今度は独

立法人の研究機関からこういう計画で研究開発するというのを出してきて、それを

承認するということで、実行を担保するという格好にしてまいります。  

 そういった面で今お話があったようなものはその中で具体化していくし、また個

別達成目標の中で研究の管理、評価も行っていくと、そういう仕組みでやっていき

たいというふうに考えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは大木委員どうぞ。  

○大木委員  今頃になってなんですけれども、先ほどからカロリーベースと、そ

れから生産額ベースの話がありましたけれども、消費者にとっては生産額ベースと

いうのがわかりやすいという点はあるんですね。  



 ですから両方お願いしたいなという、難しいでしょうけれども、そう思っており

ます。というのは、私達、国産のものを買っているのに、どうしてこんなに自給率

が低いのとか、まだまだ理解していない人が本当に多いと思っています。  

 それで先ほども輸入のことで、きっちりわかっているというお話もここではあり

ましたけれども、実際に現場に行ってみるとそうではないんですよね。例えば、え

さのことですけれども、卵とか牛肉とかがほとんど輸入されているものでつくって

いるということをまず知らない。これは本当に何とも言いようがない。驚くでしょ

うけれども、知りません。そうなのって初めてわかるというのが現実です。  

 ですから、この「関係者の役割」のところに消費者の役割というのがありますけ

れども、そしてここに「食生活の見直しが国民運動として広がるよう主体的に取り

組む」とありますけれども、まずここでもマスメディアを活用するとか、もっとも

っとＰＲをしないと、自覚というものはできないと思いますので、その点をお願い

したいと思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、まだ残りがかなりございまして、このあたりで第３の講ずべき施策に

移らせていただきたいと思います。また、思い出して、前にさかのぼってご発言い

ただいても結構でございますので、33ページから 50ページまでの部分についてご

意見、あるいはご質問を伺いたいと思います。どなたからでも結構でございます。  

 西山委員、どうぞ。  

○西山臨時委員  前回、サービス事業体のことについてご意見を申し上げました。  

 39ページに、その旨導入されていることについては、大変ありがたく思っており

ます。ただ、イの「集落を基礎とした営農組織の育成・法人化の推進」という大き

な標題があって、そして、すぐ「土地利用型農業における」と。この土地利用型農

業というのは、まさしく水田、麦・大豆経営と、それから畑作４品というふうに受

けとめて、そういう取組は水田地帯でもそうですし、畑作４品の地帯も同じことと

いうことで、この最後の３行の「さらに、水田における」という、ここはあえて「水

田における」というふうに、非常に限定された書き方のように受ける方は受けるの



で、「土地利用型農業における」という、そういう意味づけであったら駄目なのか

どうかちょっとお伺いをしたい。  

 せっかく書いていただきましたので、ありがたいですけれども、そういうことで

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。安土委員、どうぞ。  

○安土専門委員  先ほど申し上げたことと関係する、36から 37ページのことで

すが、地産地消ということ、このこと自体に対して私は全く異論はないんですけれ

ども、例えば、これの一番最後の３行のところに「地産地消の取組の一環として、

直売や加工等の活動を促進するとともに」云々というのがあるんですけれども、例

えば、産地で食品を直売するということが消費の拡大につながるかというと、私は

結論的には意味のある拡大はないと思います。  

 これはもちろん、そこである程度売れれば、確かにその分だけ増えたわけですが、

これは池の中にコップの水を入れたら水は増えたかというと、論理的・抽象的には

増えているに決まっているけれども、量的に把握したときにはほとんど意味がない。

どういうことかというと、数年前に衣料品のチェーンをおやりの方が食料品の非常

に特殊な栽培をして、品質のいいものを販売するのに乗り出したということでえら

い話題になったことがある。私は、あれは最初から無理だというふうに思いました。

その理由は、先ほども申し上げたように、消費者が食を購入する、例えばトマトだ

とか、キュウリだとか、お米を購入するというのは、その日の食の材料を手に入れ

に行くという購買行動と一緒にやっているわけです。これは日本の場合には週に３

回から多い人は７回、つまり毎日行って買っているわけです。そうすると、トマト

だけどんないいものを置いても、あるいは産地でつくったナスですよといって、ど

んないいものを売っても、それは確かに多尐は売れますけれども、一般的に食料を

購入するという消費者の行動に対しては、本当にきわめて僅かな一部にしか過ぎな

い。話題になったときだけは伸びるけれども、一般的には毎日自分のそばに行って

いるお店で買われるわけです。これはいわばワンセットの買い物であって、ナスと



か、キュウリとか、お米とか、お肉とかというのだけを別に買っているわけではな

い。つまり「買い物行動」なのです。  

 したがって、地産地消というのは大変結構ですけれども、これを中心にしてこれ

で国産の食料を伸ばしていこうというのは非常に無理があって、やはり、消費者が

ワンセットとして日常の食を買い求める場面、先ほど来申し上げている消費者と食

とのインターフェースのところで消費を喚起したり、意識を変えていくということ

をしないと非常に難しいと思うんですね。  

 したがって、もとの方に戻りますと、地産地消ということも、これも大いにそう

いうもので伸ばせるものがあればいいのですけれども、それを中心にというか、そ

れを量的に大きなものにしていくことによって、消費を伸ばそうというのは、やは

り非常にマイナーなものに対して力点をかけていくということで、おそらくコスト

と、そこから出てくるパフォーマンスというか、リザルトとの関係が合わないので

はないかというふうに思います。  

 やはり、主流は消費者が日常の食を買いに行く、あくまで普通の所帯で大体、今

東京では一世帯が１年に 80万円くらいスーパーマーケットで買っている食料があ

るわけですが、この 80万を 85 万にするか、90万にするか、その中身が国産のもの

であるかどうかというところが問題なのであって、ちょっと力点というか、視点が

違うのではないかな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。  

 そのほかいかがでしょうか。増田委員、どうぞ。  

○増田委員  最後の 52ページのところですけれども、またもや重箱の隅みたい

なことで恐縮ですが、上から４行目ですか、「女性の積極的な参画を得て、地域に

おける取組をコーディネートし、リードする人材の育成や組織づくりを促進する」

とありますが、この場合の「コーディネート」というのは、どういう存在をイメー

ジして言っておられるのか。  

 今回割合「コーディネート」という言葉がお好きなようでございまして、生産者

と流通の間を取り持つコーディネートのところは私もよくわかりました。以前、こ

こで随分意見を述べられた委員もおられましたので。  



 で、40ページに戻りまして、「第一線をリタイアした農業内外の人材が、地域に

おける担い手の育成・確保のコーディネーター等として積極的に活動することを促

進」、ここにも「コーディネーター」という言葉が出ています。これは農業以外の

人材もという、例えば企業をリタイアなさった方が新規参入の方のお世話を取り持

ちするとか、そこも何とか理解できないわけではないのですが、最後のこの女性を

コーディネーターとしてというのは、何ですか、世話焼きおばさんに何かを期待す

るおつもりなのか、質問でございます。ご説明をお願いいたします。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほか、いかがでしょうか。杉本委員、その後、新開委員、森本委員、中村委

員の項番でお願いいたします。  

○杉本臨時委員  49ページですけれども、前回意見具申を申し上げた点を含めて、

表現をしていただいているのでありがたいと思いますが、このグリーンツーリズム

関係のところで前にも申し上げてきているはずですけれども、規制の緩和というか、

規制の見直し、そういった点を意見として申し上げましたが、文章的には載っては

いないんですね。  

 前申し上げたように消防法だとか、旅館業法とか、そういったものの改正、規制

なんかも見直していかなければなかなか旗振りだけでは、農村へ人が行くというよ

うなことはないのではないかと申し上げたのと、それから、国民休暇法というよう

なことも申し上げました。国民の休暇法をつくっていけば、海外へ行ってしまうの

ではないかとのご指摘もあろうかと思いますが、今のこのような社会ですから、農

村に学ぶ、農村を学ぶというこのグリーンツーリズムが大切です。休暇法みたいな

もの、あるいは農村が受け入れるための法規制の緩和というようなことも、もう一

度ご検討をいただきたいということでございます。  

 それから、これはなかなか議論が難しいので、載せられないのではないかと思っ

ておりますけれども、前に副大臣がここにお見えになって環境税のこともご発言あ

ったと思いますが、そういったことについても前のページの環境を重視していくと

いうこと、また、最後のページに農村に力がなくなってきているとも記されていま

す。農村が力を弱めているということの一因に、やはり財源的なものがあります。



口だけで農村は大切だと言われましても、財源がなければ、ここにもありますが目

標を設定して地方自治体に地産地消を進めなさいだとか、いろいろなことが書いて

ありますけれども、やはり力がなければ支援もできない。あるいは支援していかな

ければ、生産基盤という用排水路なども整備もしてやれない。環境整備を自治体が

実施していけないということになりますと、それが中核農家なり、担い手なり、集

落農業なり、いろんなところにしわ寄せがあるので、やはりもう一度ご協議いただ

けるのなら、環境税というような言葉が使えないとしたら、やはり農山村、漁村に

対する支援というのは本気で何か考えていただけるようにしていただきたい。文章

だけいいものが出来上がっても、前から申し上げますけれども、上に政策があって

下に対策がないというようなことになってしまいますので、もう一度、ご検討いた

だきたいというふうに思っております。  

 それから、今ほどの、この地産地消と併せたところの産直関係の話ですが。私ど

もの町も産直の取組をやっておりまして、実例としてお話だけさせていただきたい

と思うのは、実はショッピングセンターの生鮮食料品売場の隣に、うちの産直のシ

ョップがございます。わずか９坪しかございませんけれども、年間１億円ちょっと

売ります。私、こういうことはやはり進められるべきだと思いますし、進めていか

なければならないのではないかと思っておりまして、賛成でございます。特に、今、

どういう現象が福井の田舎町でも起こっているかと言いますと、コミュニティービ

ジネスという言葉も使われておりますけれども、小さなエリアですが、農家が店番

をしていますので、会話ができるんですね。会話ができるというのは、トレーサビ

リティーにも関連します。この野菜はこういうふうに料理するとおいしいよとか、

加工品も売っておりますから、お客様がお見えになって、「この食材であれをつく

ろうと思うとおばちゃん、どうしたらいいの」というようなことで、その料理の仕

方から、あるいは農村ではお祭りにこういうような食べ方をしているとか、あるい

はこういう形で子供に食べさせていますよとか、いろいろなことから、単なる野菜

の生産履歴というトレーサビリティーだけではなくて、さまざまな面のコミュニテ

ィービジネスみたいに浸透していくんですね。  



 これが、私はトレーサビリティー兼食育兼農産物販売の経済的なものにもなる、

いろいろなものになっていくわけで、これが今日本の社会に足らないもの、あるい

は、こういうことを本気で農村側もやっていかなければならない。こういう形が生

産者と農業者とのいい関係づくり、あるいは食の信頼関係をつかむ一つの道ではな

いかと思っております。私どもはスーパーのその横でやっているわけですね。それ

はショッピングセンターの社長さんらとお話をして、どっちみち、うちが 100％の

食材をお届けできるわけではございませんので、スーパーの大きいきらびやかなも

のと、田舎くさいというか、情のあるようなお店とがうまく連携を図りながら、そ

れぞれが購買の向上を図っているという、私どもの町の実例もあるわけで、先ほど

のご指摘のいろいろなご心配の点があろうかと思いますけれども、私といたしまし

ては、これがいい関係でものが進められる一つの知恵というか、あり方ではないか

とも思うので、精いっぱいこういったことについては、我々も積極的にやりたいと

思いますし、新たなビジネスというか、新たなビジネス形態というような形の中で

農村と都市との関係の中にも浸透していくのではないかなと思っておりますので、

積極的にこれは推進をしていただきたいと思うし、頑張っていければなと思ってお

ります。  

 終わります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは新開委員。  

○新開委員  今杉本委員がおっしゃったことを、私もそっくり言おうと思ってお

りました。安土さんから地産地消、顔の見える関係なんて大した分野ではないよう

におっしゃったのですけれども、私は今日本の農業の流れを変えるのは、この地産

地消というよりも私は国産国消かなと思っております。  

 先ほど自給率のときに発言したかったのですけれども、農産物直売店を経営して

わかったのですが、都会の人がこんなに日本の自給率が尐なかったなんて、知らな

かったんですね。そういうことをどんどん都市側に提言したり、発信していくのが、

今、直売店ではないかなと思います。  



 トレーサビリティーとか、食の安全・安心とか、いろいろ問題になっております

けれど、各地の農産物直売店では毎日何百人の人と会話がなされ、それが点々と日

本中に広まりつつあります。大量生産、大量消費では心がつながらないんですね。

でも、直売しますと、すべてのことが解決しますので、だから先ほど大木委員もお

っしゃったように消費者にはかなり、まだ知られていないことが多過ぎるんですね。

まずは自給率のことももちろんですけれども、外国でつくられた食べ物をこんなに

輸入していることもご存じでなかったり、もうびっくりすることの毎日の積み重ね

なんです。そういう地道な活動こそが国産に目を向けていただく一つの要因になる

のではないかなと思います。  

 それで、最初この審議会にきたとき、自給率なんてこの時期に上げる必要がある

かという委員さんも結構いらっしゃったんですけれども、11年から 15年度まで横

ばいできた自給率が今回５割を目指すというのは、これから農業を目指す者にとっ

ては、農業者側からしますととても励みになるんですね。  

 国が目指すことが生産者も力になり、励みになると思うのです。今回の食糧に関

する資料をずっと先ほどから見てましたけれども、私はとてもいいものが出来上が

っていると思います。  

 それから、私達が念願でありました飼料作物ですね、それが 28 ページでしたか

ね、27 年度までに自給率 100％を目指すということの説明が午前中にありました。

こういう飼料作物に力を入れるとか、今までずっと言ってきたことがなかなか実現

にならなかったのです。ここで実現するように、目指すように書いてありますし、

やはり目標を目指してもらわないと農家側も頑張れないんです。  

 自給率は、ぜひ 50％を目指して、成らないのではなくて、国民一体となって為す

という意気込みの基本計画であってほしいと思います。よろしくお願いします。  

○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  最初は、重箱の隅みたいな話ですが、44ページのアの部分で

45ページにかけて「生産性の大幅な向上に結びつく革新的な技術」という言葉が書

いてあるんですけれども、あまりオーバーな表現を使わない方が、私ども生産現場



にいますと、こういう思い切った言葉を使われても期待はあんまりできないと思っ

ておりますので、あまり使わない方がいいのではないかなというふうにちょっと感

じました。  

 それと、イに関してですけれども、例えば、熊本で言いますとい草のヒノミドリ

といういい品種ができましても、すぐに外国に真似されてしまいまして、日本にく

るという状況がございます。それが日本の農業の首を絞める大きな要因となってい

るのはもう昔からわかっていることでございますので、やはり新しい技術をつくっ

た以上、その技術が日本の中で守られていくようなところを、本当に水際で防止す

るというのも一つの手でしょうし、やはりいろんな方法論をちょっと真剣にやって

いただければと思います。  

 それとウに関しまして、これ、農水省が前から私、政策評価会でも言っています

けれども、資材に関しましては、農水省がやらなければならない部分と、農業団体

みずからがやらなければならない部分というのが、もう尐し明確に分かれていても

いいのではないかと。  

 本来、私はこういう文章を読みますと、これは、本来は農協なりＪＡグループが

本来取り組んでいかなければならない。組合員にとっての話ですから本来ＪＡグル

ープが国が言う前にやらなければならない話であって、本来、国がこういうことを

やっていただくこと自体、ＪＡグループが何もやっていない証拠だと思うわけでご

ざいますので、山田さんがいないところですので、言わせていただきますが。  

 それと、農業生産基盤の整備ですけれども、アの部分で面的にもう尐しほ場を拡

大して、そういった基盤整備を推進するというふうに書いてあります。ウでは逆に

生態系云々の中で保全・形成に配慮した基盤整備を実施するというふうに書いてあ

ります。これは、どういうふうに分けているのかなと。それと、言葉尻の中で、片

一方は「実施」であって、片一方は「推進」ですけれども、推進というのはこれが

二期工事あたりという意味合いで推進という言葉を使われているのかなと思いま

す。  

 それと、農業水利あたりも私達生産者から言わせますと本当にありがたいな、こ

ういうことを本当にやっていただきたいと思うんですけれども、やはり最終的には



経費というものがついて回るわけですね。そうすると、面積を拡大すると機械等の

経費は当然下がります。しかし、面積拡大してもこういう償還金とか、水利費、ポ

ンプとか、いろいろなものの管理費は絶対下がりはしないわけですよね。  

 私達生産現場で一番の悩みはそこなんです。そうすると、今年でも去年でもお米

の収量が尐なくて、お金が減った。でも償還金は減らないんですね、基本的に。ほ

かの借金はどうにかなっても、この償還金だけは絶対減らないわけで、だから、農

水省として、こういった部分をどういうふうに、国がどういった形でそういうふう

に将来の管理あたりもタッチしていただけるのかなというのが意見です。  

 それと、エに関しては、費用対効果というふうな分析手法の改善というふうに書

いてあるんですね。これはどういったことなのかなと。だから、地方の実情に即し

た事業執行というのも、私達、ちょっとわかりにくいなと思いますし、当然基盤整

備するのに、平場でやるのと、中山間地でやるのは費用対効果等を考えたときには、

全然整合性がない話にもなるわけでございますので、そういったところをこの文章

の中に言い表してあるのかなというふうには、ちょっと読み込んだんですけれども、

その辺を教えていただきたいと思います。  

 それと、将来的な担い手の位置づけとして、認定農家というのがもう出ておりま

すので、現在では全国で 20数万人の目標ですので、それをいかにこれから先増や

していくのかという具体策を若干教えていただければと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは中村委員お待たせしました。  

○中村委員  これまでお願いしておりました市町村合併に伴います懸念等も最

終場面のところでも入っております。いろいろなところに配慮いただいておりまし

て、全体的にいい方向にバランスよくまとまってきているのかなということは思い

ます。  

 先ほど申し上げたような意見もありますが、これは細かい話でありますから、今

まで言ってきたことでありますけれども、ただ政策を推進する上では根っこの話と

なりますので、ご検討をお願いしたいと、こういうことで。  



 40ページの「（３）農地の有効利用の促進」のところでありますが、今までずっ

とこの農地に関する基礎的な情報の把握・収集ということで、農地台帳の法定化等

お願いはしてきましたが、かなり難しい面があるということを承知しておりますが、

その法定化はいずれにしましてもプライバシーの問題等、関連していろいろな台帳

の規制が非常に厳しくなってきておりまして、活用できないということもあります

ので、この（３）のこの後にでも、もしご検討いただければ、農地の基礎的な情報

の収集等についてのご検討をいただければと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは長谷川委員、どうぞ。  

○長谷川委員  先ほどからの地産地消の取組のお話を聞いていて思ったのです

けれども、総花的だというご意見もありましたけれども、パッケージとしては非常

によくできていると思うんですね。  

 ただ、工程管理ですとか、それから役割分担というのも書かれておりますけれど

も、各施策について国がやるべきことと、それから民にできることは民間に、地方

にできることは地方にというふうに書かれてありますとおり、やる部分が違うので

はないかなというふうに思っていまして、新開さんのおっしゃったように地方でそ

ういうことをやられるのはとても有効ですし、いいと思いますが、自分の生活を振

り返りますと、横浜、神奈川県で３％のところで地産地消は果たしてどうかなと思

います。やはり安土委員がおっしゃったようにスーパーマーケットでのコミュニケ

ーションがどれだけ図れるかということの方が効果が高いだろうなというふうに

思いますので、それはやはり国の方が加工・流通業界との接点をしっかり持って、

企画を立てていく必要があるでしょうし、地方公共団体としては地産地消の取組を

進めていただければいいと思うので、そのあたりの役割分担ですとか、それぞれの

プライオリティーのつけ方というのをもう尐し工程表の段階でわかるようにして

いただけたらいいかなというふうに思います。  

 民と、それから地方、そして国の役割のところでどれだけ整合性が今、保たれて

いるのかなというのが、１冊読み通した感じでは、まだまだ読みが足りないとは思



うんですけれども、ちょっとわからないので、工程表のところでもう一度整理をし

ていただければありがたい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。  

 そのほかにいかがでしょうか。秋岡委員、どうぞ。  

○秋岡専門委員  すみません。これは前回のときにお伺いすればよかったのです

が、41ページの担い手への農地の利用集積促進スキームの関係でちょっと伺いたい

んですが、41 ページの最初の改行部分、「また」から始まるパラグラフのところで、

１行目の後ろの方に「農地保有合理化事業について農業生産法人への金銭出資」

云々とあるんですけれども、前回の資料のときに、スキーム上は間に農地保有合理

化法人というのが入っていたんですけれども、ここであえて農地保有合理化法人を

通じて金銭出資や何とか何とかの仕組みというふうに、金銭出資の主体をあえて明

確に書いていないというのは、何か特別な意味があるのかどうかということを伺い

たかったのと、これは前回のときに本当に伺えばよかったんですけれども、間に入

っている、仮に農地保有合理化法人というところから出資するとすると、その出資

する原資はどこからくるのか。前の資料だと、ＪＡとか市町村と書いてあるんです

けれども、そこがそこの法人をつくって、そこからどんどん違うところに出資する

と、結構大変だと思うんですけれども、その出資はどうするのか。逆に、出資する

からには普通だとキャピタルゲインをどうするかということもありますよね。上場

したときに売り払うとか、配当をもらうとかあるのですけれども、この出資したメ

リットというのは、どう戻ってくるのか。あるいは、そういうメリットを狙ってい

るのではなくて、何か出資することによって、その会社の経営に対する影響力の行

使というのが目的なのかという、その出資ということの意味もおっしゃっていただ

けますか。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかいかがでしょうか。もし、なければここでいくつかご質問、ご指摘があ

ったかと思いますので、項次関係の局からお答えをいただきたいと思います。  



○今井企画評価課長  まず西山委員からの、39ページのところだったと思います

けれども、これは受託組織のイメージが一番わかりやすいのが水田における農作業

ということで、ご指摘のような理解で構わないと思いますので、こちらの方として

も表現ぶりはもう一度考えてみたいと思います。  

 増田委員から言われた 52ページのコーディネーター、地域農業ですとか、地域

社会の取りまとめ役的なものとして記述したのですけれども、確かにほかのところ

にも、同じ言葉が出てきますので、もう一度表現ぶりは端的にわかるように考え直

してみたいと思います。  

 杉本委員が 49ページのところで、前から規制緩和ですとか、環境税ですとか、

いろいろ提案しているけれどもというご指摘がございましたが、要は閣議決定文書

になるものですので、結論や方針が出ているものは元気よく書けるんですけれども、

そうでないものは、ついつい方針が決まらないものは、書きづらいというようなと

ころがありまして、そういう事情があるということですけれども、さらにグリーン

ツーリズムを進展させるためには、そのような障害になっている面があるというよ

うなことを、もう尐しうまく書けないかということについては、もう尐し研究して

みたいと思います。  

 あとは、森本委員から大げさな表現みたいなところがありましたけれども、大げ

さな表現なのか、本当に自信があるのかというところは、原局・原課に確認した上

で表現ぶりは考え直してみたいと思います。  

 あとは、長谷川委員から役割分担、前も地産地消のところで長谷川さんからはず

っと言われていますけれども、それは表現上、または関係者の役割分担のところで

もう尐しうまく書けるのか、または提案があったような工程表の中で処理していく

のか、両面からもう一度次回までに考えてみたいと思います。  

 私からは以上です。  

○生源寺部会長  それでは中條次長、お願いします。  

○中條農村振興局次長  杉本委員のグリツリにつきまして、ちょっと官房の方に

も相談してみます。表現ぶりはどうかということですけれども、ちょっと検討して

みたいと思っております。  



 基本的に規制緩和もそうなんですが、グリーンツーリズムなんか農水省だけでは

できませんので、ここには観光立国の地図が書いてありますけれども、そういった

ところも関係してまいります。関係省庁との連携も図りながら、そういう言い方に

なりますけれども。  

 それから、森本委員の方から 45ページの生産基盤のご質問がありました。最初

は環境の配慮と、それから事業の実施ですね。これをどう考えるかということであ

りますが、ここでは直接に手法まで触れていないんですけれども、平成 12年に土

地改良法を改正しましたときに環境配慮というのを土地改良法の原則に置いたわ

けでありますが、そのときに具体的には各市町村単位で環境整備マスタープランと

いうのをつくっていただいて、市町村として、このエリアをどう捉えるのか。環境

を最も重視するエリアと、それから環境に配慮しつつ工事はするけれども、もっと

もっと生産性を上げていくという方針を示していただいて、それに合わせて実施し

ていくと。そういうことで配慮の実施という計画を策定しているということ。  

 それから、担い手はこれから先、経営を拡大していくわけですけれども、土地改

良関係の償還金については、これはなかなか計画通りには図れないというご指摘が

ございました。それと、整備がされた後の維持管理の問題ですね。維持管理費もな

かなかこれ、できないという話があったわけでありますが、償還金の問題と維持管

理費の問題はちょっと性格が違っておりまして、償還金につきましては１次投資を

しまして施設を整備することに伴います負債でありますから、整備をする前にその

地域として、どの方が担い手になるのかを話し合いをしていただいて、仮にその方

が決まりますと、その方を中心とした営農をまず想定していただいて、それをベー

スに基盤整備にかかっていくと。  

 その時点で、負担金の額とか、支払いの仕方をどうするのかということを打ち合

わせていただいて、私どもの方も若干ではありますが、担い手の方が育成されるよ

うな方向で、将来的に支援措置を行っておりますので、そういうところは間接的に

こういう償還の負担軽減になっているというところがございます。  

 それから、管理費につきましてはさっきの話に戻るのですが、エリアとして最も

環境に配慮しなければならないところについては、管理費よりはむしろ環境にとっ



てどういうところがいいのかというところが重点的に指摘される中身ですけれど

も、他方でここは生産性を最も上げるところだというエリアが決まりますと、これ

は最も管理費が安くなるような効率的な整備をするべきということになりますの

で、それはその時点での配慮がなされるということになりますので、そういうこと

としてご理解をいただければと思います。  

 それから、地方の実情に即してというのはまさにご指摘のとおり、中山間地域は

中山間地域としての整備の仕方があるわけでありますし、それから平場は平場の整

備の仕方があります。それから、地方公共団体によって財政事情も変わりますし、

そういったいろいろなその地その地の地域の実情を踏まえてという意味合いで、具

体的には書いてありませんが、幅広い意味で書いてありますので、その点もご理解

いただければとこう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。  

 予定しておりました時間になっておりますが、お許しをいただいてもうしばらく

会議を続けたいと思います。それでは技術会議、その次に、生産局でお願いします。  

○西川技術会議事務局長  あまり頑張り過ぎた表現ではないかというようなお

隣からご指摘があったわけですが、ご案内のとおり、農業は要するに総合科学技術

の利用型の産業だというふうに思っておりまして、ここに書いてあるようなところ

というのは、最近非常に目覚ましく発展をしているところでございます。それを取

り入れる中で農業の生産性向上なりを図りまして、競争力を強化したいということ

で、明るい部分と言いますか、夢のある部分として書いてあるというところでござ

います。  

 具体的に、では本当にできるのかということでございますが、例えば育種という

ことになっていきますと、今までは交配をして、交配をしたものから人間が目で見

て、あるいは病原菌をぶっかけて強いかどうかということを、ずっと見ながら選抜

して十数年、米の場合早いものでも 10年以上かかる。果樹だとか、花に、ものに

よっては四半世紀かかるようなものだってあるわけですが、イネゲノムの解読、去

年できましたが、これによりまして稲の世界について言えば、10年以上かかってい

たものが、５年以下で新たな品種ができる。今までは偶然というか、１万粒に１粒



くらいしか得られないんですね。ところが、このゲノム育種という時代の中にあっ

てはデザイン育種、つまりこれと、これと、この遺伝子を入れた品種をつくりたい

といった場合に、それをデザインして育種できるような、そういうことが今近くに

迫ってきているといったことで、勘と経験によっていた育種が、まさに科学で本当

に狙い撃ちのできるようなそういうようなものになってくる。もう多分、近々にも

今まで考えられなかったような品種が出てくると、実用品種が出てくるというふう

にも思っているところでございます。  

 あと、例えばパン用小麦というのは今までは難しかったわけですね。けれども、

これも遺伝子マーカーというものが見つかりました、平成 15年ですけれども。あ

る特定の遺伝子の位置情報になるわけですけれども、持っているやつはどうも製パ

ン性がすぐれるということがわかってきました。今、それを利用してパン用小麦な

どもどんどん出始めているということでございます。  

 長くなるからもうそろそろやめますけれども、例えば機能性ということで、健康

を今志向しています。機能性を付与した作物というのは非常に消費者が求めている

ということだろうと思います。今年１月 19 日に限定販売でしたけれども、緑茶で

メシカルカテキンという物質を含んだお茶を出しましたけれども、ものすごい反響

になっているということで、やはり健康志向に合ったものをどんどん出すことによ

って、そういう展望も開けてくると、そういうふうに考えているところで、ここは

ぜひみんなで夢を見たいというふうに思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、白須生産局長、お願いします。  

○白須生産局長  先ほど、森本委員の方からございました 45ページの新品種の

ところで、まさにおっしゃるとおりで今問題になっております加工品を海外で加工

して、それをせっかく日本で育種したやつを加工品にして持ってくるということで、

まさにおっしゃるとおり、ヒノミドリとか、そういうやつが問題になっているわけ

でございまして、そのために今回種苗法をこの国会で何とか改正をいたしまして、

加工品についてもせっかく権利があるものを海外で勝手に増殖されて、それが加工



品になって入ってくるということがないように水際でとめるようなそういう改正

をしたいというふうに考えております。  

 それから、同じページの資材価格のところは、お話のとおりでやはり行政がやる

話と、確かに系統なり団体にやっていただく。例えば、行動計画を改定するとか、

数値目標を公表するとか、そういうことで、おっしゃるとおり主体が若干必ずしも

明確でない点もあろうかと思いますので、それぞれがまさに役割分担というところ

で、どういうところをどこが行うのかという点について、もうちょっと明確になる

ように尐し精査をしてみたいというふうに考えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは経営局の方からお願いします。  

○須賀田経営局長  森本委員から、認定農家をどうやって増やしていくかという

のがございました。  

 今、認定を行っております市町村の基本構想の中で認定農家になっていないけれ

ども、今後育成すべき経営体にリストアップされている経営体が 18万 8,000経営

体ございます。これが候補でございます。それから、今、地域水田農業ビジョンで、

米の改革を進めております。このビジョンの中に、その地域で考える担い手をリス

トアップさせることにしていますけれども、これの中に認定農家でもなく、集落営

農でもない家族法人経営が 13 万 5,000ございます。今、両者の重なり具合を調整

しながら、農業団体と我々で認定農家の認定促進運動というのをやっておりまして、

そういう目標を設定して、地域ごとに増やしていきたいというふうに考えておりま

す。  

 それから、秋岡委員からの出資のお話がございました。41ページの７行目ですか、

「また」以下のところに「農地保有合理化事業について農業生産法人への金銭出資」

という言葉がございます。前回、農地保有合理化法人が農地の売買等をしたときに

併せて金銭出資するというご説明を申し上げました。この農地保有合理化法人が行

います金銭出資事業も、農地保有合理化事業と言うんです。したがって、主体は農

地保有合理化法人と、この金銭出資する事業が、この何とか事業となりますので、

こういう表現をいたしました。そしてその原資はどこから来ているのかということ



ですが、これ、国のお金でございます。国有農地を多目的に売買する、そのときお

金が入ります。それを有効活用するために全国の農地保有合理化法人の団体があり

まして、それを通じて農地保有合理化法人の方に出資をいたしまして、そこから法

人経営に出資するわけでございます。  

 出資するのはなぜかと言いますと、これは資本力が弱いということで出資するわ

けでございますけれども、その後どうするかということでございますが、出資をい

たしましても最近話題のどこやらと違いまして、議決権を行使するわけではありま

せん。経営を支配することはございません。我々の設計では 15年たったら買い取

ってもらうと、何らかの形で。有限会社なら出資持ち分でございましょうし、それ

は 15年たったら買い取ってもらうということにして出資金は回収すると、こうい

う仕組みを持ってございます。  

○秋岡専門委員  すみません、追加でちょっと伺ってもいいですか。この農業生

産法人の設立の根拠法とかを全然読んだことがないので、わからないのですけれど

も、今、日本中どこでもあまりお金が余ってはいませんけれども、例えば一般の事

業会社というか、あまり投資でお話を伺うと投資で出資する人はいないと思うんで

すけれども、例えばこの地域の農業生産法人が何かすごくいいトマトをつくってい

て、自分のところはそのトマトをほかのライバル会社には売らないで自分のところ

だけで、例えばジュースをつくりたいとか、何かそこの農業生産法人とすごく関係

を密にしたいという一般事業会社があったときに、直接か、あるいは合理化法人か

何か間接に出資して、そこと資本関係を持つということは可能なんですか。  

○須賀田経営局長  農業生産法人と言いますと、別にそういう特殊な法人がある

のではなくて、中身は有限会社、合弁会社、合名会社、合資会社に農事組合法人、

この形態のものがございます。  

 ただいまのように、例えば食品の販売会社とかそういうところが連携したいとい

うことで出資するということは可能でございます。４分の１、最高で２分の１まで

です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  



 それでは、まだいろいろあるかとも思いますが、次に第４の施策を推進するため

に必要な事頄と参考付表、つまり 51ページ以降の部分でございます。それから、

併せまして、もう一つの冊子、資料２につきまして、ご意見あるいはご質問をお受

けしたいと思います。併せて全体を通して何か言い忘れた点等があれば承りたいと

思います。  

 新開委員、どうぞ。  

○新開委員  前にちょっと戻りますけれども、認定農業者が認定されるとします

と、これで 38ページですか、「地方公共団体や農業団体と密接に連携し」とあり

ますけれども、どちらが最終的に主導権を握って認定するのか。そして、また認定

者が認定者らしくないときに、それを注意したり、そこをよく聞かれるんですけれ

ども、主導権は農業団体にあるんでしょうか、地方公共団体にあるんでしょうか。

そこを明確化してもらいたいと思いますけれども。  

○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。全体を通してでも結構でございます。よろ

しいでしょうか。それでは今の認定農業者の認定主体の点につきましてお願いいた

します。  

○須賀田経営局長  認定農家は農家の申請に基づきまして行政、市町村が認定し

ます。  

 ここで書いてございますのは認定農家を含む、そういう担い手というものを広範

に育成していこうではないかということを団体と一緒にやろうと、こういうことを

書いているわけでございます。認定農家は行政が認定します。  

○新開委員  その場合、新聞などでしか情報を各農家が得ていませんので、最終

的にはどこが末端まできちんと説明をするかですね。基本計画が見直された 10年

前とか、なかなか末端には届かなかったですね。これをスピードを持って皆さんに、

末端まで届くようにすることが、私は一番大事ではないかと思います。今までから

すると、なかなか農家現場としては、どこかに聞きにいかないとその情報が入らな

いような状態が多過ぎましたので、今回はどこから項番に説明が末端にくるのか、

教えていただけないでしょうか。  



○生源寺部会長  これは企画評価課長の方でしょうか。あるいは経営局でしょう

か。  

 どうぞ、遠慮なさらずに。  

○須賀田経営局長  仕事としてはおそらく、中村委員の農業委員会系統の話では

ないかと思います。そんなことを言っていたのでは末端まで届きませんので、普及

とか農協とか行政とか、あらゆるものが一体となって今ずっと末端まで、こういう

のが認定農家だぞ、こういうのが担い手だぞといって、下ろす運動をしております

ので、どこからか耳に入ってくると思います。  

○新開委員  農業委員会なら農業委員会としてもらわないと、農業委員会が、中

村さんには悪いんですけれども、なかなかすべてに動いていないですよね。だから、

本当に農業委員会が動くか、これは大事なことなんです。  

 今まで農業委員会というのは、農業をしていないで、10アールと 60日働けば土

建業だろうと、商売人だろうと、誰でも農業委員になれるんですね。だから、農業

への思いというのが強くないんですよ、農業に対する思いが。本当は担い手の中の

一つとして、農業委員の条件も変えてほしいということを、ずっと発言しているん

です。農業委員がしないといけない仕事は農業委員でするべきではないかなという

のが私の意見です。はっきり言ってすみません。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 もっとはっきり言っていただいて結構です。今井課長の方から何かございますか。  

○今井企画評価課長  新しい基本計画ができたときに、基本計画を国民一人一人

にどういうふうに届けていくかというまた別の問題もあると思いますが、それは自

給率のところで関係者の役割というので、いろいろな関係する人を列記しています

けれども、基本的に農政は地方公共団体と農業団体というのを今まで使って末端ま

で政策の周知だとかをやってきたわけですけれども、やはり自給率の関係なんかに

つきましては、そういうルートだけではなくて、食品産業の方ですとか、消費者団

体ですとか、いろいろなルートを通じて、関心事頄も違うでしょうから、基本計画

の内容の周知徹底というのはやっていきたいと考えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  



 そのほか全体を通してでも結構でございますが。豊田委員、どうぞ。  

○豊田委員  ちょっと今頃になってという議論なんですが、基本法の４つの理念

のうち農業の多面的機能について、この５年間に随分議論が深められていると思う

んです。ところが、それを具体的な形で示すような議論を、これまであまり十分や

ってこなかったのかなという反省と、農業の多面的機能、どう考えるかということ

についてちょっと弱いかなという感じがちょっと出ています。マルチ・ファンクシ

ョナル・アグリカルチャーという形で具体的な農業の姿で議論するように、もうな

っているということから考えると、何かちょっと寂しいと感じを受けました。以上

です。  

○生源寺部会長  今の点は現行の基本計画の柱立てについても４つのうちの３

つ、多面機能を除いた３つが柱になっていて、多面的機能は中に織り込まれるよう

な形になっていますけれども、この点については今井課長の方から何かございます

か。  

○今井企画評価課長  位置づけについては、今、生源寺先生がおっしゃったとお

りだと思うのですけれども、今回の基本計画の中では、１のところの、前基本計画

策定後の情勢の変化の（４）で触れているのと、それに対応いたしまして、施策の

方では多面的機能の発揮というのを念頭に置いて農業政策、農村政策のところで、

そこが各々の記述をするところが分かれてしまうので、若干そういうことが感じら

れるかなとは思いますけれども、それを１のところで補完しているというように理

解してもらったらいいのではないかなと思います。  

○生源寺部会長  よろしいでしょうか。そのほかご発言ございますでしょうか。  

○中村委員  さっき新開さんの方からご意見がありましたけれども、農業委員会

は旗振りはしますけれども、主体は市町村長ですから、そこは間違えないようにひ

とつ。  

○新開委員  旗振りよりも、農業委員となっていたら、それは農業委員さんが地

域の人達をきちんとすることが、私は農業委員だと思うんですね。  

 主体は市町村長だといって、すべて責任を負わすなら私は農業委員は市町村に誰

もいらないと思います。やはり、責任を果たしてこそ農業委員で、だから、各地の



農業委員さんのところに講演に回っているけれども、名前だけで仕事をしないなら

ば女性に譲ってくださいと、私は言っているんですね。  

 だから、やはり働かない人は資格がないと思います。その点、中村さんがやはり

全国にそういう意識でいないから全国的に問題があるのだと思います。  

○中村委員  しっかりやっていますから。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほか何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、時間も超過しておりますので、本日の議論はまだ続いているようでご

ざいますが、公式にはここで閉じたいと思います。  

 次回の会議でございますが、本日いただきましたご意見等も踏まえ、修正した資

料に基づ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準備をお願いいたします。  

 日時は３月３日午後１時 30分から、場所は農林水産省７階の講堂でございます。

今回と場所が異なりますので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。  

 それでは本日はこれにて閉会といたします。  

 どうも長時間ありがとうございました。  

――了―― 

 


