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午前１０時００分 開会 

○中嶋部会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審

議会の第32回企画部会を開催いたします。 

 皆様本日は、ご多用中にもかかわらずお集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

 本日は、「『攻めの農林水産業』の展開について」及び「平成24年度食料・農業・農村

白書の作成について」、御審議をお願いしたいと思います。 

 議事の順番につきましては、江藤副大臣が公務ご多忙のため中座されることもあること

から、ご挨拶いただいた後に、食料・農業・農村白書に関する諮問をお願いしたいと存じ

ます。 

 続いて、「『攻めの農林水産業』の展開」と「食料・農業・農村白書の作成」、それぞ

れについて御審議をお願いしたいと思います。 

 なお、本日の企画部会は公開されており、一般公募や報道関係の傍聴の方が、約60名ほ

どお見えです。 

 本日の会議は12時までを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、江藤副大臣からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○江藤副大臣 皆様、大変今日はお忙しい中、ご参集賜りまして、ありがとうございます。 

 では、座って失礼させていただきます。 

 皆様方、ご存じのとおり、総理がＴＰＰへの交渉参加を御表明をされました。 

 私ども農林水産省としましても、今後、交渉の結果次第ということはございますが、新

たなステージに向けた心構え、そして皆様方の意思疎通、そして地域の方々の御意見を、

さらに耳を傾けて農政に反映させる必要があるのだということを今、痛感いたしておりま

す。 

 本日の議事につきましては、ただいま部会長のほうから御説明いただいたとおりでござ

いますが、是非現場の皆様方の御意見が、今回の白書なり、攻めの農業なり、そういった

ものの構築に向かって十分に生かされますように、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

 白書につきましては、もう今さら言うつもりはありませんが、かつて事務方のミスがあ

りまして、委員の方々に大変ご迷惑をおかけした経緯もございますので、私ども農林水産

省としても万全の体制をもって、この白書の製作には臨んでまいりたいと存じております。 
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 皆様方の忌憚のない御意見、そしてこれから安倍総理がおっしゃいますように、農業が

攻めの農業、そして成長産業として、由々しく日本の中心で在り続けるような御意見、御

指導を賜りますように、どうぞよろしくお願い申します。 

 今日はどうぞよろしくお願いします。 

 予算委員会がございますので、私は中座させていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、前回の企画部会から委員の交代などがありましたので、御紹介させていただ

きます。本日御出席の皆様を五十音順にお名前のみご紹介させていただきます。 

 まず青山委員。合瀬委員。奥村委員。近藤委員。篠崎委員。白石委員。近崎委員。西辻

委員。萬歳委員。廣野委員。松本委員。三森委員。藻谷委員。森委員。山内委員。渡辺委

員。ありがとうございます。 

 山内委員は、24年９月14日付で、阿南委員に代わりご就任いただくことになりました。 

 また、松本委員は今回より新たにご参画いただくことになりました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 なお、新浪委員は所用により御欠席との連絡を事前にいただいております。 

 本日は私を含め、17名の委員が出席しております。 

 最後に、申し遅れましたが、私、部会長をさせていただいております中嶋でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、食料・農業・農村白書に関する諮問をお願いしたいと思います。 

 白書につきましては、審議会令等において、当部会で審議することになっておりますの

で、今回は審議会長に代わりまして、企画部会長である私が諮問をお受けしたいと思いま

す。まず、江藤副大臣から諮問をお願いいたします。 

○江藤副大臣 林農林水産大臣に代わりまして、代読をさせていただきます。 

 平成25年３月18日、食料・農業・農村政策審議会会長、熊倉功様。農林水産大臣、林芳

正。 

 平成25年度食料・農業・農村政策について。 

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

を求める。 

 よろしくお願いします。 
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（諮問文手交） 

○中嶋部会長 承知いたしました。謹んでお諮りします。 

 それではここで、カメラは退出をお願いします。江藤副大臣は御公務のため、中座され

ます。 

（江藤副大臣及びカメラ退席） 

○中嶋部会長 それでは審議を進めてまいりたいと思います。 

 本日の１つ目の議題は、「攻めの農林水産業」の展開についてでございます。事務局よ

り資料の御説明をお願いいたします。 

○高橋調整室長 おはようございます。政策課の高橋でございます。本来でありましたら、

政策課長の大澤が資料の御説明を行うべきところでありますが、本日は国会対応のため、

大澤に代わりまして政策課調整室長であります私、高橋から御説明を申し上げます。大変

恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは資料１の「攻めの農林水産業」の展開を御覧ください。 

 本日御説明いたします資料は、２月18日に総理を議長といたします産業競争力会議にお

いて、林大臣から今後の政策の展開方向としてプレゼンテーションを行ったときのもので

ございます。 

 では、資料の１ページ目を御覧ください。 

 安倍総理は先の所信表明演説の中で、あるべき社会像として、「すべての人々が生きが

いを感じ、何度でもチャンスを与えられる社会。農山漁村の豊かな資源が成長の糧となる、

地域の魅力があふれる社会」と述べております。農林水産省といたしましても、こうした

思いで「農林水産業、農山漁村から日本を元気に」ということを基本的な考え方として示

しております。 

 今後10年間で世界の食市場の規模は680兆円に倍増すると見込まれます。また、いわゆ

る平成の農地改革によって、農業に多様な主体が参入してきております。 

 農林水産省といたしましては、今がまさに分岐点であると認識しております。この変化

を、我が国農林水産業のチャンスと捉え、農山漁村に受け継がれた豊かな資源を活用し、

経済成長と多面的機能の発揮につなげる施策を展開することとしております。 

 施策の展開方法は大きく３つありまして、１つ目は需要のフロンティアを拡大すること、

２つ目は、生産から消費までのバリューチェーンを構築すること、そして３つ目は、これ

らの取組を支える担い手、農地などの生産現場の強化をすること、の３点でございます。 
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 １月29日には、農林水産省内に林大臣を本部長とする「攻めの農林水産業推進本部」を

設置し、ここで現場の声を徹底的に吸い上げ、施策の具体化を加速していくこととしてお

ります。 

 続いて２ページを御覧ください。 

 このページは需要のフロンティアの拡大について説明したものでございます。 

 拡大する世界の食市場を取り込み、我が国の経済成長のエンジンとするためには、Made 

by Japanで表される、日本の食文化、食産業の海外展開と、Made in Japan、すなわち日

本産の農林水産物、食品の輸出促進を同時に推進すること、この両者が重要であり、政府

全体のクールジャパンの取組などとの連携を進めていくことが重要であると考えておりま

す。 

 輸出の拡大には、各省との連携も必要であると考えております。資料の下の方にありま

すとおり、例えば水産物などの輸出に当たっては、輸出先国から認証取得が求められる場

合がありますが、その国内手続が円滑かつ迅速に行われるよう、厚生労働大臣その他関係

機関と協力しながら対応していくことが必要であると考えております。 

 国内需要の点では、日本国民の新たなライフスタイルに即した農林水産物・食品を開

発・展開することとしております。 

 それぞれ水産・林野の分野になりますが、参考資料のページ１を御覧ください。 

 参考資料のページ１は、ファストフィッシュの商品例でございます。手軽に気軽におい

しく食べられる、そのまま骨まで食べられるよう処理を施した商品の例でございます。 

 続いて、参考資料の２ページ、これは林野の木材の分野になりますが、御参考までに、

強度的に優れたＣＬＴという木製の資材でございます。日本では実証段階ですが、ヨーロ

ッパでは既にＣＬＴを利用して７階建てのホテルなどもできています。これらは新しい需

要に応じた商品開発の例として、御参考までに紹介させていただきました。 

 では、資料本体に戻っていただきまして、３ページを御覧ください。 

 このページはバリューチェーンの構築について説明したものでございます。 

 ここでは、先般設立されました農林漁業成長産業化ファンド、通称Ａ－ＦＩＶＥの活用

がポイントとなります。このため、ＪＡ、地方銀行による全国、地域レベルでの多様なフ

ァンドの設立、あるいは異業種、産業界との一層の連携・協力が重要であると認識してお

ります。 

 また、知的財産の活用として、最近では匠の技をデータ化することによる現場の知恵と
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技術の継承が試みられております。こういった取組を推進することが重要であると考えて

おります。 

 続きまして、４ページを御覧ください。 

 担い手、農地などの生産現場の強化についてでございます。 

 農業生産現場の現状につきましては、農地面積の３割を20ヘクタール以上の経営体がカ

バーし、法人経営体や家族経営体の大規模化が進むなど、既に農業構造がかなり変化して

いると認識しております。 

 また、いわゆる平成の農地改革により、リース方式による企業の農業参入が完全に自由

化され、その結果、現実に21年の農地法改正前の約５倍のペースで一般企業の農業参入が

進んでおります。 

 今後につきましては、更に農地集積と耕作放棄地の解消を加速化していくためには、県

段階の農地の中間的受け皿を整備し、積極的に活用することが効果的であると考えており

ます。 

 以上が「攻めの農林水産業」の展開についての、基本的な枠組みとなります。 

 なお、先ほども御紹介申し上げましたとおり、本体資料の後には、これを補足します参

考資料集を別添しております。ここでは参考となる現場の事例あるいはデータなどを記載

しておりますので、御参照いただけましたら、幸いでございます。 

 今後の検討につきましては、現場の声を聞き、現場の実態をしっかりと把握しながら、

施策の具体化について検討を進め、６月の骨太の方針、８月の26年度予算概算要求など、

政府全体の政策形成の節目を踏まえながら、施策の具体化と取りまとめを行ってまいりた

いと考えております。 

 当方からの説明は以上になります。ありがとうございました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました内容

につきまして、御質問、御意見があればちょうだいしたいと思います。それでは、萬歳委

員、お願いいたします。 

○萬歳委員 全中の萬歳でございます。私のほうから３点ほど意見を述べさせていただき

ます。 

 まず、検討の進め方であります。今、説明ありましたように、第２回の産業競争力会議

に提出した資料ということであります。まさに産業競争力会議で議論した内容を後追い的

に報告されましたけれども、そもそも競争力会議の委員の方々は、産業界の方だけでござ



7 

いまして、我々に比べ、農業・農村に精通しているとは言い難い状況にあります。現場を

知らないという状況がありますので、規模拡大とか輸出増加とか、何でも解決するみたい

な幻想的な議論に進んでしまうことに懸念を感ずるところであります。 

 現場目線で、新たな農政を構築するためには、現場をよく知らない競争力会議ではなく、

農政の議論というのはこの部会のメンバーでしっかりした内容で検討すると、そうすべき

であると思います。 

 当然、今説明ありましたように、この部会議は食料・農業・農村基本法に基づいて運営

をされるという、この審議会、部会がそういう設置であるわけであります。その点、私の

意見とするものであります。 

 それから、15日には安倍総理がＴＰＰ交渉に参加を表明されました。農業者は本当に農

業をやっていけるのか、とても不安を抱いておりまして、活力ある農業づくりの取組に支

障が出ているという状況ではございます。 

 ＴＰＰとは関係なくして、現下の農政課題を解決するためには、政府は農業者の所得増

加、自給率、自給力の向上、農村の活性化に関する具体的な目標を示すと。それに必要な

施策を措置すべきであるというように思います。５年ごとに基本計画が見直しをされてき

た経過がございますけれども、それを踏まえて進めるべきであると思います。 

 まさに美しい、抽象的な言葉でなくして、具体的な方向を明確に示して、農業者が納得

とやる気を持てるようにすべきであるというふうに思います。 

 もう１点、規制改革の観点でございます。新たな視点の規制改革の議論が必要でありま

す。 

 我々も農業の生産性向上等につきましては、規制の見直し等につきまして、検討を行っ

ているところであります。これにつきましても、農水省も力を入れて対応してもらいたい

ということ。 

 それから、競争力改善の古びた議論をいくらしても、農業は良くならんというふうに思

っております。我々も昨年大会がありまして、まさに再生可能エネルギーなり、あるいは

６次化ファンドという、こういうもの、攻めの農政を提案しておりますので、是非とも農

水省におかれましては、そういう形でもって御努力願いたいというふうに思います。 

 私からの意見として申し上げます。以上であります。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。大変貴重な御意見いただきましたが、これに関

しては、事務次官よりお願いいたします。 
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○皆川事務次官 萬歳会長、ありがとうございました。競争力会議、私ども林大臣が出て、

お話をさせていただいたんですが、林大臣から申し上げたのは、少なくとも我々、実際に

本当の具体施策をやるのは農林水産省においてやっていくということでありますし、その

さらに施策の具体化というのも、農林水産省の本部の方で、まさに現場の宝を見つけて、

それをどう伸ばしていくかということを基本に据えてやっていくんだということを、その

競争力会議の場でも申し上げました。 

 そういった意味で、何か競争力会議の場で、いろいろ、当然、産業経済全般のお話とい

うことで、その中の農業ということですから、その場で我々出て行きまして、ご報告もさ

せていただき、またいろいろなご助言もいただいていますが、やはりその主体というのは、

農業の現場、さらにはその現場に関する方々と一緒に、農林水産省の本部のほうでやって

いくということになるのではないかなというふうに思ってございます。そこは会長からの

ご指摘も踏まえて、我々もやっていきたいなと思っております。 

 それから、当然のことでございますけれども、私どもの施策は食料・農業・農村政策に

ついては、食料・農業・農村基本法に基づく、いわゆる基本計画に基づいて、正々と粛々

とやっていくということが基本でございますので、そういったやり方というのは、これか

らも当然にやっていくということかと思っています。 

 また規制改革の議論も、いろいろ農業の外部の方がどう思っているかということも当然

参考にはなりますが、我々は今回、特に規制改革については規制改革のための規制改革、

何か自己目的化している規制改革ではなくて農業が産業としてもっと伸びていくためには

何か必要なのかという観点で、農業が外部からこうむっているといいますか、一種、規制

によって抑えられている面も当然あるわけですね。いろいろなことがやりにくいといった

ようなこともあるわけですから、そういったことについても具体的に、対外的にもまた規

制改革会議にも農林水産省のほうからこういった規制は見直していくべきではないかとい

うことで、一種規制改革というと今まで、外部から農業が規制改革を迫られるという姿が

かなり目立っていたかと思いますが、我々とすれば、それを我々のサイド、農業の現場の

サイドから見て、こういったことをやるべきではないかということを含めて、積極的にこ

れは提言していかなければいけない。そういった意味で、６次化ですとか、再生可能エネ

ルギーについて、農業の関係の方々が積極的に取り組んでいるということをどうやって後

押しいただけるのかといったような観点でも、積極的に議論をさせていただければと思っ

ております。大変ご貴重なご提言、ありがとうございました。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。それではほかに、山内委員、森委員、お願いし

ます。 

○山内委員 私ども生協としては、食卓と農業をつなぐ役割を自覚し、生協の事業を進め、

2,000万人以上の消費者を抱える組織として、また地域の中で活動する立場から、食料、

農業問題を支える視点で様々な活動を進めております。 

 その視点から申し上げましても、この３つ目の、担い手・農地等の強化は非常に重要で

すから、この点が入ることは賛成です。消費者的観点から申し上げれば、①②より、まず

③が先に置かれるものではないかと思っております。 

 併せまして、先週、朝日新聞で、農林水産省のほうで食料の自給率より生産力向上に力

点をおいた政策を展開するとの報道がありましたが、私は、カロリーベースの自給率とい

うのは非常に重要だとは思っておりますけれども、やはりこの担い手、農地、農業技術の

３つの要素を、さらにどう強めていき、自給率を向上していくかということが重要だと思

っております。こういった生産力の向上に資するような計画の策定、それから、目標の具

体的な策定と優先的な財政投入をしながら、計画・目標・評価を回していくというのは非

常に重要だというふうに思っておりますので、以上、意見を申し上げました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは続きまして森委員、その後廣野委員。 

○森委員 森です。札幌から来ております。ＴＰＰに関して今の北海道の不安感を一言お

伝えさせていただきたいと思います。 

 北海道は、東京で報道されるのとは情報の量が全く違いまして、毎日毎日、北海道の農

業はどうなるんだ、第一次産業はどうなるんだという、新聞のトップ項目もほとんどＴＰ

Ｐ絡みのような状況でおります。まずその不安を払拭していただくような、何を守るかと

いうことをきちっと提言していただけたらということを、第一に要望したいと思っていま

す。 

 北海道の食料自給率への寄与率は20％以上あり、今日の攻めの農業の議題に関して、３

つの戦略の方向の「生産現場の強化」に大きくかかわり、貢献している地域です。 

 もちろん、ほかの農業地帯も皆さん同じような思いはあると思うんですけれども、規模

で言いましたら、担い手の年齢も若いですし、農地の集積が進んでおりまして、大区画で

生産性の高い圃場が大変多くなっております。 

 今後の食料の安定供給、そして自給率を守るためにも、北海道の広大な農地で継続的に

農業が営まれるようにしていかなければいけないということが大前提だと思いますので、
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方針できちっと打ち出していただきたいと思います。 

 それは日本の国内の自給率を守ることでもあります。これまでも、北海道の畑作が冷害

等で少し畑作物の生産量が下がりますと自給率にすぐ反映して、40％が39％になっていま

すので、畑作が今のように行われなくなりましたら、食料自給率に大きな影響が出てくる

と思います。 

 今のままでしたら、それがどう守られるかということがわからず、みんな農業経営の方

たちは非常に不安に思っていますし、私は子供を育ててきた母親として、食料が安定的に

供給されて飢えることは決してない、国内のものを安心して食べられるような食生活をず

っと続けていきたいと、切に思っております。それを安心させていただけるような具体策

を是非出していただきたいと思います。 

 攻めの農業というのは大変重要で、これからの間違いない方向性だと思いますけれども、

その生産現場の強化ということで基盤整備をさらに進めていただきたいと思います。生産

収量が落ちないような、特に土地利用型農業がこのまま発展していけるように、今の状況

を少なくとも、守る。守る農業というのも是非念頭に置いていただいて、これからの日本

の農業の発展のために施策を進めていただきたいと思っております。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは廣野委員、その後、松本委員、お願い

いたします。 

○廣野委員 私も先ほど攻めの農業、農林水産業推進本部の１ページの図なんですけれど

も、今現場で足りないものは、人だけだろうと思います。生産資源として農地もあります、

技術もあります、情報もあります。事業計画さえきちんとできれば、資金も調達できると

思います。 

 ただ、経営者になれる人がいない。その経営者を育てるために、今、国も農の雇用であ

ったり、青年就農給付金ということで、補正の予算まで組んでいただいて、進んでおりま

す。ただ、農業というのは育てるということですぐに成果が出ない、時間がかかるところ

が一番弱いところだろうと思います。そこでできるだけ早く結果を出すために、集中的に

総合的に継続的な支援ができる組織をつくるべきでないか。問題解決を集中的にできると

いう組織があれば、非常に早く結果が出せるのではないかなとは思っております。 

 それと、先ほど現場の声を聞くと言っていただいたのは非常に心強いのですけれども、

この①②③とある中で、私は生産現場（担い手、農地等）というのが、やっぱり一番上に

来るべきであると思います。そこでその人たちが経営者となって自立していくことによっ
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て拡大とか構築ができるのであって、これは一番上に行って、その人たちをどうするかと

いうのをやっていくべきでないのかなと思います。 

 それと、一番下に「この機会を失えば」という、小さい字で書いてあるところがありま

す。今現在、山間部、中山間地というのは、もうここまで来ております。 

 もう危機的な状況というか、地域の環境保全、国土の保全が、もう本当にこれはもう数

年したらどうなるんだろうという。例えば、井戸さらえ、用水ざらえであったり、池の草

刈りであったりというのに参加、出てきてくれる人たちの顔ぶれを見れば、80歳ぐらいの

おばあちゃんが出てきてくれているという状況です。これも10年は続かないだろうと。こ

れから先はどうやって管理をやっていくんだろうという状況になっているのが現場の状況

です。 

 先ほど言われた中に、中山間地の価値もまだあると思います。それを見つけて、組み合

わせて経営としてやっていく人たちをどうつくっていくかというのがあれば、その辺も維

持できるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは松本委員、お願いいたします。 

○松本委員 農業会議所の松本でございます。このたび、初めてこういう席に出席させて

いただきましたので、これまで私ども、人と農地ということで長年仕事をやらせてもらっ

てきたので、そういう観点で二、三、この新しい、次の農林水産業という観点で御提案と

いいますか、意見を申し上げたいと思うのであります。 

 まず、農地のことなんですが、今般のＴＰＰでもいろいろ議論があってきておるのであ

りますけれども、その関連で、どうもいろいろマスコミとか、いろいろなところでのお話

を遠くから見ておりまして、どうもちょっとピンボケの話が前面に出ているのではないか

というのも一つある。 

 一つだけ言いますと、農地は国がある限り、輸出もできないし、輸入もできない。そう

いう特性を持っておるわけです。ただ、いろいろと諸外国に生産拠点を確保すると、こう

いうことはありますけれども、それはそれで長い目で政策の構築にならないと思うんです。 

 やっぱり農地はそういう特性を持っておると。そういう中で、国内の農業は立っておる

ということなんですね。その辺りは、ともすればどこか頭の横の方に置かれてしまうとい

う議論がどうも幅を利かせておるという思いがあります。それが１点。 

 その上で、今、この日本の農業、農村の実態はどうなっているかと。いろいろこもごも

お話がございますけれども、よくこの耕作放棄地なんて遊休農地とかありますけれども、
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これも何とかしなくてはいけないということであります。 

 しかしながら、これも経済的な問題もかなりあり、あるいはいろいろな要素がございま

して、なかなか大変な問題に今日なっている。農政としても、大変拠点の大きな問題であ

る。 

 そのときに、どうも政策のポジショニングが地に着いていない。本日のペーパーの４ペ

ージも、新しいこの中間保有の装置を用意して、将来にわたって、こうした農地をつなげ

ていくとこういうことが大切ではないかという提起になっております。さらりとなってい

るんですけれども、政策的にはまさに長年にわたって、こういう装置をつくられてやって

きたんだけれども、結果として、これは横に置かれてしまった。制度は残っているし、装

置もあるんだけれども、機能しない。何かと、簡単なんですよ、現場に聞きますと。 

 リスク管理といいますか、リスクに対してどこが責任を背負うかということについて、

ある意味ではみんな逃げたと、こういうことだと思います。とりわけ前政権が大変な、仕

事をするための基金がございましたけれども、そういうものは政権としての御判断で、こ

ういうものが国庫に戻すというようなこともやられた。いろいろ現場では大変苦心してい

るという状況です。 

 そういうところ、これから本当に強いこの攻めの農政なり農業といったときに、政策的

にどう持続的なこの枠組みを維持するかという観点を一つ持っていただきたい。 

 それからもう一つ、耕作放棄地からいきますと、第２の、次官は林野庁長官もされまし

たからよく言われるんですけれども、第２の林野になるといいますか、今、相続で、たし

か私、はっきりした数字を覚えていませんけれども、１万から１万3,000ぐらいの農地が

相続で権利移転をする状況になっていると思います。大変な量です。450万ヘクタールの

うち１万を超える。 

 それは、かなりの部分が都市部にお住まいの非農業者というのですか、農業生産という

か農業経営には携わっておられない、そういう方々がこの制度的に、民法制度的に、自動

的に権利を取得されるという建前になっているのでありますが、全部が全部、それがスム

ーズにいっているわけではないと。まだ遺産分割の手続が未了であるとか、いろいろな、

現場では問題があります。 

 これを多分、農村、地域の農地は、この東京の方々が持つとか、こんなことが出てくる

んだろうと思うんです。結果的に地域の現場の行政とかそういうところは、こういう農地

の在り方について管理できない、もう放棄すると。林野がまさにそうだといいます。かな
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りの民有林が、小さな民有林は、もう固定資産税なんか市町村が取るよりはもう通知しな

いで放っておいたほうがいいと。こんな状態になっているわけでありますから、この状態

が農地についても目の前に来ておると。 

 これをどう本当に仕組むかということがなければ、やれ輸出だとか、やれ６次産業だと

か、すみません、局長もおられますけれども、あれやこれやあっても、多分、繰り返しに

なるんじゃないかと思います。そこをひとつよろしく政策的に担保していただきたいとい

うのがお願い、意見であります。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。４名の方から今、御意見伺いましたので、まと

めてお答えいただけますでしょうか。 

○皆川事務次官 あまり縦割りになると話が拡散しますので、私がちょっと概括的にお話

をしまして、足らずのところは各担当の方からも補充をさせていただきたいと思うんです

けれども。 

 まずいろいろな御意見いただいたわけでありますが、特に今回、特に需要の全体をもっ

と高めていかなければいけない。需要のフロンティア拡大しなければいけない。またバリ

ューチェーンを結んでいかなければいけない。また生産現場を強化しなければいけないと

いうことについて、我々、この１ページの下のところに書いてございますが、相当な危機

感を持ってございます。ここのところが非常に、「この機会を失えば農山漁村はさらに衰

退するのではないか」といったような危機感のもとに、様々な制度、施策の面まで踏み込

んだことをやらなければいけないというふうに思ってございます。 

 そういった意味では最後の松本委員の御指摘にもありました、これまでなかなかできな

かったことにも踏み込んで、例えば耕作放棄地になったと。では耕作放棄地を解消すると

いうことについても、いろいろな施策もあるわけです。ただ、それは非常にやはり日本の

場合、中国とは違いまして、財産権を非常に尊重するということでありますので、個人の

財産権を尊重した形でということなので、なかなかうまく進まない面もあります。 

 ただ、一方で、それだけ耕作放棄が進んでくる、それが非常に、言ってみますと個々の

農地、個々の森林の問題ですけれども、周辺にも悪影響を及ぼすといったような、公益の

面から見てどうなのかという観点もあるわけです。そういった意味で、今まで以上の、例

えば耕作放棄地を解消していくだとかいったようなことについては、強い施策、制度施策

を打ってもいいんじゃないかという見方もあるわけです。 

 そういったことについても、併せて我々はチャレンジしていかなければいかんというふ
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うに思ってございます。 

 それから、一つありました朝日新聞の記事で、どうも自給率ということを少し相対化を

して、何か別のほうに転換していくんだみたいなことを、ＴＰＰを機に云々という記事が

あったわけですが、このＴＰＰを機に云々ということは一切ございません。 

 我々は、今回のいろいろな施策、「攻めの農林水産業」を考えるということについては、

ＴＰＰがあろうがなかろうが、今非常に農村に起こっている様々なことが非常に厳しいこ

とがありますので、それを乗り越えていくための様々な制度施策を打っていこうというこ

とで考えているわけでありますので、何かＴＰＰを機に何か、ＴＰＰを受け入れるために

何かやるみたいなこと、よく新聞の方々はおもしろくなって書くんですが、そういったこ

とは一切ありませんので、その点は御理解いただきたいと思います。 

 それから朝日新聞にありました、食料自給率ということについて何か一部相対化をする

みたいな言い方がありますが、我々やはりこれは食料・農業・農村基本法のもとで、食料

自給率ということが、いわゆる政策の目標なりの中に書かれていて、その基本計画の中で

はその向上を旨として基本計画を立てるんだということが明言をされています。そういっ

た意味で、食料自給率ということを薄れてしまって、何かほかのものに取って変えるんだ

といったような考え方はございません。 

 ただ、一方で、農業の今の現場ということをいろいろ見ますと、当然カロリーベースの

自給率も必要ですし、ただ一方で、６次産業化なりをもっともっと進めていけば、付加価

値生産性を上げていくということになりますから、そういった意味では金額ベースなりの

自給率ということも重要になってくるという面はあると思います。 

 そういった意味で今まで以上に付加価値を付与していくと。三森委員がぶどうばたけで

やっておられるようなことというのは、付加価値生産性を上げていくということだと思い

ますので、そういった意味では今まで以上に金額ベースということももっと重視していく。 

 ただ、カロリーべースを比重を下げるということではなくて、こちらの６次産業化なり

を考えると、そういった面ももっと重要になってくるというような形の変化はありますが、

基本のところは基本法に書かれている明確なところがありますので、自給率を何か軽視し

ていくみたいなことでは決してないということでご理解いただければと思います。 

 それから、担い手施策等々についての廣野先生のご指摘もありましたが、特に人・農地

プランというものを今、広範に我々は今、展開をしているわけですが、この中からどうい

うようなものが出てくるのか。やはり地域ごとに要は考えていただいて、どの方がこの地
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域の中心メンバーになっていくのかということを旨として、それを具体的にもっと具体的

に展開をしていくために必要な制度・施策面の拡充を、この「攻めの農林水産業」の検討

の中で見出していくということになっていくのではないかなと思っています。 

 それから、最後になりますけれども、今回の検討自体が私ども地方組織を持っておりま

す。各農政局、さらには農政事務所と、北海道の事務所があります。そういったところを

中心に、今、「現場の宝」というのを、現場でどういったことが起きていて、そこの中に

学ぶべきことがどういうことがあるのかということを徹底して今、挙げさせておりまして、

そういったものを見ることによって、そこにおいても抱えておられる課題、この課題解決

のために何をするのかといった発想で、今回のこの攻めの農林水産への本部での、具体策

の検討ということに生かしていきたいというふうに思ってございます。 

 取りあえずは以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。御担当からという御意見もありましたが、かなり

今、詳しく御説明いただきましたし、ほかの委員からの御意見もこの後伺いたいと思いま

すので、一応は御返答はこれまでとさせていただきます。 

 それから、制約をかけて申しわけございませんが、なるべく多くの方から御意見を伺い

たいと思いますが、短かめにコメントいただければと思います。 

 西辻委員と近藤委員のお手が挙がっていたのを見ております。あと、近崎委員、お願い

します。 

○西辻委員 現場の若手農業者の視点という形でお話をしたいと思いますが、今月の頭に

アグリステーションフェスティバルというのがありまして、４Ｈクラブと、こせがれネッ

トワークと、全青協と弊社と、若手農業者で徹底的にこの攻めの農林水産業について議論

をし合うという、日本農業政策集会というのをやったんですけれども、そこで出てきた意

見をちょっと述べたいと思います。 

 若手農業者はどう思っているかというと、３つの戦略の方向に関しては基本的にいいな

というふうに思っておりますが、１点抜けているなというところがありまして、それが何

かというと、若手農業者はどこを向いているかというと、消費者を向いているんですけれ

ども、この消費者視点というのが少し抜けているなということをすぐ思っていまして、こ

れから日本の農業というのは、ＴＰＰに参加するしないにかかわらず、どういった強みを

持つのかというと、例えばアメリカのトウモロコシ農家がこのトウモロコシのおいしさに

ついて語って、消費者に提供できるかというと、そういうわけではなくて、日本の農業と
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いうのは、その生産者の人たちがいかに消費者とつながっていて、その人たちのニーズを

聞くことができてプロダクトをつくることができる。そういうことが重要だと思いますの

で、この消費者視点というのを一つ、一旦、３つの戦略の方向出ているのであれですけれ

ども、政策の中で具現化していただければというふうに思っています。 

 その消費者とつながる農家をつくるためには、一番大事なのは人材教育が必要だという

ふうに私たち思っておりまして、是非ともその生産現場の担い手支援というのも一つあり

ますけれども、農の雇用とかという形ではなくて、教育というところに直接注力して、農

業者をどんどん経営者体質にしていくようなものをつくっていただければなと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは近藤委員、お願いします。 

○近藤委員 強い農村、強い生産現場ということはそのとおりだと思います。それは是非

進めていただきたいと思いますが、一方、その需要側の立場から少し意見を述べさせてい

ただきたいと思います。 

 どのような分野でも同じですけれども、需要を的確に捉えないと作り手が一生懸命、こ

れはいいものをつくりましたという思い込みだけで空回りするような技術になってはいけ

ない、生産現場になってはいけないと思います。それで、なおさら農政だけではなくて、

いろいろな横串の省庁の連携が、その需要拡大には必要ではなかろうかと。 

 例えばファストフィッシュにしても、家電業界などのものすごい技術革新があって、こ

ういうものが生まれてきたと思うんですね。ですから、その辺をしっかり見極めて、連携

をとって進めていかないと、いいものをつくったけれども売れないということの繰り返し

になってしまうのではなかろうかと思います。 

 それから、食の市場が大きく変わる、グローバルが大きく変化ということで述べられて

おります。そのとおりだと思いますけれども、２倍になるけれども。ではどこが、どうい

う人たちが伸びるのかという指標の捉え方。例えばその世界市場で見れば大きく伸びてい

くのは宗教的・民族的・食生活についてどういうところの分野が伸びていくのかというと

ころを考えないと、やっぱりここも一生懸命思い込みでつくったけれども、輸出につなが

らないということになるのではなかろうか。 

 それから、新たなライフスタイル、癒しとおっしゃいますけれども、やっぱり周期的な

変化というものも見ていかなければいけないのかなというふうに思います。需要をしっか

りと見極めた生産現場の強化というものがますます重要になるのではないかというふうに
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思いますので、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、近崎委員、それから篠崎委員、お願

いします。近崎委員。 

○近崎委員 すみません、お願いします。２ページのところの需要フロンティアというと

ころで、要望という形なんですけれども、これまでの国内は少子高齢化による食品需要の

頭打ちとありますけれども、今後、高齢者が増えることによって、介護とか、また健康に

対する需要というのは増えると思うんですね。 

 今、介護食というと、細かいとかどろどろとか、そういうふうにしていればいいような

感じのものが多いんですけれども、やはり食品として食することであれば、どろどろにし

たものをもう一度形として、お肉ならお肉として食べるとか、そういう加工技術のものの

食品というのはこれから必要になってくると思うんですね。 

 だから、そういう面で介護食という需要はもっと増えると思いますし、健康に関しても

食品アレルギーに原因になった死亡事件とかもあったりして、やはりそういう食品アレル

ギーを持つ人たちに対する食品づくりというのも必要だと思いますし、もう糖尿病という

のが国民病と言われているぐらい、多いので、やっぱりそれは教育とも関係あるんですけ

れども、日本食をなかなか日本人が日頃日常で食べていないような現状なので、やはりそ

ういう教育も含めて、健康に対する食ということで、もっと需要がこれから必要になるし、

開拓も必要になるのではないのかなと思いました。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは篠崎委員、お願いします。 

○篠崎委員 先ほど農業の大規模化が進んでいるという話でありましたが、これはまさに

そのとおりだと思いますし、機械化もかなり進んでいると思います。 

 そのような中で、大規模化が進んで機械化が進むということはあまり人手がかからなく

なることになりますので、非常に効率のいいという反面、地域経済ということを考えたと

きに、やはりそれだけでは経済が潤うという形になかなかならないと思います。 

 その上で、今、６次産業化を強力に推進されるということですが、やはりここの部分が

不可欠になってくるのではないかと考えます。 

 農家の大規模化、機械化、省力化が地域経済の循環に結びつくためには、それぞれがば

らばらに動くのではなく、ある程度セットで動かなければ難しいのではないかと思いまし

た。 

 それともう一つ、バリューチェーンという話が出ていました。生産から消費までの価値
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連鎖ということであります。先日、北海道の名寄、ここは、もち米農家がほとんどですが、

もち米を出荷している赤福さんや廣榮堂さんの人事担当者を名寄に招いて、新入社員研修、

管理職研修を名寄でやっていただこうという、新たな人材育成システムの提案をしました。 

 ある意味、地域での６次産業化によるバリューチェーンの観点からすると、６次産業化

の施策の中に入っているのかもしれませんが、既存の都市農村交流という手法も含め、日

本全体としてのバリューチェーンを改めて見直し、メーカーさんと農家の結びつきを強め

る大胆で新しい仕組みを立ち上げていく必要がやはりあるのではないかなと思います。 

 そのように進めていかなければ、仮に地域の中の小さいバリューチェーンはできても、

国全体の大きなバリューチェーンが崩れてしまい、元も子もありません。バリューチェー

ンの確立のためには人と人との接点を強化していくことを改めて行うべきではないかと思

いました。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは白石委員、それから奥村委員、すみま

せん、順番に回りますので。 

○白石委員 恐れ入ります。私は小さな家族経営の農業をやっております。「攻めの農林

水産業」推進となりますと、やはりグローバルな市場を求めて規模の拡大、まあ骨太な強

い経営体をつくっていくという、それはそれで進めていくことになると思うんですけれど

も、私どもの小さな家族経営にしてみれば、例えば1,000万から1,500万ぐらいの販売に所

得を600、700万残しながら一つの家族を維持しながら、人生を農業者として過ごしていく。

これも一つの大事な農業経営体だというふうに私は考えるわけです。 

 その小さな家族経営体は、先ほど西辻委員からもお話があった、消費者の視点に立って、

消費者との連携を取る上では、非常に可能性を持っている。小さな消費者、例えば団体で

あったり、個人であったりと連携しながらその同じ国民同士の連携の中に、攻めの農業が

一つあるんじゃないかなと。そういう小さな経営体の中にも、どうやったら維持、そのま

ま存続していく。同時に、グローバル化が進むことによって、食料の生産が海外にどんど

ん出て行ってしまう、空洞化が懸念されるに当たって、特にそういう意味では家族経営が

消費者との連携をどうつくっていくかというのが極めて大きな課題になってくるんではな

いか。当然、我々自身の努力も極めて重要ですが、政策的な方向性も、「攻めの農林水産

業」の中に加えていただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。奥村委員、お願いします。 
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○奥村委員 私、個人的にはＴＰＰ賛成という考えではない、反対なんですが、この後

我々、10年、20年後を地域農業、特に水田農業の在り方ですけれども、今の水田の利用の

在り方は、特に米については、国内の需要に応じた作付けをしておりますし、その他の水

田利用の在り方は、日本の食料自給率を上げる、例えば麦とか大豆とか飼料とか、そうい

うことを上げるために水田を利用してやっておるわけですけれども、これがもう生産調整

も我々の地域ではもう限界にきております。 

 というのは、不適地で不適作物をつくるということは、例えば麦とか大豆とか、飼料も

そうですけれども、これは国にとっても大変負担でありますし、生産者にとっても何して

いるか、いつまでやっても自力で農業経営できるわけでもないし、もう永遠に国の交付金

とか助成金ありきの農業になってしまうような気がします。 

 やっぱり、水田、特に水田等は適地適作ということをきちっとやっぱり明確にしたこと

をしていかないと、北海道から九州・沖縄まで全国一律のやり方でやろうとしていても、

国も負担がどんどん増えていきますし、我々生産者も、もうやってもやっても賽の河原み

たいなことになるんじゃないかなと思っています。 

 そういうことでありますと、やっぱり、もっともっと適地適作をきちっと入れて、やっ

ぱり水田をフル活用する政策というのは大事なので、ＴＰＰとは関係なしに、我々例えば

東北とか北陸・山陰というのは、やっぱり米をつくるということが一番コストもかからな

い、水田を維持するためのコストがかからないと思いますし、生産性も上がると思います

し、そうなるとやっぱりＴＰＰ関係なしに、国外へ攻めていかないと日本の水田は守って

いけないと思うんです。 

 ですから、やっぱりもっともっと輸出、4,500億円から１兆円、ぼやけた数字ではなく

て、具体的にどこの国のどういう所得層に、どういう利用の目的の米を輸出するとかいう

ことを明確にやっていかないとただ、１兆円にすればいいみたいなことになると、日本の

コシヒカリがおいしいから富裕層に輸出すればいいんだというようなことで終わってしま

うと思うんです。 

 だから輸出の相手国とか、買う人のターゲットをきちっと明確にして、そうするとやっ

ぱり品種の問題とか、その作り方の問題とか、それを具体的にやることによって、その輸

出の競争力もつくと思います。そういう具体的なことをやっぱり明確にして、施策とか大

いにやっていただきたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。ここで一旦切りまして、もしよろしければご返
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答お願いします。 

○皆川事務次官 今の奥村さん、それから近藤さんがおっしゃった、特にどこが相手なの

かと、相手がどこでどこに具体的にというお話が非常に大事だというのは本当にそうで、

我々、例えば日本から豚肉がもし輸出するとして、ではイスラム諸国にできるかといった

らできないとか。当然、いろいろなあちらの国情があり、あと本当にニーズがどうなのか

ということはもっと具体的に詰めて、ただ単なる金額というよりは本当に具体的にどこに

どういうものを、どう売り込むのかということも含めた施策としてつくっていかなければ

いけないなというふうに本当に思います。 

 あとそれから非常に各委員の方々からのお話の中で非常におもしろかったのは、我々、

今回どういった農業像なのかというときに、よく産業界の方々が若干誤解されているのは、

例えば株式会社の形態が全ての経営形態としては非常に正しいので、何でも株式会社とい

うふうにおっしゃる、一部極論の方がいらっしゃるんですが、世界の農業の実態を見ても、

本当の通常の企業が農業生産を全体を担っているところというのは、アメリカも含めてな

いんですね。大きな家族農業があると。大きな家族農業と小さい家族農業があるというこ

となのであって、本当に純然たる株式会社が１次産業を、特に農業を全てカバーしている

ということはないのが、一般ではないかと思っていまして。 

 ただそこで、とは言いながらも、家族農業にも今非常に大きな危機が来ていて、どうや

って継いでいくのかとか、その形態としては、家族農業が中心ではありますが、その形態

はいろいろな形があっていいのではないかと。例えば法人経営になって、その家族の方が

主に持っている、いわゆる持ち分を持っているという形というようなことだとか、経営革

新という面ではいろいろな課題があるのかなと。 

 ただ、やはり家族経営というか、まさにその地場に根がない形での経営というのはあま

り、それが典型概念にはならないのではないかというような形で私どもは考えておるとい

うことでございます。 

 そういった意味で、いろいろな極端な規制緩和論というのもあるわけですが、そこにつ

いてはここの中でも触れさせていただいておりますけれども、我々農地法の21年の改正で、

相当なところまでやっておりますので、それをもう少し改革をしていくことによって、大

方の部分の課題は乗り越えられるのではないかなというような問題意識でやっているとい

うことでございます。 

 それから、そういった意味で、ただその大きな点で西辻さんのおっしゃった、まさしく
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消費者からのニーズというものをどう受けてという部分、そこがまさに消費者視点という

ことも、それがスタートになっていないと、いろいろなことがうまく回らないんだという

ことは、我々ちょっとそこは十分書面上表れていないのかもしれませんが、需要のフロン

ティアというところの中に、そういったやはり、プロダクトアウトではなくて、マーケッ

トインから発想しないとうまくいかないんだということを、我々も意識しながらこれから

もやっていきたいと思いますし、そういったことはそれなりに意識はしているということ

でございます。 

 それから、特に西辻さんがおっしゃった、いろいろな農業界の方々とお会いになってい

るという中に、ＪＡの全青協のお名前が入っていたので、大変私も嬉しく思ったんですが

やはりいろいろな階層の方の中でも、農業現場の方々の意見といいますか、もう当然、萬

歳会長もご案内ですけれども、ＪＡの中にもやはり、いろいろな意見がありますけれども、

全青協の方々というのは大変に青年組織で、まさしく農業をばりばりやっておられる方々

の意見なので、我々もいろいろな場でお話を聞く機会がございます。そのお名前が出たの

で、大変嬉しく思いました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、お手が上がっていた青山委員、合瀬

委員、それから渡辺委員、その後三森委員、順番にお願いいたします。 

○青山委員 青山です。日頃、農業現場を取材していて感じることをお話ししたいと思い

ます。 

 この競争力会議で提出された資料を拝見して、だれを向いた資料なのかなというのが、

ずっと疑問に思いながらお聞きしておりました。輸出とか６次化というのは、現状では本

当に一部の農家しかまだ対応ができていないですし、大多数の中堅農家にとっては遠い夢

の先、あまりにもかけ離れたことという感じがうかがえます。 

 それよりももっと目の前のことで必死です。需要が減っているので相場が下がっている、

一方では農地がどんどん担い手に集まってきている。ところが財力がない担い手は規模拡

大がなかなかできない。かなり切羽詰まっている人が多いんですけれども、そういった中

堅層をどうするのかというのが、ここの資料にはあまりというか、ほとんど見ることがで

きませんでした。 

 ３番目のところで、生産のことをお書きになっていらっしゃいますけれども、法人とか

大規模化というところに重点が移っていて、日本の農業を支えている大多数の中堅層、中

堅層の定義がいろいろあると思うんですけれども、どうするかというところにもう少し重
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点を置かないと、一部の大規模経営とか法人とか食品企業向けの資料になってしまうと思

います。農業全体に対し説得力がないような気がいたします。ＴＰＰが参加を表明された

んですけれども、輸出と６次化だけでは日本の農業が競争力を持てるようには思えません。

もう少し現実的な農家層に合わせた政策、方針、戦略というものがないと全体としての競

争力強化にはつながらないのではないかと思います。  

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは合瀬委員、お願いいたします。 

○合瀬委員 毎回実はこういうスローガンというのが、政権が変わるたび、もしくは大臣

が変わるたびに出てまいりまして、内容を見てみるとほとんどこれまでと変わらないんで

すね。私が見た限りでは。 

 今、ＴＰＰ交渉に参加して、これからどういうふうな農業にやっていくかというのはも

のすごくみんな農政に注目しているときに、出てきた資料が、私、はっきり言って前回の

食と農の再生戦略とどう違いますか。要するに、頭のページを変えただけで、１ページを

変えただけで、ほとんど何か同じような内容が出てきていることに正直がっかりしており

ます。 

 先ほど奥村さんがおっしゃったのは、例えば生産調整をどうするのかとか、もしそのＴ

ＰＰがあろうがなかろうがということだったら、じゃ、これまでやれなかったことを１回

総括してみたらどうなのか。これまでのスローガンでやれなかったことは何で、例えば２

ページに輸出のところ、書いてありますけれども、皆さんおっしゃるように、では１兆円

にするとずっと以前から言っていますけれども、ほとんど4,000億円、5,000億円のオーダ

ーで、ずっと横並びです。 

 ではこの原因は何なのか。きちんと一度総括をして、伸びない理由は何なのかをちょっ

とやっていただきたいと。農家だけでなく、一般の人たちも今までの農政に対するイライ

ラというか、何をやっているんだと、早く結果を見せてくれというふうなところがあるん

だろうと思います。 

 その上で２番目は、要するに農業というのは二分化しているのに、先ほど何人かから言

われているように、すごく大規模な農家と、そうでない農家が二分化しているのに、一様

に書いてあって、一体だれを対象にこの政策をやっていますかと。どういう農家が対象で

すかということがほとんど見えないというのが２つ目。 

 ３つ目は、多分これからＴＰＰの交渉を進めていくんでしょうけれども、それとこの現

行の基本計画の整合性というか、これは一体どうしますか。「攻めの農林水産業」の展開、
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これを具体的に少しずつ落としていくんだろうと思いますけれども、先ほど大臣なんかも

ＴＰＰは結果次第ではみたいな、要するに結果が出てからいろいろなことを考えるよとい

うことをおっしゃいましたけれども、結果が出てくる前からいろいろなことをやっておい

たほうが、交渉の幅ははっきり言って広がります。 

 そうでないと、また何か出てきてびっくりして、大慌てで６兆500億円ですか、またウ

ルグアイ対策みたいなことになってしまいますから、なるだけ早く海外の今の自由貿易体

制に合わせたような農業の施策に変えていく。その基本計画のスケジュール、一体どうす

るのか、次官せっかくいらっしゃるのですから、その辺り教えていただきたい。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは渡辺委員、お願いします。 

○渡辺委員 ありがとうございます。渡辺でございます。 

 つい、先日愛知県で150ヘクタールの耕作地を持つ農業法人を視察する機会がありまし

て、以前にも北海道や山形の農業現場を見せていただいたときからずっと思っていること

をお話しいたしました。 

 その愛知県の農業法人は、お米を生産されているのですが、大変よくやっておられまし

て、生産性向上などいろいろなことにトライをされております。圃場を拝見して、お話を

五、六時間してきたんですけれども、まだまだやれることは多いということがお互い共通

認識でした。例えば、技術開発の段階で言えば、品種改良や開発、あるいは土地の地盤改

良をどうしたらいいかとか、生産段階で言えば農機具をもっとうまく活用するとか、稼働

率を上げるにはどうしたら良いか。土地の稼働率をいかに上げていくか。作業をもっと平

準化できないか、効率的にできないか、などやれることはたくさんあるという話を生産者

の方としてきました。 

 これはお米での話しですけれども、いつも申し上げている通り、各品目別、地域別、規

模別に開発・生産・販売・サービス・市場マーケティングという、それぞれの切り口で、

何が問題であるか、どうしてその問題が起こっているかということをもっと明確にしてみ

んなで解決しましょうよと、こういう話もしてまいりました。 

そういうことを考えてみますと、今回のこの「『攻めの農林水産業』の展開」というの

は、大変よくできていると私は思います。ただ、先ほどもお話がございましたように、や

るべきことはもうはっきりしているわけですから、どうやって進めていくかということに

ついて、３点お願いをしておきたいと思います。 

 １点目は、「攻めの農林水産業推進本部」に大いに期待しておりますので、今申し上げ
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ました品目別・地域別・規模別に開発から生産販売、サービスまで、それぞれの切り口で、

問題がどこにあるかということをもう一度はっきり総括して、見える化して、それに対し

てどういう手を打つかということを、是非この本部の中できちんと整理をしておいていた

だきたい。 

 また、「攻めの農林水産業」を実現するために大事なことは、強烈なリーダーシップが

要るということと、スピード感を持ってやらなければいけないということ。世のため人の

ために大変重要なものづくりをやっているわけですので、是非やるべきことを強烈なリー

ダーシップでスピード感を持ってやっていただきたい。 

 その際、推進本部では、「連携」という視点を忘れないでいただきたい。それは、省庁

間の連携や産業間の連携もあると思いますので、どういう仕組みで連携をとってやってい

くかということに、意を尽くして引っ張っていってほしいと思います。 

 ２つ目は、人材育成です。「攻めの農林水産業」をやろうとすると、やっぱり人を育て

ていかなくてはいけない。 

 経営力やものづくりの力、開発の力を上げていくためには、農業に関する人材育成をも

っときちんと長期的に考えて、計画をつくっていただきたいと思います。 

 最後に３つ目は、「農林漁業成長産業化ファンド」について。これは、ヒト・モノ・カ

ネの面からいって大変重要なテーマだと思っておりますので、しっかりと適切な運用をす

るとか、あるいは有効に活用していくということを是非考えてやっていただきたいと思い

ます。以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは三森委員、お願いいたします。 

○三森委員 私は、山梨で果樹を生産しております、三森でございます。 

 私はもう、他の委員の方々がたくさん御意見を言っているので、もう一回原点に戻って

いただいて、今後の日本の農業を後世にどのようにつなげていくかということをちゃんと

視点として持っていただいて、もちろん担い手で、あと食料自給、あとは国土保全、自然

を含めてなんですが、国土、風土というものをしっかりと日本の中で位置を決めていただ

いて、こちらのほうをもう一回見直していただくということが私は必要ではないかという

ふうに思っております。 

 こちらのほうのファンドの方なんですけれども、私たちも実は取り組もうと思っている

んですが、こういうふうないいものを出されることはとてもいいかと思いますが、何せ周

りのものが全く進んでいない。 
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 同時進行されるのはいいんですけれども、実際に使う私たち当事者にとって、とても使

いにくいような、わかりにくいようなものは、あまりお出しにならない、国の方で整備が

されていないものを私たちの現場に落とすということはとても難しいかと思いますので、

もうちょっとファンドの方とかも整備をされてから、現場に落としていただくというふう

なことも是非お進めください。 

 他の委員の方々は、いろいろな視点で申されましたが、やはり私も人が重要だと思いま

す。人を育成する人も重要だと思いますので、是非そういうふうな視点から、もう一度こ

の強い農業をどういうふうにするのかということをお考えになっていただきたいというふ

うに思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、もうお時間もかなりたっております

けれども、まとめて。それでは、藻谷委員、最後お願いいたします。 

○藻谷委員 私だけですか。今日初めて出席いたしました藻谷でございます。私、いつも

大体ほかの委員会では最初に、だれも発言しないときにするんですが、今日は初めてだっ

たのでおとなしくしておりました。 

 私、何者かというと、地域振興のお手伝いをしているコンサルタントです。ということ

なので、何でも屋でございまして、この後偶然ですが、都内で養豚事業者のやる気のある

人の集まりで講演をしますが、そういうこともありますけれども、まちづくりとかものづ

くりを相手にしていることも多いということなんですが。 

 この３つについて意見を言えということなんですが、その前にちょっと、後出しじゃん

けんなので、ここに書いていないことについて、３点、短くそれぞれ言いたいと思います。 

 書いていないことについて、一番途中で青山さんがおっしゃったことで、中間層をどう

するのかということでございますが、これは書いていないわけですけれども、書いていな

いというか、強いて言うと２番目なんでしょうけれども、恐らく経営者になっていただく

しかないと、ということなんだと思うんですが、しかし、私も大企業のサラリーマンを長

年やっていたんですけれども、大企業のサラリーマンを長年やっている人が経営感覚で自

分を、確定申告できるかというとしないです。だから、いきなり経営者になれというのは

無理なので、ゆっくりその中間層を減らしていくということなのかもしれないんですが、

本当のことを言うと、中間層を指導できるのは、本当は農協なんだよなという、すみませ

ん、言ってはいけないことを言ったかもしれませんが、農協がもう少し別の形でワークす

るという、つまり農協にぶら下がっている人たちを何とかするという、そっちのほうでや
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らないと無理でしょうねということを、そこでそこにぶら下がらずにできる人たちを①②

③で頑張ってくれということなのではないかと思います。 

 それから、今のは書いていないことの１点目。２点目、書いていないことの２点目、Ｔ

ＰＰなんですが、いい機会なので一言懸念を申し上げると、米を守るのはいいんですが、

その結果、人身御供として米以外を差し出してしまうということにならないかということ

を、地域振興屋としては大変危惧しています。米も大事なんですが、たまたま午後は養豚

事業者でしたけれども、そういう人たちもすごく大事だと思うので、当然おわかりだと思

いますけれども、政治的には米だけが過熱しやすいので、米を守った結果、要するに減反

の逆行みたいな話にならないということ。米を守るなと言っているのではないんです。是

非、目立たないところをきちんと見ていただきたいなと、そういうふうに思います。 

 書いていないことの３つ目で申しわけありませんが、私、まちづくりをやっている関係

で、実は農水省さんの農地規制に対して大変前向きな、大変ありがたいという、他の人と

逆の意見を持っています。ちょっとその規制緩和の流れの中で、やっぱり農地保全をやめ

ろと、もっと都市開発しようみたいなことを、ちょっとだぶってきて言い出す人がいるん

じゃないかと非常に心配しております。 

 例えばアメリカなんかの典型ですが、都市計画に関しては、いわゆる自由放任をしてい

る国というのは、日本以上に自由放任の国は多分、世界中に１か所もないので、それでう

まくいっていませんので、アメリカの医療、日本の土地制度、どっちも世界の中で最も自

由放任で最もうまくいっていない。だからお互い、今の自由放任の土地制度とか、自由放

任のアメリカの医療制度はお互いまねするのをやめようと。これは世界の、多分、経済的

なわかっている人の常識だと思うので、是非頑張っていただきたい。 

 余計なことを言いました。もうちょっとです。書いてあること３つについてコメントさ

せていただきます。 

 まず、輸出増なんですが、部外者なんですけれども輸出しろといって言い出した最初の

一人だと自分では思っています。90年代の末期からずっとあちこちで言っていましたので。 

 ただ、その後実際輸出を受けているシンガポールに住んでいたり、いろいろと現場で見

てつくづくわかることは、現実に実際にやっている政策手段が補助金をつけてイベントを

するという話に終始していて、これは本当に効果はないです。たとえで言いますと、ロシ

ア車が日本で車を売りたいと仮に思ったとします。ロシアも車つくっています。仮に東京

ドームを借り切ってロシア車のイベントというのを補助金を使ってぱーんとやっても、多
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分、ロシア車は１台も売れません。トヨタさんだったら逆にロシアに売るときに、そうい

うことは絶対しないです。 

 だから、輸出の世界というのはものすごく厳しいんで、シンガポールでいわゆる日本産

の農産品がイベントをして売っているという、そういうキリというのをいっぱい見てまい

りました。何かやった、予算を消化して終わりというのでは、本当に成果はついてこない

ので、これは余程気をつけないとだめでございますが、では意味がないかというとそんな

ことは全然なくて、売れているものは本当に確実に売れております。何が売れているか、

チーズだと思います。皆さん、スーパーに行くと、フランスのチーズとか平気で……、 

○中嶋部会長 すみません、ちょっと手短にお願いします。 

○藻谷委員 わかりました。売れていますが、高くても、日本のチーズは違うジャンルの

ブランドで売れています。ああいうポジションを取るということは絶対可能であるという

ことを申し上げておきたいと思います。 

 ２つ目のは本当に一言です。既におっしゃった方がいらっしゃったんですが、バリュー

チェーンを伸ばせるかどうかは、消費者直結はもう行くだけ行っているので、メーカーの

人にもっと国産品を使おうという機運をいかにプレッシャーをかけて盛り上げるかなんで

すが、メーカーの人は消費者が買わないと言うでしょうから、これはどうも今年の大きな

重点ではないでしょうか。 

 ちょっとずつメーカーの、ローソン、今日新浪さんいらっしゃいませんけれども、ああ

いうところにさらにイオンさんとかもやっていますが、恐らく外食産業、非常に苦しいん

ですけれども、今、円安で輸入食材が上がってきているので、国産食材との値段差が下が

るんですね。円安の数少ないメリットだと思います。数少ない。 

 ということなので、この輸入食材が上がってくる今年が、メーカーさんに国産食材を使

えと押し込むチャンスなので、是非機動的にやっていただきたいと。 

 最後に、３番目の担い手なんですけれども、これに関しては全ての耕作放棄地が産業化

して使われるということは絶対にあり得ないと思っております。もっとＤＩＹということ

を言うべきであるかと思います。 

 上の２つの性格と正反対なんですが、ＤＩＹとは何か。要するに全く市場性ないけれど

も、Do it yourselfでやってくれと。何か日本では農業をDo it yourselfで三ちゃん農業

でやるのはすごいネガティブイメージなんですが、アメリカでは自動車修理というのは非

常に多くの人が個人でやっていて、自動車修理業はその分小さいんですね。ところがだれ
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もその市場を反市場と言わない。日本の農業もそうであって、別に自分の食べるものは自

分でつくっていて、店で買わなくたって、反市場とは言うべきではないんです。 

 特に退職した、今年、昭和88年で団塊の世代の史上最高の退職が見込まれます。どうせ

後10年しか続かないのですが、10年のつなぎでもいいので、団塊の方、試しにもうちょっ

と死ぬまで帰農しませんかというメニューを出すチャンスであると私は思っています。そ

の上にもちろん若者が乗っかればいいんですけれども、要するにDo it yourselfで自分の

食べる分だけつくらないかということを、オヤジさんが言うかどうかわかりませんが、意

外にこれは重要だと私は思っています。どうも長々と失礼しました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。この後の進行の具合もありますので、何かあり

ますか。短くコメントいただければ。 

○皆川事務次官 いろいろと今後も多分、各委員の方々も、私どもの本部においての検討

というものが具体的にどう進むのかということについての、それに関するいろいろな御意

見を賜ったのではないかと思っております。 

 あと当然、その私どもの本部の検討という中で、実は中間層の部分というか、いわゆる

本当のコアの部分の方々に対する施策がどうなっているのかということについて、実はち

ょっと脚注の部分に意外にいろいろな記載をしていまして、４ページを見ていただくと、

４ページの下のところに、実は「担い手総合支援」とか、「日本型直接支払い」の具体化

は、与党との議論と連携して検討というふうなことになっていまして、要するに直接支払

いみたいなことをどういうふうに講じていくかということも、この本部の検討のかなり重

要な点でございます。あまりここではいわゆるクローズアップしていなかったわけですが、

そういったところも含めて、今後やっていくということになります。 

 当然、そういった具体的な施策の検討があり、その上で当然に基本計画なりの中にもそ

の具体施策が中期的な施策として盛り込まれていくというような順番になるんだろうなと

思っていまして、当然その一方で、ＴＰＰの交渉参加というようなフェーズを迎えている

中で、それを横目で見ながら、ただそれとも全く無関係とも言えないような形も出てくる

とは思いますけれども、ただ、私どもとしては、粛々と見直しのタイミングに向けて具体

策を講じていく。基本計画の見直しということにしていくんではないかなと思っています。 

 それを何か早める早めないという議論では今、私どもの中ではそういった議論は行われ

ておりません。取りあえずは。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。大変貴重な御意見をたくさんちょうだいいたし
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ました。十分に議論する時間を取れずに、座長として申しわけないと思っておりますが、

こちらでいただいた意見は、今後の「攻めの農林水産業」の展開の具体的な施策の中で是

非とも生かしていただきたいというふうに考える次第でございます。 

 それでは、これで第１の議題は終了させていただきまして、２つ目の議題であります平

成24年度食料・農業・農村白書の作成について、御審議いただきたいと思います。 

 では、事務局から御説明をお願いいたします。 

○折原情報分析室長 引き続き、政策課情報分析室の折原から説明させていただきます。

資料４の平成24年度食料・農業・農村白書の骨子（案）を御覧ください。 

 まず、「白書のポイント」とございますけれども、いくつか主要な理念というのを掲げ

ております。 

 一つは、「東日本大震災からの復興」から２年たちましたので、章立てをして、その２

年間の足取りを記述したいというふうに考えております。 

 ２つ目の部分で、農畜産物の個別品目に係る記述は、「品目間のバランスに配慮」とご

ざいますけれども、実は昨年度の白書では、少し米麦の記述に偏り過ぎているのではない

かというご指摘もございましたので、バランスに配慮して、各品目の生産動向や経営の状

況をきちっと書いていきたいと。 

 それから、現場主義に基づいて、全国各地の取組を紹介すると。わかりやすく親しみや

すい、これは当然のことでございます。 

 各章のポイントとして、第１章が東日本大震災からの復興、第２章が食料の安定供給の

確保、第３章が持続的な農業の発展、第４章が地域資源を活かした農村の振興・活性化と

いうことで、食料・農業・農村基本法の全体の構成に従って編成立てをしております。 

 ページをめくっていただいて、２ページめくると目次になるわけですけれども、ここは

本当の骨子の案でございますけれども、この文字ではよくわかりませんので、以降、いく

つかイメージとして、ポンチ絵を含めて提示させていただいております。 

 まず１ページで、第１章、東日本大震災からの復興ということで掲げておりますけれど

も、被害額が２兆3,841億円に当たる中で、津波被災農地については、マスタープランに

基づいて、今計画的な復旧が進められていること。それから、マスタープランの目標がお

おむね達成されていること等を書いておきたいと考えております。 

 その下は、福島県南相馬市の農業施設の直轄の特定災害復旧事業の様子とか、復興交付

金を活用した仙台東地区における大区画化の概要といったものを紹介したいと考えており
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ます。 

 ２ページの上では、農林水産省が行っております大規模実証研究、これ産学官連携によ

り実施しておりますが、例えば宮城県南部沿岸地域、山元町等、植物工場を設置して研究

を行っている例を挙げてみたいと思っています。 

 その下は、原発の影響と復興に向けた取組ということで、まず米については作付制限、

吸収抑制対策、収穫後検査の組合せによって行っていると。福島県は全袋検査を行ってい

るということでございまして、畜産物についても牧草中の除染状況を記述したと。 

 あとは、その下に表がございますけれども、24年度における農畜産物の放射性物質の基

準値100ベクレルの超過率というものは、23年末と比べて低下していると。これは各種の

対策を講じた結果とみておりますが、そういうことになっておるということです。 

 めくっていただきまして、３ページ、こちらは農地の除染対策の実証事業の様子を書き

たいと思っております。実際に除染した農地で試験的に作付けした水稲、野菜、こういっ

たものについても結果では検出下限値になっているということです。 

 その下は、「食べて応援しよう」のキャッチフレーズのもとでの被災地食品の販売フェ

アの様子。それから、原発事故に伴って日本産の農産物の輸入規制が各国で行われていま

したけれども、様々な働きかけによって、その下にありますように、香港・ＥＵといった

ように、徐々に規制が緩和している。 

 それから、いろいろな取組の結果、全体の輸出額は減っていますけれども、右下のグラ

フにありますように、１月から３月と、４月から12月と比べますと、１月から３月と減っ

ておりますが、４月から12月では回復している。つまり、直近の輸出額は回復にあるとい

う様子が見てとれるということでございます 

 ４ページからが、ここは食料の話でございまして、まず世界全体の食料需給について記

述したいと考えております。真ん中に、穀物大豆の国際価格の推移というのが書かれてあ

りますけれども、トウモロコシ、大豆の価格は市場最高値だったということとか、小麦の

価格はもちろん上昇しましたけれども、平成20年の史上最高値には至らなかった。米の価

格は一旦上昇しましたけれども、今は横ばいで推移しているといったものがあります。 

 平成24年夏以降、えさ用トウモロコシですけれども、調達先もアメリカ一辺倒から南米

等のいろいろな国に拡大してきていると。こういう国際情勢の変化を書いていきたいと思

っています。 

 めくっていただいて５ページ、これは貿易交渉の動向でＥＰＡ／ＦＴＡの締結状況を中
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心に書いておりますけれども、ＴＰＰにつきましては、最新の状況を記述していきたいと

いうふうに考えております。 

 その下が、食料自給率の動向ということでございまして、23年度のカロリーベースの食

料自給率は前年度と同率の39％であること。生産額ベースの自給率、これは国内生産額が

減少といった背景にあって、前年度から４ポイント低下して、66％になったと。 

 ６ページは、まず食料消費のベースになるものでこの辺の分析を行いたいと思っており

ますけれども、グラフにあるように、実質賃金が低下して、その中で食料消費水準も大き

く低下したと。エンゲル係数について見ると、家計消費支出の減少率が食料費の減少率を

上回って推移している。最近、横ばいで推移しておりましたが若干上がる傾向があるとい

うことです。 

 食料消費構造の変化ということで、これは全体の世帯の構造を見ているわけですけれど

も、単身や夫婦のみ世帯、65歳以上の高齢者がいる世帯が上昇していると。 

 そういった中で支出の割合というのはその下のグラフがありますけれども、肉類や野菜

が低下して、調理食品や油脂・調味料が増加していくだろうということで、食の外部化は

一層進行していくのではないかと見通されるということを記述していきたいと考えます。 

 ７ページ、これは日本型食生活の定着ということで、先ほど委員の方のお話がありまし

たけれども、食育を推進していくということは重要だということで、ここでは取組事例を

２例ばかり挙げさせていただいております。 

 その下の食品産業でございますけれども、食品産業の国内生産額、これは1990年代後半

ピークに減少しておりますけれども、グラフにありますように中食、いわゆる惣菜市場が

増えておりまして、これも今後増加傾向で推移していくだろうと。それからアジアに進出

していく食品産業が増えていることといったものを紹介していきたいと思っております。 

 ８ページが、食の安全と消費者の信頼確保に向けた取組ということで、まず食品の安全

性向上に向けた取組ということで、農林水産省は科学的原則に基づくリスク管理を行って

いること。具体的には24年の成果としては、農畜水産物・食品中の有害化学物質の含有実

態調査、それをデータ集として取りまとめて広く普及したということや、牛肉、鶏肉に加

えて鶏卵の生産農場への食中毒菌の侵入、まん延防止のためのハンドブックを公表したと。

こういった取組を行ったと紹介したいと思います。 

 その下の動植物防疫の取組といって、ここでは家畜伝染病、植物の病害虫の防止のため

に検疫を実施していること。様々な家畜の対策を取り組んでいることを紹介しておると思
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います。 

 次のページが、９ページ。ここは消費者の信頼確保に向けた取組ということでございま

して、ＪＡＳ法、米トレーサビリティ法に基づく立入検査あるいは不適正表示に対する指

示・公表、その下の各機関の連携と図がありますが、そういった連携のもとで様々な取組

を行っていくと。消費者庁で、今表示の一元化についての検討が進めておりますので、そ

の状況も記述したいと思っています。 

 10ページが第３章、ここから農業でございまして、まず農業構造の変化ということで、

その下に農地の権利移動面積の推移と、緑色が所有権、橙色が利用権の設定でございます

けれども、50年の利用増進事業の創設以来、利用権を中心とする流動化が進んでいること。 

 中でも20ヘクタール以上の経営体が耕作する面積は、かなり大きくなっていくこと。こ

ういったものを記述していきたいと思っています。 

 その下は、家族経営体の状況でございますけれども、日本農業の中心になる家族経営体

の中でも、大規模化が進行しており、その下のグラフがあるように、５ヘクタール以上層、

これもかなり家族経営の45％を占めるような状況。 

 また、法人化もかなり進んでおって、この10年で２倍以上に法人経営が増えているとい

ったこと。法人経営の中でも、20ヘクタール以上といったものの大規模化が進んでいるこ

と。 

 あと集落営農につきましては、近年１万2,000前後で推移している、こういったことを

記述していきたいと思っております。 

 11ページ。ここは構造改革の大きな節目ということで掲げておりますけれども、基幹的

農業従事者、この下の表にありますように、70歳以上46％、30代以下は５％というバラン

スが崩れておって、高齢化が進んでいるということで、そういう中で、新規就農者につい

て見ると、明るい話として、前年に比べて７％ほど増加して、５万8,000人おると。若手

も８％増加して１万4,000人になったということです。 

 こういった中で、一方、耕作放棄地については、長い目で見るとかなり増えております。 

 最近の伸び率は減ってはいますけれども、中でも土地持ち非農家が持っている耕作放棄

地が多くなっているということです。 

 こういったものを含めて、人・農地の問題を解決するものとして、今、人・農地プラン

を作成を進めておるということで、ここに各ブロック別の進捗状況を掲げております。 

 その下は、農業生産基盤の整備でございまして、円グラフがあるように、基幹的水施設



33 

の老朽化が進んでいるといったことで、こういった老朽化施設の長寿命化等を図る必要が

あること。あるいは、３反区画以上の基盤整備は６割行われておりますが、そのうち排水

良好でない水田、あるいはこれから大区画を行っていく必要ある水田、ありますので、こ

ういったものを補修したり規模拡大していく必要があるということを記述したいと思いま

す。 

 13ページ、ここからが、さっきバランスという話をしましたが、それぞれ品目ごとに細

かくそれぞれ分析したいと思っておりますけれども、まず米については粗収益、農業所得

も増加したということですが、米粉用米の生産量が需要が伸び悩んでいて減っているとい

う状況。小麦・大豆につきましては、北海道が小麦の一大産地ですけれども、ホクシンか

らきたほなみに移行したこと、パン・中華用麺用の作付面積が増えていること。大豆は全

体で減少しているけれども、地域によって様々なでこぼこで取組があるということを記述

していきたいと思います。 

 野菜・果樹につきましては、ここに写真がありますように、加工用ほうれんそう収穫期

とか、加工用のキャベツの収穫期、新しい機械が導入されているということを紹介したり、

果樹では引き続き、消費者ニーズ対応した優良品種・品目への転換を進めるということを

記述したいと思っております。 

 さとうきび・てんさいにつきましては、平成23年さとうきび、これは台風、干ばつ等で

かなり被害を受けましたけれども、機械化一貫体系を引き続き進めているところでござい

ます。 

 それからてんさいにつきましては、直まき栽培によっててんさい作付けも増えていると

いうことを記述していきたいと思っております。 

 15ページ、これは茶・花きですけれども、お茶につきましては、農業所得は落ちていま

すけれども、消費拡大に向けて茶のブランド化等を進めていること。あるいは花について

は、花育といったものを進めて、収益拡大を進めていっていると。 

 畜産物につきましては、牛乳・乳製品の消費量は近年堅調だと。牛肉・豚肉・鶏肉・鶏

卵の消費量も堅調だと。ただ、酪農や肉用牛では高齢化によって後継者不足が発生してお

って今後対応が必要だということや、その生産費の話がそこに書いてありますけれども、

やはり多くが飼料費に割いておりますので、ここをどういうふうに削減して、うまく効率

的にやっていくかが課題になっていることを書いていきたいと思います。 

 16ページは、その飼料の関係ですけれども、自給飼料ということで、草地基盤の整備等
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を行い、93万ヘクタールまで作付面積が拡大しましたが、気候変動に単収減とか原発事故

によって、ちょっと減っておるということでございます。 

 こういったものを踏まえて、飼料生産基盤の整備をしたり、機械の整備を推進していく

ことが必要になっているということを記述したいと思います。 

 その下は、いわゆる農業の高付加価値化ということで、６次産業化の関連でございます

けれども、農業生産関連事業の年間総販売額は１兆7,213億に上っておって、直売所でも

規模拡大が進んでいる。あるいは長期ブランド戦略として、育成者権と商標権、品質の一

体的管理と、下に「つや姫」の事例を載せております。 

 次が、17ページ、先ほど３ページでは、その１月～３月、４月～12月と区切って表示し

ておりますけれども、全体としてみると、やはりその23年は原発の影響で4,920億から

4,511億まで落ちて、24年もそこまでは回復していないということになります。 

 ただ品目によっては、増えておって、ここに表がありますが、農産物、林産物、水産物

で見ると、農産物について1.1％増加していて、水産と林産は落ちていますけれども、そ

ういった状況にあると。 

 その下の研究技術開発につきましては、水稲の登熟期における高温障害のメカニズムの

解明であるとか、うんしゅうみかんに多く含まれるβ－クリプトキサンチンの血中濃度が

高い女性、閉経後の女性ですけれども、これは骨粗しょう症の発症リスクが低いことを判

明している。こういったものを取り上げていきたいと思います。 

 18ページは環境保全型農業ということで、エコファーマーの認定件数が増えていること。 

 有機ＪＡＳ認定圃場面積も増えていること。 

 その下は、農業を支える農業関連団体ということで、農業協同組合を例に出しておりま

すけれども、24年は国際協同組合年ということもありまして、様々な取組が全国各地で展

開されたことを紹介していきたいと思っております。 

 19ページ、ここからが食料・農業・農村の部分でございまして、まず農村の現状という

ことです。我が国の人口の８割が、都市的地域に集中しておりますけれども、農村地域も

農林漁業、建設業、製造業の就業者の割合が高いということで、重要な役割を果たしてい

る。一方、12年から22年の10年間を見てみますと、中山間地域では、農林漁業の減少と併

せて、建設業、製造業も大幅に減少しておりまして、兼業機会も失われている状況がある

と思います。 

 こういった中、耕作放棄地ですけれども、今、39万6,000ヘクタールありますが、中山
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間地域だけでなく都市的地域。先ほどどなたかお話がありましたけれども、都市的地域に

おいても高いのだということで、今、国と地方が一体となった各種取組を行った結果、23

年には１万2,000ヘクタール回復されたということを書きたいと思っています。 

 20ページが鳥獣被害の状況でございまして、22年は過去最悪で、239億の被害額があり

ました。23年は各種対策の結果もあって、226億まで落ちておりますけれども、中身は、

相変わらずシカの被害が増えておって、これに対する対応策が必要だと。計画をつくって

進めるということで、取り組んでおりますが、実際の鳥獣被害対策実施隊の設置市町村は

521にとどまっているということで、ここの体制強化が必要だということを書きたいと思

っております。 

 その下は、農業・農村の持つ多面的機能ということで、国土保全、水源の涵養、生物多

様性の保全、良好な景観の形成、文化の継承等、様々な機能がありますので、それに向け

た取組を紹介していきたいと思っております。 

 21ページは、農地・水保全管理支払交付金、それから中山間地域等直接支払制度の取組

状況について、書いていきたいと思っています。 

 その下は、都市と農山漁村の共生・対流ということで、グリーン・ツーリズムの各種の

展開、あるいは農家民宿の取組ということで、農家民宿数も増えているということを掲げ

たいと思います。 

 22ページは、新しい取組として、農業と教育・福祉・観光等との連携ということで、こ

こに事例を５つばかり載せていただきます。 

 その下、再生可能エネルギーということで、この小水力、バイオマス、太陽光、風力と

いった再生可能のエネルギーを使った取組が全国各地で展開されておりますので、これに

ついて紹介していきたいと思っております。 

 最後、23ページですけれども、都市農業の保全と振興ということで、市民農園の開設は

増えていること。あるいは農のある暮らしづくりに向けた各種の取組として行われている

ことを紹介していきたいと思っております。 

 最後のページは、25年度の施策の構成ということで、参考まで挙げさせていただきます。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 どうもありがとうございました。 

 この後、食料・農業・農村白書を取りまとめていくに当たって、本日のこの骨子案の検

討は大変重要でございますので、皆様から御意見を是非ちょうだいしたいと思いますが、
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お時間も限られておりますので、ご発言に関しては誠に乱暴な話ですが、１分から２分と

いうことでご発言いただき、一応、何もお願いしておりませんでしたが、青山委員から順

番にご発言いただきたいんですが、ただ、考えてみますと、12時を超えてしまう可能性が

ございますので、ご退席しなければいけない方がいらっしゃると思いますので、その場合

は先にご発言いただきたいと思います。 

 よろしいですか。では萬歳委員からまずお願いします。ご発言いただきたいと思います。 

○萬歳委員 まず１点だけお願いいたしたい。まず、原発の風評被害であります。これは

復興それから農業づくりに大きな足かせとなっているという状況でございます。 

 そういう意味で、白書によりまして、すっかり検査しているということ、それでもなお、

価格は下落しているということを、風評被害の実態をその中で記載願いたいということで

す。 

 そういう実態の中で、国民に対しまして、これは何とかしなければならないという、そ

ういう気持ちを醸成するような、一つのこの白書の在り方をお願い申し上げたいと。この

風評被害、本当に復興に対して足かせとなっておりますので、そういう内容を含んでいた

だきたいということを出してお願いしたいと思います。はい、終わりました。 

○中嶋部会長 どうもありがとうございました。それでは、では順番に、青山委員からご

発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○青山委員 １点だけ、では申し上げます。米粉の生産の推移のことが表に出ておりまし

たが、飼料米はどうなったのかなと思ったんですけれども、飼料用作物のところでは触れ

られていないようなんですけれども、やはり見る方は一緒にセットで推進しているので、

このところは気になるところではないかなと思いました。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは合瀬委員、お願いいたします。 

○合瀬委員 では私も１点だけ。13ページの米の稲作部門の農業粗収益が、米価の上昇等

により増えたということ、多分、プラスとして書いてあると思いますが、食品産業もしく

は消費者の中から、米価が上がるのは大変困るという声もあって、それとともに米価が上

がった一つの原因は、戸別所得補償で要するに計画外のお米をつくる人たちが減ったと。

かなり需給が締まっておりまして、その中で政府の生産数量目標というのはすごく大きな

意味を持ってくると思うんですね。これは低目にやったら、当然お米は上がってきますし、

高目にやったら下がってくる。政府の役割というのは、かつてよりずっと米の価格に対す

る影響が大きくなっていて、その辺りをどういうふうに考えるのか。そこのところをちょ
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っと書いておいていただきたいです。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、奥村委員、お願いします。 

○奥村委員 私も１点だけ。特に20ページの農業・農村の持つ多面的機能のところですけ

れども、これは水田農業、日本の農村農業がだんだん崩壊することによって、河川の法面

とか、国道・県道・市道・町道の法面とか、そういうのがやっぱり農業者がきちっと農業

を営むことによってきちっと管理しています。ですから、そういうことがもし農業が崩壊

すると、やっぱりそこに住んでいらっしゃる住民の方にも、そういうことはやっぱりちゃ

んと農業はやっている、具体的な書き方、生物多様性とか何か説明しなければわからない

書き方ではなくて、具体的に国民の皆さんにも知ってもらうような表示の仕方もしたらい

いのかなと思っています。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、近藤委員。 

○近藤委員 食育と食の安全について、ちょっと申し上げたいと思います。 

 食育というのは、どうしても食事教育のような話が多くて、もう少し食の安全、ここに

書かれていますけれども、科学的原則に基づくリスク管理というところを中心にした食育

というものもこれから重要ではないかなというふうに思っております。 

 食品安全委員会のほうでも、自ら調査の方で科学的な物質名よりはやはり食中毒が問題

なんだよというところで今年の話が進んでおりますので、是非その食育と食の安全という

のをセットで考えていただくような方向でお願いしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。篠崎委員、お願いします。 

○篠崎委員 22ページの、農業と教育と福祉・観光との連携については、なるべく斬新な

ものをどんどん出していただきたいなと。ややマンネリ化しているようなところがありま

すので、是非そこだけよろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。白石委員。 

○白石委員 23ページの都市農業の保全と振興についてなんですが、市民農園の記述があ

るんですが、この市民農園は都市農業の振興にはあまりならないんですね。これはどうし

てかというと、雑種地であったり、あるいは生産緑地ではない宅地化農地で展開されてい

る場合がほとんどですので、都市農業の振興するとすれば、まず一つは都市にもきちんと

した都市的地域にも立派な生産があるんだと。地産地消があるんだと。地産地消がかなり

大々的に行われていて、それはデータとしては出にくいけれども、確実にあるということ

が一つですね。 
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 それから身近な農業体験の場を提供していくのは、市民農園ではなくて、農家が展開す

る、私どもや西辻さんが展開するような農業体験、農家がかかわる農業体験が、これが身

近な農業体験を振興する上では重要なことだと思っています。 

 それから22ページとも関係ありますが、食育、食農教育の７ページにもありますが、こ

れは都市農業の一つの大事な役割だというふうに私どもは認識をしております。そういっ

たものをもう少しご理解いただけるとありがたいなと。そのことが、農業の理解者８割、

農村の都市的地域に８割が住んでいる都市農業は、８割の人口に対する農業の理解者の醸

成の基地であるというふうに私どもは思って取り組んでいきたいというふうに思っていま

す。 

 あるいは、企業にお勤めの方の精神的疾患、うつ病の方のリハビリの場所であったり、

あるいは場合によっては新規就農者を、都市と農業地域をつなぐような役割もこれは持っ

ていると思いますので、是非その辺も加えていただければと思います。 

 それから最後に、先ほど事務次官から全青協のお話がありまして、私も全青協のＯＢと

して、若手の農協青年、農業青年を是非こういう審議会にもメンバーとして加えていただ

けるとありがたいなと思いますので、最後に一言申し上げました。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。では、近崎委員、お願いします。 

○近崎委員 食料消費の動向と食育の推進ということでお願いしたいと思います。 

 ここの記述に食品ロスの問題について、記述されていないんですけれども、今、すごく

食の廃棄がすごい問題になって、農水省も随分取組されていると思いますので、そこに一

言、食品ロスに対する対策について記述していただけるとありがたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。西辻委員、お願いいたします。 

○西辻委員 中身の議論ではないんですけれども、私がやっている農業塾というのはさっ

きの体験農園で、白書をテキストとして結構生徒さんとかに教えるんですけれども、その

ときに事例とかがいっぱい出ているのはいいんですけれども、問い合わせ先とかがもし書

けるんだったら、書いていただけると、すぐここに電話してくださいというふうなことが

言えたりするのでいいんじゃないかと。 

 あとは、６次産業で加工品が出てきていますので、そういうのが入っていて、買うには

ここというふうに書いてあると、少しでも売り上げが上がるんじゃないかなというふうに

思いました。以上です。 
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○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、廣野委員、お願いします。 

○廣野委員 私のほうからは、農業というのはやっぱり農産物、食料の生産というのが大

一番ではあると思うんですけれども、日本のこういう気候、狭い国で北から南まで様々な

気候風土があったり、地形があったり、土壌があったりという中で、本当にいいものを生

産している方がたくさんおられます。そういうことがちゃんと消費者の方に理解してもら

えるような仕組みをつくらなければならないと思います。 

 それと、農業の持っている価値として、教育・福祉・観光・健康とかという部分、これ

からもっともっとつなげていけることで可能性が広がるのではないかと思っております。

そういうことで、地域と連携してやる。やっぱり農業というのは歴史であったり文化であ

ったり営みという中で、今までずっと守られていたという部分があると思います。そうい

う部分も含めて、皆さんに理解してもらえるような方法がとれたらなと思っております。 

 それともう１点なんですけれども、鳥獣害対策の件ですけれども。一つは人がいなくな

ったから鳥獣害が増えてきた、出てきたということがあると思うんです。作業をしている

と、どうしてもなかなか向こうも警戒して出てこない。田舎に人がいなくなるから、だん

だん勢力図が変わってきたというのが現状であります。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは松本委員、お願いします。 

○松本委員 ２点ほど。１つは、原発関係で、ちょっと仄聞したんですけれども、セシウ

ムの対策ということで、農林水産省さんと福島県さんが実証試験をやって、基肥の施肥時

期に、塩化カリを入れると、かなり米の吸収を抑えるというような実証結果が出ているよ

うなんですが、そういうふうな点も白書でちゃんとＰＲするというのですか、そういうと

現場も消費者も少し安心感が進んでいくというふうに思うんです。 

 それから２つ目は、「攻めの農林水産業」のところでちょっと触れればよかったんです

が、人問題なんですけれども、白書で今、議論がありますけれども、農業の経営者とか、

こういう観点の人対策問題は大変焦点と見るんですけれども、もう一つ裏の関係で、これ

なかなか難しい問題があるといいますか、労働力の問題なんですね。実態的にお聞きしま

すと、かなり関東の畑作地帯とか、あるいは長野の高冷野菜地帯を、あるいは畜産でも、

かなり外国人の研修生に依拠すると、こういう実態が実はポイント、ポイントで出ている

んですね。これは、なかなか表に出ませんけれども、よくよく正面から光を当てていかな

いと、これからなかなか日本の農業といったときに、これをどうするかと、政策的にどう

するかという難しい問題があるんですけれども、忘れずに取り掛かっておくということが



40 

必要ではないかと、こういうふうに思います。白書においてですが。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは三森委員、お願いいたします。 

○三森委員 私のほうからなんですが、是非日本の地図をちょっと入れていただいて、米

が得意、果樹が得意とかということも一回、国民の方々に見ていただくことも必要ではな

いかというふうに思っております。 

 それと、私も攻めのところで言えばよかったんですが、今、農業の技術も実は海外に流

出している時代でございます。米だけではなくて、私たち果樹とかというところでも、呼

び出しも来ていますので、こういったところも、こちらの方は攻めの農業だと思いますが、

是非お考えください。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは藻谷委員。 

○藻谷委員 先ほどは失礼しました。１点のみ、４ページですね。大豆・穀物の国際価格

の推移が出ているんですが、既に今年段階で、前回世界がバブっていたリーマンショック

前と同じぐらい、だんだん価格が上がっていますが、これ後、円安が利いてくるので、こ

れドル価格ですから、何か、まだそこに円安がかかるので、さらに実際に国内の価格はも

っと上がります。というわけで、今年は要するに食料が、輸入は安いんだという、当たり

前の決めつけでさんざん言ってきた人たちにとって、皆さんが少し理解するチャンスにな

りまして、食料安保ということが少し現実的に、円安を考えると、本当にまじめに考える

とまずいぞということを言うチャンスだということを是非生かしていただきたいんですが、

肝心の国内の農業の使っている燃料、飼料が円安で非常に高くなるために、結果的に食料

安保にならないというリスクもあるので、是非その燃料を飼料の自給化も書いてあります

けれども、もっと進めるぞということを打ち出した施策がよろしいかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは森委員、お願いします。 

○森委員 ３点あるんですけれども、時計を見て１分で収めますのでお聞きください。 

 ７ページの食育について、他の委員もおっしゃいましたけれども、農林水産省の白書な

ので、食農教育の部分をもう少し強調した事例を入れていただきたいと思います。 

 教育現場では「総合的学習」の時間が減り、10年近く前と比べましたら、農業体験を学

校の授業でするのが減っていますので、その機会を増やすことを是非打ち出していただき

たいと思います。 

 ２点目は14ページの、さとうきびとてんさいのところなんですけれども、国内で生産さ

れている砂糖原料のうち、７割ぐらいが多分てんさいだと思うんですけれども、どういう



41 

比率でつくられているのかを入れていただければ、畑作に対する理解も深まると思うので、

追加していただければと思います。 

 もう一つは20ページの多面的機能のところで、よりわかりやすく森林の水の涵養と農地

と都市のつながりがわかるようなポンチ絵のようなものを入れていただいたら、多面的機

能がわかりやすいのではないかと思うので、よろしくお願いします。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは山内委員、お願いします。 

○山内委員 ３点ご紹介します。一つ目は、本日の資料６を御覧ください。東日本大震災

の復興の活動にかかわることと、６次産業の件です。 

 資料の表紙をめくっていただいたところを御覧いただければ、このプロジェクトは宮城

県のみやぎ生協が事務局をして、現地の生産者の方、それからメーカーの方をつないで、

つくる人と食べる人が強い絆でずっとつながり続けることで復興を支援するという取組に

なっております。現在まで、2013年３月段階で216の団体が参加されています。 

 参加団体名は資料に掲載されていますので、御覧いただければと思いますけれども、資

料のなかほどにありますように生産者の復活を支援するだけではなくて、菜種のプロジェ

クトなどというのがありまして、塩害に見舞われた宮城県岩沼市の田んぼに、菜種を植え

まして、それを育てて、それから現在ではハチミツ、菜種油、ドレッシング、アメなども

つくっていらっしゃるというような状況になっております。これに関しては、大学や市、

それからオイルメーカーさん、その他社会福祉法人の方で油を搾るところだけかかわって

いらっしゃるというような、そういうたくさんの人がかかわっておられます。 

 こういったことを続けておりまして、現在200品目をみやぎ生協で販売しておりまして、

2012年度は合計７億円の売り上げがあったということです。362万個商品を売っています。

県内の64万の方が生協に加入されているんですけれども、この半分の32万人がもう使われ

たということで、やはり顔の見える関係で地元でやっていらっしゃることを強く支える成

果が出てきているというふうに思います。 

 こういった取組も是非ご紹介いただければと思います。 

 ２点目は食品の安全の関係です。放射性物質の汚染の問題は、前半のところにも書かれ

ているんですけれども、生産現場での取組の具体的な努力ですとか、それから検査の結果

が低減していることについても、もう少し前面に押し出して、わかりやすくお伝えいただ

ければと思います。 

 昨年は、厚生労働省、食品安全委員会、消費者庁と農林水産省が一緒になられて、広報
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資材を提供することもありまして、これも非常に画期的なことだとは思いますので、言及

いただいてもよろしいのではないでしょうか。 

 先週、厚生労働省のほうから食品からの放射性物質の摂取の推定値が出ておりまして、

消費者としては農業生産の現場での低減の状況もよくわかりますが、それを食品として摂

取している状態はどうなのかということも非常に関心がありますので、併せて、そういっ

た情報もご提供いただけるとありがたいと思います。 

 昨年はこういったことを中心にリスクコミュニケーションを熱心に展開いただいており

ますけれども、どのようなテーマで、どのような努力をされて続けておられるのかという

ことについても書いていただければよろしいかと思います。 

 最後、22ページにあります再生可能エネルギーの点ですが、この点も消費者も非常に関

心あります。場合によってはお金を出して支援するということも、たくさんの方が手を挙

げておられます。生協では既に、東京にございますパルシステム東京さんが、生産者のつ

ながりのある関係で、山形県のさくらんぼ農家さんだったと思いますけれども、バイオマ

スの発電をされるところとつなげて、そこでできる発電された電気を使って、生協の事業

所の電気にするといったつながりが出てきておりますので、生産者の場面のみならず、消

費者や様々な地域の団体とつながって、再生可能エネルギー展開する方向が出てきている

と思いますので、是非そのつながりに着目した事例を展開いただければと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、渡辺委員、お願いします。 

○渡辺委員 ありがとうございます。この白書は、写真や事例、図表を使って大変わかり

やすくなっていると思います。また、過去から現状がどうなっているかということが詳し

く示されています。しかし、ここで現状の分析だけで終わってしまうのではなくて、その

現状のどこに課題・問題があるかということを明らかにした上で、最後のページに書かれ

ている25年度の施策へと結び付けて記述されるべきではないかと考えます。白書は、来年

度の施策につながるがゆえに、ＰＤＣＡを回していただいたらいかがか、こう思いました。

以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 私の縛りがあまりにもきつ過ぎたのかもしれませんが、予想よりも非常に短くコメント

していただきました。どうしてもちょっと話し足りなかったということがあれば承りたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
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（意見なし） 

 ありがとうございます。様々な御意見を伺いました。これに関して、包括的にいろいろ

なコメントをしていただくことは無理だとは思うんですけれども、もしよろしければ、最

後、また一言いただければと思います。 

○皆川事務次官 今日の限られた時間の中では多分、言い尽くせないところもまだあるん

だと思います。部会長からのあれでも、時間があるので、ご遠慮の面もあろうかと思いま

すが、事務局の方に、例えばもっと具体的にこれはこういうことでということがあれば、

それをまた是非お伝えいただければ、それを踏まえまして、また案の作成に生かせていた

だければと思っております。 

 あともう一つ、「攻めの農林水産業」のほうのプレゼンテーションをさせていただいた

わけですが、こういった資料の説明をさせていただいたわけですが、今後もまた機会を見

つけまして、私どもの検討のほうも省の本部の中で進んでおりますので、その過程でまた

ご議論いただくような機会を設けられたらと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。先ほど申し上げましたが非常に貴重な御意見を

ちょうだいしたと思っています。ご担当の方には、これらの御意見を踏まえて白書の作成

を進めていただきたいと思います。 

 それでは予定の時間が参りました。最後に事務局から連絡がございましたら、お願いい

たします。 

○折原情報分析室長 本日いただきました貴重な御意見を踏まえまして、施策編と動向編

を作成し、次回の企画部会で御審議いただきたいと考えております。 

 時期といたしましては、５月の連休明け頃の開催を考えております。 

 委員の皆様の日程をお聞きしながら、調整をさせていただき、日程が固まり次第、各委

員にご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは本日はこれにて閉会としたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 

午後１２時０２分 閉会 


