
食料・農業・農村政策審議会企画部会（第５回）議事録

日時：平成20年11月20日（金）13：00～15:14

会場：三田共用会議所第四特別会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．冒頭挨拶（近藤農林水産副大臣）

３．報告事項

（１）事故米穀の不正規流通問題について

（２）自給率向上の国民運動について

４．意見交換

食料・農業・農村白書の作成について

５．そ の 他

６．閉 会



- 1 -

午後１時００分 開会

定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第５回○鈴木部会長

企画部会を開催いたします。

本日は、平成21年度食料・農業・農村施策の構成案と、平成21年度食料・農業・農村の

動向などにつきましての審議をお願いしたいと思います。

本日は、櫻井委員、吉川委員、深川委員が所用によりご欠席となっております。

なお、本日の企画部会は公開されておりまして、一般公募によります傍聴の方々もお見

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、よ

ろしくお願いいたします。

なお、本日の会議は15時を目途に終了することを予定しております。

それでは、まず、近藤農林水産副大臣からご挨拶をいただきたいと思います。よろくし

お願い申し上げます。

ただいまご紹介いただきました農林水産副大臣を拝命しておりま○近藤農林水産副大臣

す近藤でございます。

食料・農業・農村政策審議会第５回企画部会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げた

いと思います。

委員の皆様方におかれましては、ご多用中のところご出席をいただきまして、厚く御礼

申し上げたいと思います。

まず初めに、事故米穀の不正規流通問題につきましては、消費者を初めとする国民の皆

様方に大変ご心配、ご迷惑をおかけしており、改めて深くお詫びを申し上げたいと思いま

す。現石破大臣が９月の初めに就任されますと同時に対策本部を設けまして、各般の取り

組みを推進してきておりますが、特にＢＳＥ問題の教訓を生かせなかったことを我が省と

、 。しては重く受けとめ 職員の意識や組織の体質を根本から改革して参る所存でございます

農政につきましては、食料・農業・農村基本計画の方向に沿って、現在、政府一丸とな

って取り組んでいるところでありますが、近年、我が国の食料・農業・農村は、かつてな

い厳しい状態に直面しております。

その第１は、食料供給に関する国民の不安の増大であります。

世界の食料需給は人口増加と中国、インド等の人口大国の経済発展、あるいはバイオ燃

料の拡大により需要が増加する一方で、単収の伸びの鈍化あるいは地球温暖化の進行など
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による異常気象の頻発、砂漠化の進行や水資源の不足などにより、供給は大変不安定化い

たしております。このような中、今年前半には農産物の国際価格は過去最高を記録し、輸

出規制が行われるなど、食料をめぐるさまざまな問題が世界中で顕在化しております。世

界最大の食料純輸入国である我が国においても、食料品価格が高騰し、国民生活に影響を

及ぼしております。

また、近年の度重なる食品の偽装表示あるいは輸入食品の有害物質による汚染事案など

が社会問題化し、食の安全・安心に対する国民の信頼が大きく揺らいでいるところでござ

います。

第２に、国内農業の食料供給力の低下でございます。

国内農業の食料供給力については、農地面積が引き続き減少する一方で、耕作放棄地が

増加を見ております。また、土地利用型農業を中心に、担い手の育成や後継者の確保が十

分に進んでいない中、農業者の高齢化が進行しております。

さらに、近年の資源・エネルギー価格の急騰により、農業用燃料や農薬、肥料などの農

業用資材の価格が大幅に上昇するなど、これまでの農業生産手法では対応が困難となって

いる事態も顕在化をしております。

第３は、農村地域の活力の一層の低下であります。

農村地域は、他地域に比べ高齢化の進行が早い状況にあります。そのため集落機能が低

下し、農地や農業水利施設の維持管理といった農業生産面だけではなく、学校あるいは病

院などの生活インフラの維持、住民の相互扶助あるいは伝統文化の継承等も、地域社会で

維持する上で支障が生じているところであります。今後、集落の中には無人化し、消滅の

可能性があるものも大変増加をしております。このような地域を中心に、耕作放棄地の増

加や野生鳥獣による農作物被害の一層の拡大が見られるところでございます。

以上のように、我が国の食料・農業・農村はかつてない事態に直面している中、国民に

、 。安心を 農業者に希望をもたらす新しい農政を展開することが必要となってきております

本日の企画部会におきましては、これらの諸課題を踏まえながら、食料・農業・農村の現

状と課題及び政府が来年度に講じようとする主な食料・農業・農村施策についてご審議を

いただくこととしております。

鈴木部会長を初め委員の皆様におかれましては、幅広い観点からご審議を賜りますよう

心からお願いを申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。

よろしくどうぞお願い申し上げます。
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どうもありがとうございました。○鈴木部会長

なお、近藤副大臣におかれましては、ご公務のためここで退席されます。

（副大臣退席）

それでは、早速審議に入りたいと思います。○鈴木部会長

初めに、事務局から資料説明をお願いいたします。

まず、事故米穀の不正規流通問題への対応について総合食料局次長から、その次に、自

給率向上の国民運動につきまして食料安全保障課調査官からご説明をいただきます。その

後、これらを踏まえましてご審議をいただきたいと思います。

なお、質疑の時間を確保するために、説明はできる限り簡潔にお願いいたします。

また、ご発言の際は、お手元のマイクのスイッチを押していただきまして、発言が終わ

りましたらスイッチを切っていただきますようお願いいたします。

それでは、まず、総合食料局次長からご説明をお願いいたします。

それでは、手元の資料に基づきまして、事故米穀の対応状況につ○平尾総合食料局次長

いてご説明申し上げます。

資料１をご覧ください。

１枚めくっていただきますと、まず、石破農林水産大臣の談話の要約版がございます。

次に、その談話自体を付けております。

６ページをご覧いただきますと、現在、事故米穀につきましては対策本部を作っており

まして、そこで今、工程表に基づいて取組を進めております。その状況でございます。

さらに資料をめくっていただきまして、10ページでございます。ここからが、10月31日

に中間的に総括いたしました流通ルートの解明状況でございます。

20ページでございます。今回、この事故米穀の問題に関係しまして、事故米穀と知らず

に取引をされていた方がいらっしゃいます。この事故米穀の取引に関連して、全く知らず

にお使いになって、しかも事業者名を公表するといったことがございました。そうした方

々に対する経営支援の内容でございます。

これが資料全体でございます。

１ページに戻っていただきまして、大臣の談話に基づきまして、これまでの行政対応の

状況をご説明したいと思います。

先ほど副大臣からもお話がありましたように、この問題が９月５日に発覚して以降、流

通ルートの実態解明を進めているわけでございますけれども、ただいま石破大臣の下で対
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策本部を作りまして、先ほど申しました工程表に基づいて、各種の取組をしているところ

でございます。

まず、今回の事故米穀の問題、これは不正規流通したわけでございますけれども、こう

いうことを二度と起こさないための再発防止対策でございます。

２のところに書いておりますように、今回、いくつかの問題がありました。まず、輸入

の段階で、食品衛生法上問題があるとチェックされていたものが消費者ルートで入ってき

ていたということでございます。輸入米穀につきましては、検疫所で食品に不適だという

ことになりますと、現在は検疫所の方で積み戻す、あるいは廃棄する、あるいは非食用に

向けるという３つの選択肢があるわけでございますけれども、不正規流通米につきまして

は非食用として入っていたということでございます。今回の件を踏まえまして、非食用と

して入れることをやめまして、今後は輸出国への返送または廃棄を原則とするということ

でございます。

もう一つの事故米穀として、政府が保管している倉庫の中で発見されているものがござ

います。これにつきましては、今後、すべて廃棄処分することを決定しております。既に

政府倉庫にあるものについては廃棄を進めておりまして、この11月中には廃棄を終わって

しまう状況でございます。

この２つの方法で、輸入物、あるいは国内で発生するものすべてを遮断して、国内に流

通することをとめるということでございます。

それから、流通ルートの解明状況でございます。

かいつまんでご説明を申し上げますけれども、まず、カビ毒であるアフラトキシンが検

出された米が９トンあったわけです。これにつきましては、三笠ルートを通じて酒の原料

として使われていたということでございます。ただ、後で県あるいは農林水産省、酒類総

合研究所で製品を調べましたところ、いずれも製品からアフラトキシンは検出されていな

いことが確認されております。また、この事故米穀を原料とした製品は、いずれも既に回

収されておりまして、今後、流通する可能性はない状況でございます。

もう一点、残留農薬基準を超えるメタミドホス、あるいはアセタミプリドが検出された

米があったわけでございます。これにつきましては三笠フーズ以外の２社、浅井、それか

ら太田産業でも流通していたことが確認されております。これにつきましては流通ルート

の解明をしておりまして、一部、食糧法に基づく罰則付の報告徴求をかけても、どうして

も販売先の提示がないというのが一部がございます。そういうところを除いて、すべて解
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明を終わっているわけでございます。

なお、この残留農薬でございますけれども、メタミドホス、アセタミプリド、いずれも

残留基準が0.01ppmという基準でございます。これに対して残留値が、メタミドホス0.06、

、 。アセタミプリドが0.03ppmということで 比較的低い濃度であったということでございます

そういうことから、食品安全委員会が出しております一生涯食べても健康に影響がない１

日当たりの摂取許容量と比べても、非常に低いということでございまして、健康に悪影響

が出る心配はないとされているわけでございます。

こういうことでございまして、流通ルートについて、解明できるものはすべて解明を終

えているという状況でございます。

それから、経営支援対策でございますが、先ほどちょっと申しましたけれども、今回、

事故米穀とは知らずにお使いになった方々が結構幅広くいらっしゃいます。その中で、事

、 。業者名を公表しているところがありまして そういう方々の経営に影響が生じております

こういう方々に、その回収、廃棄に要する経費、あるいは売り上げ減という影響に対する

支援、さらには経営を継続するための運転資金を急遽、借り入れるといったことが出てお

ります。そういうものについての金利の支援等々をするということでございます。

それからこの問題、冒頭副大臣からお話があったわけでございますけれども、農林水産

省の管理の問題がございました。そういう意味で、今回、この不正規流通問題にかかわっ

ていた関係職員の処分でございます。これは現在、内閣府に設置されております有識者会

議で議論されております。この有識者会議の議論を踏まえまして、速やかな処分を行いた

いと考えております。

それから、今回、事故米穀が不正規流通しておって、それを見過ごしていたという問題

と併せまして、今回、発覚してからなかなか実態が解明できなかった。解明するのに時間

がかかったということがございます。そういう意味から、今後の課題としましていくつか

の課題を我々、考えているわけでございます。こういう問題、トラブルが起きた時に、で

きるだけ解明できるようなシステムが必要だということでございます。

それで、今後の対応としまして、米のトレーサビリティシステムを作るということでご

ざいます。

もう一つは、やはり消費者にきちんとした選択をしていただくための情報提供が必要で

あろうということでございます。そういう意味から、米の関連商品につきまして、原料米

原産地表示を進めなければいけないということで、これは現在、検討を進めているわけで
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ございまして、今月中にはその骨格をまとめて、ご発表するという段取りになっておりま

す。

それから、今回の事案に関連しまして、農林水産省自体の業務の在り方、あるいは組織

の在り方についても問われているわけでございます。これについても今、検討を進めてお

りまして、12月中に骨格を取りまとめてご報告したいと考えているわけでございます。

こういった段取りで、今、進めているわけでございます。詳細は先ほど申しました資料

でご覧いただければと思います。

、 。○鈴木部会長 引き続きまして 自給率の向上運動についてのご説明をお願いいたします

食料安全保障課でございます。本日はこの10月に立ち上が○牛草食料安全保障課調査官

りました自給率向上の国民運動について、活動状況をご報告させていただきます。

資料２でございます。

この経緯と趣旨、体制、それから現在の活動状況ということで、３点、手短にお話しさ

せていただきます。

まず、３ページをお開きください 「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」と書いてご。

ざいます。

この運動の経緯でございますけれども、３段落目にありますように、昨年夏から、東大

の生源寺先生を初めとして食料の未来を描く戦略会議で議論していただいたものが、本年

５月に国民へのメッセージとして取りまとめられて、総理に報告されております。

平成19年度の白書でもコラムでご紹介したところでありますけれども、世界の食料事情

が大きく変化している、あるいは我が国の食料供給力の弱さ、また油脂の摂り過ぎといっ

た食生活の乱れが指摘されておりまして、国や地方公共団体、生産者、消費者など国民各

層へのメッセージとなっているわけですけれども、特に消費面に関して、私たちの食生活

は日本の農業の在り方に結びついているんだ、そして国産の農産物を消費することが、自

、 、給率の向上だけではなく健康の増進であるとか あるいは私たちのふるさと農村の活性化

さらには地球環境の保全という観点からも望ましいということについて、国民の理解と共

感を得ていく必要があるといった取りまとめでございました。

このメッセージに呼応する形で、この「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」という

国民運動を立ち上げたところでございます。

一番下の段落にありますように、多くの方々に国産の農産物を選択していただく、それ

に呼応すれば農村がより元気になり、あるいは食品企業でも国産農産物を使ったよりすぐ
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、 、 。れた商品 食生活が提案されていく そのような形を目指していきたいと思っております

４ページには、その主なメッセージを並べてございます 「できることから始めよう！」。

をスローガンにしてございます。戦略会議のレポートの中でも「国民の皆さんがそれぞれ

の立場において、できることから、長続きする形で取り組むことが大切です」というメッ

セージがございました。それに呼応する形で、このような運動を展開していくということ

でございます。

６ページの下に、その基本メッセージがございます。おいしい日本の食材を選んで使う

、「 、 、ことが日本の農業の将来にもつながるという意味を込めて 子供たちの子供たちも その

ずーっと先の子供たちも食べていけますように 」という言葉を基本メッセージとしており。

ます。

また、これに併せて、その上にありますようなシンボルマーク、ロゴタイプを定めて、

様々な場面で国産農産物の広報を進めていくということで始めたところでございます。

次に、体制でございます。

７ページに組織図のようなものが出てございますが、大きくわけて３つございまして、

真ん中にあるのが推進のための様々な会議。それから、左に推進パートナーとございます

が、この運動の趣旨に賛同し、ご参加いただく企業なり団体をパートナーと呼んでおりま

す。右は、同じく趣旨にご賛同いただいた著名人の方にご参加いただくという形で構成し

ております。

８ページをご覧ください。

この国民運動、幅広い国民の方々を対象にしたものであるということで、幅広いジャン

ルの方々に参加していただいて推進委員会を設置しております。10月６日に第１回を開催

してございます。この企画部会の荒蒔委員にも、食品産業からということでご参加いただ

いております。

９ページでは３つの会議をご紹介してございますけれども、食料自給率向上協議部会と

いうのは、現行の基本計画に基づきまして、平成17年度から農水省、農業団体、食品産業

団体、消費者の団体が集って、毎年、自給率向上に向けたそれぞれの行動計画を出し合っ

て、工程管理を行ってきたところでございます。この取組は引き続き行っていくというこ

とでございます。

今回、その下にございますように、効果的、効率的な広報の在り方を検討する会議、そ

れから、後でご紹介しますポイント制度や顕彰事業について検討する会議を設けて、これ
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から具体的な活動に入っていくこととしております。

10ページでは、先ほどちょっとお話しした推進パートナーをご紹介してございます。国

産農産物の消費拡大ということで、もちろん消費者の方々にいろいろと訴えかけていくと

いうことでございますけれども、作る人と食べる人がいて、その間をつなぐ人も非常に重

要である、いろいろな流通なり産業界の方に、例えばいろいろなメニューをご提言いただ

くとか、そういう活動がまさに国産農産物の消費拡大にも重要であるということで、この

運動の趣旨に賛同していただける企業や団体を募集してございます。

最近は「国産農産物を使った」というのを売りにしていらっしゃる企業活動もたくさん

出てきておりますので、そういう意味では政府とベクトルが同じということで、一緒にや

っていくことで国産農産物の消費拡大につながっていけばと思っております。

10月から募集を始めまして、10月の終わり現在、パートナーとして登録していただいた

方々のお名前を下に出してございますけれども、昨日の段階で、数としては150まで増えて

ございます。

この推進パートナーになっていただきますと、先ほどご覧いただいたシンボルマーク等

を会社の宣伝等にお使いいただける、あるいは11ページの上にありますように、こちらの

で宣伝をする時にパートナーをご紹介するようなこともできるということでございます。

13ページには、この国民運動に賛同していただいている著名人、スポーツ選手の方々を

ご紹介してございます。いろいろなＰＲの場面、イベント等にご参加いただくことになっ

ております。

14ページ、実際の活動ですけれども、現時点で大きく３つの観点がございます。

まずは、国民の方々の関心を喚起するということでございます。

15ページから17ページは、10月に先立って、９月からでございますけれども、食料の未

来を描く戦略会議のメッセージをそれぞれ地方の方々にご議論いただくということで、全

国14カ所でシンポジウムを開催いたしました。どちらの会場も非常に盛況であったところ

でございます。

18、19ページ。まずはこの運動の認知度を上げるということで、大都市圏である東京あ

るいは大阪でいくつかのイベントを、現在、進めているところでございます。

20ページは、先ほどの企業さんとの連携の一つの例でもあるんですけれども、例えば、

この写真が載っているのはＪＴＢのパンフレットですけれども 「おいしい日本を 」とい、 。

うことで、その地域の食材を使ったその地域のメニューをメインにした旅行商品、このよ
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うな形での連携ができるということでございます。

21ページは、子供たちの向けての取り組みということで、中央大学の松野先生が新聞ブ

ログ、子供たちに自分たちの身近な題材で新聞を作ってもらうということをやっているん

ですけれども、それと連携いたしまして、子供たち自身に地域の食に関する取材をして、

新聞を作ってもらうというような取組を、今、始めているところです。

そして、このようなことに参加した小学生の中から子ども食料大使を選んで、あるいは

小学生新聞のほうに自給率についての記事を載せて、その感想を募集して、そこからも子

供たちを何人か選んで最終的に総理に提言をするといった企画も、今、進めているところ

でございます。

22ページは推進パートナーということで、これは先ほどご紹介したとおりであります。

下の顕彰制度というのは、今、地産地消などで、地域でいろいろいい取組が出てきてお

りますので、そういったものを表彰するということでプレイアップして、その方々にも元

、 。気を出していただくとともに 周りの方々の参考にしていただくという企画でございます

23ページは、この活動のための特別なホームページを10月から立ち上げております。い

ろいろな情報でございますとか、あるいはイベント、それから先ほどの推進パートナーや

。 。応援団の方のご紹介などをしております この一月でアクセス数が34万に達しております

あと、このサイトのご紹介が後ろについております。

25ページは、先ほどちょっと出てきたポイント制度です。これは地域での取組あるいは

企業、グループでの取組として、国産の食材をたくさん使った商品にポイントを付けて、

そのポイントがたまると、例えば地場の農産物がプレゼントされるとか、農家民宿への宿

泊が割引になるとか、そのようなシステムができないかということで、先ほどご紹介した

部会での検討を始めているところです。

これは来年、実証実験といったことでモデル事業ができないか、今、財務省に予算も要

求しているところでございます。

以上、現段階での活動状況についてお話しさせていただきました。引き続きこの活動を

展開するとともに、年度末にはいろいろな事業の効果の測定も行いながら、さらに来年度

の活動に続けていきたいと思っています。

それから、農水省内でも食育関係のいろいろな事業でありますとか、あるいは、例えば

ＪＡグループでは「みんなのよい食プロジェクト」というのを今、進めていらっしゃいま

すけれども、このような活動とも連携をとりまして、国産の農産物の消費の拡大につなが
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っていくよう努力してまいりたいと思います。

それでは、ただいまご説明いただきました内容について、ご質問、ご意見○鈴木部会長

をいただきたいと思います。

進め方につきましては、三、四人の委員からご発言いただいた後に、事務局からまとめ

てお答えいただくような形で進めさせていただきたいと思います。事故米穀と自給率向上

国民運動と２つございますので、関連はあるかと思いますが、最初に事故米穀の問題中心

にいくつかご意見、ご質問をいただければと思います。

いかがでしょうか。

全中の茂木でございます。○茂木委員

今般の事故米穀の不正規流通問題でございますが、国内生産者に与えた影響は、大きい

と思っております。とりわけ、一部業者がＭＡ米を食用として転用販売した、事実に対し

ましても生産現場は大変な怒りに満ちておるわけでございます。

今回の事件が国内生産米に対する信頼を揺るがすことがないよう、国は是非、国産米を

含めた適正流通確保に向けた対策を講じることが必要であると思っております。

このことから、例えばＭＡ米の輸入枠の問題、義務的輸入の在り方、さらに国内需給に

影響を与えないようなＭＡ米の管理、運用方法などについて改めて見直すべきだと、私ど

もは考えているところでございます。

事故米のことについてでありますが、(資料１の）４ページに、事故米と知ら○藤岡委員

ずにこれを使用した善意の事業者に経営支援をするということであります。確かに、知ら

ずにそれを使用した業者は甚大な被害を受けたと思いますが、振り返ってみればＢＳＥの

問題の時も、いわゆる救済措置を悪用して逮捕された、そういう経緯があります。したが

って、この事故米と知らずにやった事業者というのはきちっと精査して、本当に知らずに

やった事業者だったのか、それにきちっと対応しないとＢＳＥの二の舞になるのではない

かという気がしております。

今回の事故米の問題は非常に大変な事件でありまして、国民にも生産者にも非常な思い

を与えたことは十分皆さん分かると思いますが、さらに今後の対策で不測のことがありま

すと、さらに輪をかけて農水に対する不信が高まりかねないので、この辺のところはきち

っと精査してやってもらいたいということが１つであります。

もう一つ、今 「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」について説明がありましたが、、

もちろんこれ、自給率を上げるのは非常に大事なことでありますが、石破大臣も、自給率
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より自給力を高めようということを言っていたかのように思います。そういう意味では、

もっと構造的な、いわゆる担い手対策とか農地の制度の在り方、そういう構造的な問題を

きちっと解決しないと、ただ率を上げればいいという問題ではないなと考えます。

そういう意味では、今回は抜本的に農地制度の在り方、あるいは担い手対策がどうなの

か、耕作放棄地を含めて農村の対策はどうしていくのかということを考えないと、ただ率

だけ考えても進まないのではないかと思いますので、その辺２点だけお願いします。

（資料１の）１ページの一番最初に、事故米は処分しますとあります。私も○岡本委員

報道で見させていただきましたが、やはり単純に考えるともったいないなと思いました。

世界的に食料が不足していると言われている中、ただ単に処分するのはとてももったいな

く感じます。例えば、今、バイオエタノールにするといった方法も残っているのではない

かと思いました。

ＭＡ米を義務として輸入しなければいけないのであるならば、逆にそういう事故があっ

たようなものを積極的に安く入れて、その分、例えば国内でお米を作ってもらったらいい

のではないかなとか、と思ったりもします。いろいろなことを知らないので簡単に言って

しまうのかもしれませんが、一般的な印象としては、ただ捨ててしまうのは本当にもった

いない、何とかならないかなと思いました。

それから、残留農薬のお話で、回収が出たりとか大変なことになっていますが、報道の

前に食品安全委員会が出された「この程度でしたら安全です」ということを、もう少し大

きく扱っていただけたら、もっとよかったのではないかと思いました。

最後に、今後の対応としてお米のトレーサビリティをするということでした。これはど

のくらいのお金がかかるものなのか分かりませんけれども、それに対してお金がかかるこ

とは事実で、それが消費者に乗せられることも確かだと思いますので、もしなさるとして

も、本当に必要なのかとか、どの辺までやらなければいけなのかといったことも検討して

いただいた上でやっていただけたらと思います。

ちょっとお尋ねいたします。○古口委員

１ページの廃棄処分ということですが、現実的に、廃棄処分をしたものを金銭に換算す

ると、どのくらいになるのか。そして、これについては何らかの賠償の請求ができるのか

どうか。３番目に、他国で日本のように全量を輸入義務としているようなところがあるの

かどうか。どうも私は、工業のツケを農業が払っているのではないかという気がしてなり

ません。これが１点です。
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それから、今回の事故米で一番感じたのは、流通の経路をだれも把握できないというこ

とではないかと思います。実は、事故米の前に加工用米。これについても、加工用米とし

て買い上げたものの一部がひょっとしたら飯米に回っているのではないかといった疑問を

生産者は持っています。私はここでもう一度、お米は何といっても国の最も大切な主食で

ありますから、国の米全量管理制度というようなことができるのかどうか。食管法の問題

があって、それがなくなった後でこういうことを言うのも、私自身も言いながら矛盾して

いるとは思いますが、もう一度根本からそういったことを考えてみる時が来ているのでは

ないか、そのように感じています。

いろいろご指摘いただきましたので、取りあえずここで事務局の方から、○鈴木部会長

今までの点についてご回答をいただければと思います。

「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」についても既にご質問がございましたので、

順番にお願いできればと思います。

まず、事故米穀の問題について何点かご質問とご意見がございま○平尾総合食料局次長

したので、お答えさせていただきます。

まず、茂木委員からお話がありました。確かに今回の事故米穀、消費者の方々初め国民

の皆様、あるいは生産者の方々に多大なご心配、ご迷惑をかけたわけでございます。今回

の件、古口委員あるいは岡本委員からもありましたけれども、流通ルートをきちんと特定

することがなかなか難しいということと、不正規流通が起きないような仕組みを作らなけ

ればいけないという問題があるわけでございます。

そういう意味から、先ほど説明の中でも申しましたし、資料の６ページから工程表の進

捗状況というのがございますけれども、この７ページをご覧いただくと 「Ⅱ、次期通常国、

会への法案提出に向けて準備すべきもの」の１に、先ほど茂木委員がおっしゃった流通規

制の問題を掲げて、今、検討させていただいております。一番右に書いてありますけれど

も、米流通システム検討会というのも今、持たせていただきまして、今後の流通規制はど

うあるべきか、あるいはどういう仕組みでトレーサビリティを入れるのがいいのか、ある

いは表示の仕方についても、今、ご検討いただいております。

いずれにしても、今回の事故米穀の不正規流通が起こった背景をよく分析して、流通の

適正化を図れるような仕組みを検討しなければいけないと思っております。

それから、ＭＡ米の在り方でございます。

今回、事故米穀として不正規に流れ出たものの中に、確かに輸入したものが入っており
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ました。このＭＡ米の輸入については、もうご案内のとおり、ＷＴＯに基づきまして我が

国が、輸入機会を提供するという国際的な約束の下で行われているわけでございます。た

だ、その利用の仕方については、平成５年の閣議了解にもありますように、基本的には国

内の主食用の需給に影響を与えないという扱いにしておりまして、主食用には一部限定し

て入れているわけでございますけれども、その場合は、援助用等として国内産米を活用す

、 、 、 。るということで 国内の主食用に影響を与えないという基本方針で 今 進めております

また、今、ＷＴＯでもいろいろな形で農業交渉が行われております。今後の在り方につ

きまして、またそういうところも考慮して対応する必要があると思います。

それから、藤岡委員からお話がありました、今回、流通の過程で全く事故米穀とは知ら

ないで扱われた方々に対する支援の問題でございます。

委員からご指摘がありましたように、ＢＳＥの時には一部混乱があったわけでございま

す。そういう意味では私ども、今回、そういうことがないようにということは当然考えて

おります。それは重要だと思っておりまして、この方々から申請をいただいた内容につき

ましては、公認会計士、あるいは税理士、中小企業診断士、さらには弁護士などのご専門

の方々で構成する第三者委員会でしっかり確認をしていただこうと考えておるわけでござ

います。そういう形で適正な支援を確保しようと思っております。

それから、岡本委員からご指摘がありました、事故米穀をすべて処分するのはもったい

ないのではないかというご意見です。バイオエタノールの原料に使ってはどうかといった

お話を頂戴したわけでございます。

確かに、もったいないのではないか、食用ではなくても他に使えるのではないかといっ

たご意見も、別途我々もいただいております。今後、バイオエタノールに使えるかどうか

も将来的な課題ではあると私どもも思っておりますけれども、現段階、流通の規制も含め

て、流通の在り方をきちんと見直した上で、本当に横流れをしないような形を確立した上

での課題だと思っているわけでございます。引き続きご指摘の点は検討させていただきた

いと思っております。

それから安全性の発表の仕方で、残留農薬基準を超えていたとはいえ、先ほど申しまし

たように、それほど高い濃度ではなかったということでございますし、健康被害を心配す

るようなものではなかったわけでございます。私どももその点は、食品安全委員会ともっ

としっかり連携をとって、消費者の方々、あるいは生産者の方々、国民の皆様にご心配を

かけないような発表の仕方があったのではないかと思っております。
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この問題、不正規流通が確認されて、できるだけ早くこの情報を提供しようということ

で、若干その辺で混乱があったと私ども思っておりまして、反省しております。

それから、トレーサビリティの問題でございます。

この問題、確かにどの程度のトレーサビリティシステムを構築するかといったこととも

関連するわけでございます。これは米流通システム検討会で、できるだけコストがかから

ない、しかも事業者の方々の負担もないような形で、一方、問題があった時に速やかに流

通実態が解明できるような仕組みをどうやって作っていくかといったことを議論していた

だいています。委員からもご指摘いただいたように、できるだけ負担がなく、しかもコス

トもかからないような仕組みができることが基本でございますので、今、そういう方向で

検討を進めていただいているところでございます。

それから、古口委員からご指摘がありました廃棄の問題、どのくらいのコストがかかる

のかといったことでございます。

事故米穀そのものとしては、単価は非常に安いものでございます。現実に、１kg当たり

、 、売られたのが７～８円でございまして そういう意味では安いものでございますけれども

今、通常の焼却場で燃やしております。そういう意味では輸送コスト等がかかるわけでご

、 、 。ざいますけれども 全体的に それほどコストアップするものではないわけでございます

それから、今後のＭＡ米の流通の在り方も含めて、もっときちっと流通規制を見直すこ

とをどう考えるのかというふうな話でございます。

これは先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、流通規制自体の問題は、

、 。トレーサビリティシステム あるいは表示の問題と併せて検討させていただいております

ただ、これは食管法時代から食糧法になって、自由化、規制緩和を進めてきたわけでござ

いますから、それが後戻りするということではないわけでございますので、規制緩和の流

れは流れとして、不正流通が起きないようなことはきちんとしなければいけないというこ

とが１つでございます。それは11月いっぱいにそういう検討を進めて、また骨格をお示し

させていただこうと思っております。

もう一点、加工用のＭＡ米が主食用等に流れない仕組みでございます。

ご指摘のご懸念はあるわけでございまして、私ども、今回の反省を踏まえまして、検査

マニュアルをきちんと作って、また、検査も通告ではなくて無通告で、抜き打ちで行くと

、 、か あるいは加工段階の一時期に行くという手法をとっていたわけでございますけれども

基本的には全体の加工をきちんと確認できるような検査システムを作って、マニュアルを
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取りまとめて公表させていただいております。これも今、全国の農政事務所に徹底してお

りますので、この新しいマニュアルで不正規流通が起きないような検査体制を確立すると

いったことで、進めているわけでございます。

事故米をバイオエタノールにというお話、実はこれは大変多くご○吉田技術総括審議官

、 、意見をいただいていまして 大臣のブログでそれに対してお返ししているんですけれども

我々が一番気にしていますのは、バイオエタノール自身は食用ではありませんから、そっ

ちに農薬成分が行っても恐らく問題はないだろうと思いますが、それを作る時に副産物と

して搾りかすが出ます。これを有効利用しませんと、この製造コストが回収できません。

まして産業廃棄物として捨てなければいけないような状況になると、そこでかえって金が

かかる。特にカビ毒、アフラトキシンは、かなり副産物の方へ濃縮されて行くのではない

かといった懸念もありまして、今、試験研究機関でそういう移行試験をやっているところ

でございます。その結果を見てまた判断していこうと思っています。

藤岡委員からコメントいただきました。ありがとうござい○牛草食料安全保障課調査官

ます。

、 、 、自給率 率を上げればいいわけではない あるいは自給率よりも自給力が大事であろう

そういう意味では担い手、農地の在り方が重要ではないかというご意見だったかと思いま

す。

一言で言うと、おっしゃるとおりだと思います。石破大臣のお考えをご紹介していただ

きましたけれども、食料自給率、結果として自給率が上がるんだということで、その土台

にあるのは農地とか農業用水のインフラ、あるいは担い手であったり、その技術がしっか

りしているということだろうということでございます。そういうことをやって、結果とし

て自給率が上がるんですねということでございまして、これは食料・農業・農村基本法な

り、あるいは平成17年３月にまとめられた今現在の基本計画もそういう考えに立っていま

す。

自給率を結果だけ上げようと思えば、これはよく話に出るんですけれども、あり得ない

話ですけれども、いきなり輸入を差し止めてしまう。国民は非常に困りますが、数字的に

はそれで自給率が上がるではないかと。計算上はもちろんそうなんですけれども、もちろ

ん我々が、あるいは基本法以来いろいろあった議論で意図しているのはそういうことでは

なくて、まさに藤岡委員ご指摘のとおり、担い手なり農地なり、そういう生産基盤がしっ

かりしていて、おいしい農産物が作られて、それを消費者の方々が選択する、その結果と
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して自給率が高まる、そういう姿こそが我々が求めていくものだということで、その点は

まさにおっしゃるとおりであります。

、 、先ほど食料の未来を描く戦略会議のメッセージをご紹介しましたけれども その中でも

担い手、農地、これだけ世界の食料需給がいろいろ言われている中で、国内の農業資源を

しっかりやっていくんだということも言われてございます。

結果的に自給率を上げていくためには、生産面での取組と消費面の取組両方が必要であ

るということで、この国民運動は、どちらかというと消費の面に働きかけていくというも

のでございます。

もちろん基本として、国産の農産物が消費者の方に「これおいしいね」と選んでいただ

けないようなものであれば、これはもう選んでいただけないのでこれはまずいということ

ですけれども、ただ、実際、今、一生懸命農家の方が作られているおいしい農産物がある

のに、その情報が消費者にうまく伝わっていないという部分はあると思うので、そういう

ところをしっかり宣伝していくということだと思います。

あとは、生産にかかわらない消費の問題として、先ほどちょっとだけ言及しましたけれ

ども、例えば油の摂り過ぎという状況があるとか、あるいは１家庭で年間80kgぐらいのた

、 、くさんの食べ残しが出ているとったところは 日本の農業の在り方は袖に置いたとしても

そのような食生活でいいのか、あるいは世界がこういう状況の中にある時に、金に飽かせ

てたくさん輸入をして、結局捨ててしまっているといったことでいいのかというのは、そ

れ自身としても１つ考えていかなければならない問題です。

、 、そういう面で もちろん生産面でのいろいろな取組は非常に大事でございますけれども

消費面でもやることはたくさんある。そういうことが相まって、結果として自給率が上が

っていくことを願っております。

今のご回答も踏まえて。○鈴木部会長

今までの委員会において、自給率を向上させるための国民的キャンペーン運○平田委員

動を展開するよう提案しました。今回、国家的取組みの運動として「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩ

ＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」を実施していただき、この成果を大きく評価いたします。

自給率向上は、生産者にとっても重要な課題ですが、消費者のほうがより切実な問題で

。 、 。 、す 食品の価格は 外国産の物には劣ることはいなめません 日本の農業を守るためには

外国でも行われているように、農業所得を確保するための緊急的な保護政策が必要となり

ます。しかし、消費者の皆さんからは 「農業ばかり補助金」といった声がでてまいりま、
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す。消費者の方々が、現在の世界や日本の食料事情や日本の農業・農村の実態がわからな

いことが最大の理由だと思います。このような誤解を払拭するためには、あらゆる機会を

とらえて情報発信すると共に、｢食育｣に関して今度のような「一大キャンペーン運動」を

継続して実行していただきたいと思います。

先日、内閣府が行った食に関する調査が新聞に掲載されていました。その結果は「国産

品を選ぶ 「安全性を重視する」が90％以上となっています。さらに 「食料の不足 「価」 、 」

格」への対応としては 「食べ残しをを減らす」というのが50％以上 「家庭で調理する」、 、

が上位をしめています。以上の点からも、今後一層「食育」を国民的運動として、展開す

べきだと考えます。

先般韓国で、ラムサール条約会議が開催されました。農水省では水田の有効活用につい

て二毛作の奨励、米粉利用、飼料米等多面的に水田の活用を検討しておられます。耕作放

棄田の復活、生物の多様性を育む面も含め、あわせて自給率を向上させていただくことを

熱望します。

現在、温暖化防止対策対策が重要課題となり、対策の一つとして「フードマイレージ」

を減らすことが必須事項となっています。特に加工食品は価格面や加工や貯蔵技術の発達

で大半を外国に依存しており、産地と消費地の距離が離れていく中で、今回の中国国内製

品の不正に見られるように「ブラックボックス化」しているところに大きな課題がありま

す。特に、加工食品についても、トレーサビリティーが明確に把握できる国内産の原料を

使ったものに移行できるよう政策透導すべきだと思います。

もう一点、以前からお願いしています。米粉の利用拡大についてお願いします。農水省

でも米粉の普及に力を入れておられ、以前より格段に多く米粉製品が出廻っています。私

も何度か米粉パンを食べましたが美味しいと思います。韓国のスーパーも米粉パンを多く

見かけました。日本では大半の製パンメーカーさんは、あまり製造しておられないように

見受けます。多分、価格面に課題があることは容易に想像できますが、仮に10％混入した

だけでも膨大な量になります。農水省から大手の製パンメーカーに積極的に働きかけてい

ただきたいと思います。

最後に、学校に於ける日本人の米飯給食が全国平均で週３回になったと聞きました。農

水省では週４回にするように啓蒙しておられますが、完全米飯給食を実施していただきた

いと思います。

１つは、ＭＡ米でございます。先回、このお話があった時に感覚的にご意見○松本委員
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を申し上げたんですけれども、あれからいろいろ思うんでありますけれども、この扱いの

抜本的見直しを、今、日本国として迫られている時ではないかとつくづく思うんですね。

ＭＡ米については、私ども素人といいますか、一般的には、政府の統一見解として「義務

的輸入だ」と仄聞するんですけれども、ＷＴＯ農業協定との関係について、いま一度検証

、 、といいますか これは国際交渉ですから大変ハードルの高い交渉でありましょうけれども

、 。 、これを検証して やはり取り扱いについて抜本的見直しをする時ではないか でなければ

いろいろやっても出口が見えないといいますか、もろもろの施策に引っかかるように思う

ので、そういうことを強くお願いしたいと思うんです。

当面いろいろ、新聞等を見ますと、ジュネーブでの交渉も再開されるという、そういう

、 、予断を許さない状況に至っているとお聞きするんでありますけれども とりわけ重要品目

米の低関税による輸入代償措置の拡大といいますか、こういうことについては最小限に抑

えるといいますか、強い姿勢で交渉に臨んでもらいたいということ。

併せまして、これの処理について、例えば食料不足国への人道的な食料援助とか、売却

といいますか、今は建前上、なかなか難しいと言われておるんですけれども、こういうこ

とについても果敢に交渉に乗せてもらいたい、こういう感じがします。

もう一点は、後ほどの農業白書関連でと思っていたんですが、今、平田委員からもあり

、 、ましたのでここで述べようと思うんですけれども やはり日本の農業の保護水準について

いろいろなところで議論がされます。実は鈴木部会長のご講演を聞かせていただく機会が

ありまして、いや、もう感銘したんです。是非日本の農業保護水準、特にこれから農業白

書を改めて作っていく時に、是非企画部会長のお知恵をお借りして、日本の農業が世界の

中にあって本当にきつい保護水準なのか、そういうことについてもっと冷静に分析して、

きちんと国民にお伝え願いたいと思います。

まず１点は、自給率の向上の問題です。資料２の31ページに、昭和40年度と○榧野委員

平成19年度のグラフが出ていて、比べてみると、やはり米がカロリーベースでの消費が相

当減っていることがよく分かります。それ以外にも、野菜も魚介類もみんな緑の部分が減

っているんですが、これを分けて考えれば、供給ベースと消費ベースと２つ問題があるの

かなと思います。

「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」というのは、消費者にいっぱい国産の食料を

食べてもらおうということだと思うんですね。それは非常に重要なことで、大いにやるべ

きだし、やって欲しいと思いますが、やはり消費者というか、国民に「これを食べろ」と
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指定するのはなかなか難しいわけで、強制できない。ただ、前年に比べて自給率が１％ア

ップしていますよね。これはやはり安全・安心の問題と価格の問題、２つあると思うんで

すね。安全なものを安く提供すれば消費者は国産品を選ぶようになるという証拠です。で

すから、その辺をまずしっかり提供していく。安全なものを安く作れば消費者はついてく

るだろう、そういうことだろうと思います。

もう一点は、人間に食べるものを指定することはできないけれども、家畜には強制でき

るということですよね。このグラフで畜産物の欄を見ますと、平成19年度はトータルの自

給率は68％なんですが、うち50％は輸入飼料に頼っている。この部分を、牛や豚に国産の

飼料を食べてもらえば、かなり自給率が改善することは目に見えているわけです。

それで今、何をしているかというと、農水省も飼料米とか飼料用作物の生産をいろいろ

奨励しているわけですが、これは本当に一生懸命やってもらいたいと心から願う次第であ

ります。一時、世界の飼料というのは物凄く上がったんですが、またちょっと今、下がっ

てきていて、せっかく始まった飼料の国産化が元に戻るのがちょっと心配だなという感じ

、 、 、はあるんですが その辺をうまく政策誘導というんでしょうか 多少補助金を使ってでも

その辺の自給率を高めるということに対する国民の理解は広がっているのではないかと私

は理解しております。水田がうまく利用されていないという状況もありますので、その辺

を絡めて、政策誘導をうまくやっていただきたいと思います。

もう一点は、例の事故米穀の問題なんですが、これは我々マスコミも随分いろいろ書き

まして、いまだに書いておりまして、さらに今月中にその対策が出るということで、また

注目されると思います。そういう時にまた私も発言するわけですが、今回は、単なる組織

いじりで終わらせてはならないということだけ言いたいと思います。

ＢＳＥの時にいろいろ問題があって、農水省は組織をいじったわけですね。消費安全局

ができたり、食品安全委員会が外部にできたんですが、またこういうことが起きてしまっ

たということを鑑みて、単に組織をいじっても、仏作って魂入れずではどうしようもない

ということですね。その辺の対策を是非しっかり打ち出していただきたいと思います。

事故米について、流れを見ていますと、食料以外に使う用途の見積もりとい○荒蒔委員

いますか、見当が、設定した時点ではバランスがとれていたのかもしれませんけれども、

社会の変化の中で大きく需要が変わっていくということを見詰めていなかったところが非

常に問題でして、やはり食料以外に使う需要の方の精査を毎年毎年ちゃんとやっていく必

要がある。
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もちろん、食料以外の用途というのがあるわけですから、そこは 「これでいいか」とい、

うことではなくて、そこのバランスだけは、これからもしっかり維持していく必要がある

のではないかと思います。

もう一点は自給率向上という点についてですけれども、これは今、ここで「ＦＯＯＤ Ａ

ＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ 、私もメンバーに入っているんですが、思うのは、まず、ここ」

でやろうとしているのは国民一人一人にそういう自覚というか、なるべくそういうものを

食べて日本全体をよくしようという意識をどれだけ持っていただけるかということが、こ

のアクションの一番大きなねらいであって、それ以外に行政的に、自給率を上げていくた

めのいろいろな手法は別な流れでサポートしていかないと、この運動だけに自給率向上を

かけてしまうのは極めて危険というか、十分ではないと思います。

ちょっと時間も押してきていますので、今、４人の委員からいただきまし○鈴木部会長

た質問、コメントにつきまして、もしお答えできる点があれば簡潔にお願いしたいと思い

ます。

まず、事故米穀の関係から、今のご指摘あるいはご質問にお答え○平尾総合食料局次長

させていただきます。

まず、榧野委員からお話がありました。今回の問題、単なる組織いじりだけに終わるな

よといったご指摘でございます。

それはまさに私どもも同感でございまして、先ほどの資料では、石破農林大臣の談話の

中でも、２ページでございますけれども、青枠で書いております。基本的には、私ども職

員一人一人が本当に消費者のことを真剣に考えて、食の安全を守るという意識を持って取

り組むことが大事でございます。そういう意味から、政策業務もそういう観点で抜本的に

見直さなければいけないということで、今、取り組んでいるわけでございます。

また、ここについては別途、業務改革チームというのを私どもの中で設立して、並行し

て検討を進めております。11月中には骨格を取りまとめて、ご議論いただく機会を得られ

るのではないかと思っておりますので、よろしくお願いします。

それからもう一つ、事故米穀に直接関連して、荒蒔委員からお話がありました。工業用

の糊原料等々の需要の見積もりが甘かったのではないかといったご指摘でございます。

確かに委員のご指摘の点は、私どもも今回、こういう事件が起こって実態を調査する中

で、本当に需要と我々の見積もりが合っていなかったことは深く反省しております。そう

いう意味から、今後、この事故米穀は流通させないことにはするわけでございますけれど
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も、事故米穀に限らず、いろいろな形で施策を展開するに当たって、現場の実情あるいは

ニーズをしっかり踏まえた施策あるいは米麦の販売をしなければいけないと思っておるわ

けでございます。

関連して、自給率のところで平田委員からお話があったわけでございますけれども、米

粉の利用拡大をもっとしろということ、あるいは榧野委員から、もっと飼料米を振興すべ

きではないかといったことでございました。

現在、我が国の水田、約６割で主食用の需要を満たせるということでございまして、あ

と４割を本当にきちんと有効に使うためにどういうことが必要かということで、大豆とか

麦とかの転作をやっていただいているわけでございますけれども、やはりどうしても米で

ないと作れないというところもございます。そういう意味から、米粉用、あるいは飼料用

、 。米の振興を図って そうした新規需要米の用途を拡大することは重要だと思っております

これは制度的な体制も整備して、あと予算、税制などの支援をして、米粉や飼料用米に

つきまして大企業も含めた取組を推進しようと思っておりますし、拡大を図っていこうと

考えております。

また、学校給食の件でございます。これは週３回という目標を掲げて取り組んでいるわ

けでございます。先般、文部科学省から発表があったわけでございますけれども、一応週

３回の目標を全国平均では達成したということでございます。今後、さらにそれを上げて

いくように、今、文部科学省と議論をさせていただいているわけでございまして、いずれ

にせよ、学校給食において、お子様方の食生活の中に米を中心とした食の在り方を定着さ

せていくという意味では、学校給食の果たす役割は重要だと思っておりますので、さらな

る増加、振興を図れるように取り組んでいきたいと思っております。

３人の委員の方々からご意見をいただきました。それぞれ○牛草食料安全保障課調査官

つながっているかと思います。

、 、消費者の方々に食べるものは強制できない まさに榧野委員のおっしゃるとおりでして

そこで荒蒔委員おっしゃるとおりに、国民一人一人がどれだけ自覚を持っていただけるか

がまさに大きなテーマだと考えています。その点で、我々が今、やっていこうとしている

ことは、１つは、その前に平田委員がおっしゃった食と農の距離が遠くなってしまってい

る、皆さん３度３度飯を食うわけですけれども、それが日本の農村のありようにもかかわ

っているんだということをどうやってうまく伝えていくかという話だと思います。

あと、この運動だけで自給率が上がるわけではないんだよというのは、まさにおっしゃ
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るとおりでして、先ほどの藤岡委員のご意見とも重なるわけですけれども、榧野委員がお

っしゃったとおり、供給面、消費面、その両方の問題にタックルしていって、先ほどの繰

り返しになりますけれども、結果として日本の農業が元気になって、消費者もおいしいも

のを選べて、結果として自給率が上がっていくということを目指したいと思います。

、 。○林田国際部審議官 松本委員から ＷＴＯ農業交渉についてのご意見をいただきました

先週の土曜日になりますが、15日に閉幕いたしました金融サミットでＧ20の首脳が集ま

りまして、いろいろな宣言を出しましたけれども、その項目の１つにＷＴＯドーハラウン

ド交渉に関するものが入っておりまして 「モダリティについて、本年中に合意に至るよう、

に努力する 「首脳は貿易大臣に対して、この目標の達成を指示する」といった表現でメッ」

セージが含まれました。これはＧ20の首脳からの強いメッセージだと理解しております。

、 、モダリティ合意の見通しにつきましては 現時点では確たることは申せませんけれども

このようなメッセージを踏まえますと、農業交渉の議論がさらに加速化されることは間違

いないと見ておりまして、私どもといたしましては、これまで同様ですが、交渉プロセス

に積極的に参加して、食料輸入国としての主張が最大限に反映されるように、全力を挙げ

て頑張っていきたいと考えております。

その他の点は、よろしいでしょうか。○鈴木部会長

先ほど松本委員からありました、農業保護水準の各国の比較を冷静に行って、日本の国

民の皆さんに、日本の農業は実は決して過保護ではないという点についてもご理解いただ

くような点について、いろいろな形で、白書等も含めていろいろな形でご検討いただけれ

ばという意見もございましたが、これはまたそういうことで、踏まえていただければと思

います。

榧野委員から、国民に「これを食べろ」というのはちょっと酷だという話が○古口委員

ありましたけれども、是非学校給食、もう一回増やすためには国産の米材の使用代100％助

成、このようなことも考えていただければありがたいと思います。

それから、道の駅、ありがとうございます。私は関東道の駅の会長をやっておりますの

で、こうやって道の駅をご利用いただくのは大変ありがたいことだと思っております。

コンビニ業界で言うと、今、道の駅は全国が１つになると第６位くらいの売上高を誇っ

ていますので、特に地産地消の地元の拠点ですから、是非ご利用いただきたい。３カ年計

画とありますが、２カ年計画くらいでやってもらっても大丈夫ですから、よろしくお願い

します。
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今の点も、貴重なご意見として。○鈴木部会長

総合食料局次長に確認したいんですが、ＭＡ米というのは輸入機会ですか、○藤岡委員

輸入義務ですか。

基本的には、輸入機会の提供となっております。ただ、一方、こ○平尾総合食料局次長

れは微妙なんですけれども、我が国は政府が全量の輸入を管理している国家貿易になって

いるわけでございます。そういう意味から 「輸入機会を提供する」ということは、ある意、

味では、国際的な約束をどういうふうな形で履行するかといったことが、政府自身が責任

を負っていくということで、枠を提供しながら政府が買わないとなりますと、やはり国際

的な問題になると思っております。

１つだけ、返答は結構ですから意見だけ言わせてください。○茂木委員

先ほど申し上げなかったのですが、このＭＡ米の導入につきましては、国内需給に影響

を与えないということで導入されたものでございます。是非ともこの点だけは重く受けと

めていただきたいと思います。

それから、自給率向上の国民運動でございますが、農水省では「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ

ＮＩＰＰＯＮ」を国民運動として立ち上げまして、2015年度に食料自給率45％の実現を、

始めていますが、この食料自給率向上会議で４年間取り組んできたことの総括を是非とも

含めながら、この先、進めていただければと思っておりますので、是非ともお願いいたし

ます。

では、これらのご意見を踏まえてご検討ください。○鈴木部会長

そういうことで 「時間が押していますので」と言いながら私が話すとまたあれなんです、

けれども、ＭＡ米の件については、今日も大変いろいろなご議論が出ています。また、Ｗ

ＴＯ交渉が大分加速化してきているという話もございましたが、そうしますと、代償措置

としてさらに50万トンを超えるようなＭＡ米を受け入れざるを得ない、130万トンとか150

万トンのＭＡ米を全量義務として入れなければいけないといったことになりますと、大変

厳しい状況でございますので、輸入機会なのか、義務なのかという議論も今日は大分行わ

れましたが、国際的に見ても、国家貿易であっても全量入れていない例もあるという指摘

も今日はあったかと思います。その辺りも踏まえて、この問題を日本としてどんなふうに

取り扱うか、非常に厳しい選択に迫られていると思いますが、よくご議論いただければと

思います。

「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」につきましては、先ほどアンケート調査の結
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果で、９割の方が高くても国産を買うと答えているけれども、自給率が40％なんですが、

大分嘘をついておられるという意味で、精神論ではだめな面もございますので、まさに経

済的インセンティブとしてこれを買えば何かメリットがある。そういう意味で、ポイント

制みたいな議論は非常に重要かと思いますので、その辺りを拡充して、実際に動くような

インセンティブを高めていただくことを今回、検討いただいていますが、さらにそういう

点を充実していただければと思います。

すみません、次にいきます。

それでは、白書の方に移りたいと思います。

まず、白書の施策編の構成について情報評価課長からご説明いただきます。

その際の参考として、現状と課題について説明いただいて、それから施策の構成案、施

策のポイントの農林水産関連の部分についてご説明いただきます。その後、関係各府省さ

んから順次ご説明いただきまして、その後、意見交換ということで、大変時間が押してい

ますので、私の不手際で申しわけないんですが、説明はできる限り簡潔にお願い申し上げ

ます。

私からは、資料３が本日ご議論いただきたい施策の構成案でござ○佐々木情報評価課長

いますけれども、その後ろに資料３の参考１と参考２という資料がございますので、これ

らにつきましてもご覧いただきながらご説明申し上げます。

まず、参考１でございます。食料・農業・農村の現状と課題ということで、最近の動向

を整理しております。

表紙を開けていただきますと目次がございまして、ここで構成を俯瞰していただきたい

と存じます。

冒頭に、例年のことでございますが、トピックスとして、今回は事故米穀の不正規流通

問題への対応を取り上げたいと思っております。

次いで第２章が特集章でございまして、今回は「水田等の有効利用を通じた食料供給力

の強化に向けて」と題して、国際価格の動向でありますとか国産農産物の消費、需要に応

じた生産の展開等々について整理したいと考えております。

第３章からが、食料・農業・農村の各論でございます。

食料・農業・農村毎に、それぞれご覧いただいたような項目を掲げて整理したいと思っ

ております。

具体的な中身が、１ページからでございます。
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まず、１ページ、２ページはトピックスでございまして、先ほど来ご議論いただいてお

ります事故米穀の関係でございますので、説明は省略させていただきます。

３ページからでございますが、特集章に関する動向でございます。このページにおきま

しては、原油価格の動向でありますとかその影響について整理いたしております。

左側が国際価格の動向、年初には市場最高値を更新いたしましたけれども、現在は下が

っております。しかしながら、それ以前、高騰前に比べるとまだ高い水準にあるというこ

とでございます。

右側は食料消費支出の動向でございまして、外食、調理食品への支出が減少していると

いった動向等をご紹介いたしております。

次いで５ページ、６ページでございますけれども、生産資材の価格高騰などが経営に与

えた影響と対応を整理いたしております。

５ページでは、資材価格等の動向をご紹介し、２年前に比べて1.5倍とか1.6倍といった

高騰が起きていることをご紹介しております。

右側は、経営への影響と対策についてでございまして、施設園芸では高熱動力費の割合

が高い、畜産ではエサの割合が高いといったことで、深刻な影響が出ておりますので、原

油高騰対策とか、あるいは畜産経営に対する緊急支援対策などが決定されているところで

ございます。

７ページからでございます。国産農産物の消費の拡大と需要に応じた生産の展開という

ことでございまして、まず、食料自給率が低下してきた原因をなぞっております。

そして８ページにおきましては、先ほどご説明申し上げました自給率向上に向けた取組

等々をご紹介しております。

下段の方に水田農業の在り方というこで、約４割が米以外の作物が作付されている部分

でございまして、これをいかに有効活用していくかが課題であるという旨を整理しており

ます。

９ページでございます。米粉を含む米の消費拡大の推進ということで、まず、９ページ

で米の消費の動向を整理した上で、2007年度は0.4キログラム増加しているといった動きな

どをご紹介した上で、10ページにおきまして、米粉利用の推進状況等をご紹介いたしてお

ります。価格面での課題などがあるわけでございますけれども、今後、様々な取組を加速

していく必要があると考えております。

11ページでございます。先ほども話題になりました飼料自給率の問題でございます。輸
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入価格は高騰しておりますので、輸入に依存した体制から、国産飼料に立脚した畜産の確

立が重要であると提起いたしております。

12ページにおきましては、水田の有効活用の側面からも、稲発酵粗飼の関係であります

とか、そういった事柄を普及拡大していく必要があるといったことを訴えております。

13ページからは、食料・農業・農村の各論を述べている部分でございます。

まず、このページからが食料関係でございまして、世界の食料事情に加えまして、我が

国の農産物輸入が特定の国に依存している構造にあるといったことなどをご紹介いたして

おります。

14ページは、ＷＴＯ農業交渉、ＦＴＡ／ＥＰＡ交渉の状況でございます。

続きまして、15ページでございます。食料自給力・自給率の向上に向けた取組というこ

とでございまして、このページにおきましては、食育、地産地消の推進状況、さらに、16

ページにおきましては食料産業の取組、この中では、食品リサイクル法の改正を受けた、

食品リサイクルループの構築に向けた取組などについてもご紹介をいたしております。

17ページからは、食の安全と消費者の信頼の確保に関する記述でございます。

生産から食卓までを通じた安全の確保の徹底が必要であって、リスク管理が重要である

といった点を訴えております。

18ページにおきましては、昨年末以来発生した様々な事案がございますので、これの原

因究明と再発防止が急務であるといった旨等々を述べておるところでございます。

下段は、消費者庁関係の動向を記述しているところでございます。

19ページからは、農業関係でございます。まず農業経済の動向を整理した上で、さらに

新規就農等の動向をご紹介いたしております。相談活動や実践的な研修などによって、多

様な就農ルートによる新規就農を促進していく必要があるということでございます。

20ページにおきましては、女性農業者の参画促進に向けた取組と、外国人の研修生など

の動向についてご紹介いたしております。

21ページからは、担い手の育成確保と農地の有効利用の促進についてご紹介をいたして

おります。

まず21ページにおきましては、担い手の育成確保の取組として、認定農業者の数である

とか集落営農、農業生産法人の動向をご紹介しております。

下段では、水田・畑作経営所得安定対策の取組を紹介しております。昨年に比べて16％

申請が増加している状況でございます。
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22ページにおきましては、農地の関係でございまして、上段にございますように、耕地

面積が463万ヘクタール弱になっております。そのうち担い手が経営する部分は約４割を占

めているという状況でございます。

23ページをご覧いただきますと、耕作放棄地の問題でございます。

2005年時点で39万ヘクタール弱に増加しているわけでございまして、その発生防止と解

消を図ることが喫緊の課題であるということでございます。

農業生産の最も基礎的な要素でございます農地を確保して、有効利用を進めていくため

に、農地政策の改革を計画的に進行していくこととしております。

24ページは、麦・大豆、野菜・果実等々、それぞれの作物毎の動向をご紹介しておりま

す。

25ページにおきましては、農業の高付加価値化等に向けた取組ということで、まず、こ

のページでは輸出促進の動向をご紹介しております。本年に入りましてから、農産物の輸

出は伸びている一方で、水産物の輸出が減少していることなどによりまして、前年同期の

比率では5.4％増と相なっております。

26ページにおきましては、知的財産の戦略的な創造・保護・活動の取組をご紹介し、さ

らに下段におきましては、研究・技術開発を加速化していく必要があるということを述べ

ているところでございます。

27ページは、資源・環境対策の推進ということで、本年７月に改訂いたしました戦略に

基づきまして、各般の取組を強化していくことといたしております。

下段の方では、省ＣＯ 効果の高い取組により生産された農水産物を消費者の選択に資２

するように、表示の在り方などを検討していくといったことなどを記述しているところで

ございます。

28ページにおきましてはバイオマスの関係でございまして、ソフトセルロース系原料か

らの製造実証事業等々についてご紹介しているところでございます。

29ページからは、農村政策の関係でございます。まず農村と農業集落の現状について整

理した上で、鳥獣被害の現状と対策について述べております。本年２月から施行されまし

た新たな法制度に基づきまして、市町村が主体的に対策に取り組むことが可能となってい

るわけでございます。

30ページにおきましては、資源の保全・向上に向けた取組について記述いたしておりま

す。
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農地、農業用水などの資源が適切に管理されることが、農業の多面的機能発揮の前提で

あるということでございます。

本年度の農地・水・環境保全向上対策の取組は、前年に比べて組織数、面積ともに増加

している状況でございます。

31ページは、中山間地域の動向についてご紹介いたしております。

2000年から生産条件の不利を補正する対策を開始しておりまして、耕作放棄の発生防止

に一定の効果が見られておりますし、自治体からも「効果あり」と評価していただいてい

る状況でございます。

32ページは「農商工連携等を通じた農村経済の活性化」というタイトルで、地域の基幹

産業である食品産業等と農林水産業の連携を強化していくことの必要性なりを訴えている

ところでございます。

、 。雇用の創出や 地域全体の所得向上に結びつくことを期待しているところでございます

33ページは、共生・対流の促進を通じた農村地域の活性化ということでございます。こ

のページにおきましては、都市農業の重要性をまず整理した上で、下段の方では、2008年

度から始まった子ども農山漁村交流プロジェクトの状況等についてもご紹介いたしており

ます。

34ページにおきましては、グリーンツーリズムが拡大しているといった動向等々をご紹

介しているところでございます。

以上、現状と課題を参照していただきました上で、資料３をざっと眺めていただきます

と、表紙を開けていただきますと、構成案が掲げてございます。ⅠからⅢまでが食料政策

の関係でございます。冒頭、Ⅰのところに、昨今の世界の食料事情等を踏まえますれば、

まさにこれまでもご議論ございました食料供給力を強化していくことが大事だということ

で、供給力を構成する各要素についての施策を記述していこうということで、冒頭にこう

いう項目を掲げてございます。

、 、 、Ⅳは農業に関する施策 Ⅴは農村に関する施策 Ⅵ以降がその他の施策でございまして

国際交渉への取組、団体への再編整備に関する施策、その他の取組等々で整理してまいり

たいと考えております。

こういった構成を前提として主要な施策を当てはめてみたものが、資料３の参考２でご

ざいます。

大変駆け足で恐縮でございますが、表紙を開けていただきますと、まず最初に、食料供
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給力の強化に関する施策ということで 「１ 基本的考え方」のところをご覧いただきます、

と、食料の安定供給を確保するためには、農地・農業用水、農業者、技術といった食料供

、 、給力を構成する個々の要素につき現状を分析し 実効ある施策を講じることが必要であり

その結果として自給率が向上していくのであるという基本的な考え方を記述しているとこ

ろでございます。

以下、各要素毎の施策を、まず２番では生産基盤の関係、３番では担い手の関係、これ

は２ページでございます。３ページからは、技術開発の関係等々を整理して記述したいと

考えております。

続いて５ページからは、食料自給力・自給率向上に向けた消費及び生産に関する施策と

いうことで、まず１番目に、自給力・自給率の向上に向けて重点的に取り組むべき事項と

して、消費面のものを掲げてございます。先ほどご報告申し上げました「ＦＯＯＤ ＡＣＴ

ＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」等々を初めとして、食育、地産地消、食品ロスの削減に向けた取組

までご紹介しております。それから農業生産面の取組、さらに、生産努力目標の実現に向

けた施策が６ページからございます。

そして８ページからは、食料の安定供給の確保に関する施策でございます。

１つ目が、まずもって食の安全及び消費者の信頼の確保という観点でございます。

このページから次の９ページにわたって記述いたしておりますけれども、事故米の関係

で講じられていくことになるものにつきましても、この項目等々の中に適宜盛り込んでま

いりたいと考えております。

９ページからは、食育の推進、地産地消の推進、10ページにおきましては、６番に「世

界の食料事情の多角的分析と国民全体での認識の共有」という項目を掲げまして、関連す

る施策をご紹介してまいりたいと思っております。

12ページからは、農業の持続的な発展に関する施策ということで、担い手の育成関係か

ら始まりまして、人材の育成・確保、女性の参画の促進、13ページにおきましては農地関

係、それから経営安定対策の確立ということで、この項におきましては水田・畑作経営所

得安定対策の着実な推進を初めとしまして、原油価格の高騰対策等々についても整理して

まいりたいと思っております。

14ページは、多様な取組の促進、それから基礎となる条件の整備等について整理してま

いりたいと思っております。

続きまして、15ページにおきましては、生産基盤の整備に加えまして自然・環境対策の
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推進についてもこの中で整理してまいりたいと思っております。有機農業の振興の核とな

るモデルタウンの育成などについても言及してまいりたいと思っております。

そういった項目が16ページまで続きまして、17ページからは、農村の振興に関する施策

でございます。地域資源の保全管理政策の推進から始まりまして、２番では農村経済の活

性化について取りまとめたいと思っております。18ページにございます農商工連携の推進

まで、雇用の確保等に結びつく対策を整理して、記述してまいりたいと思っております。

19ページまで農村政策の関係が続いております。

20ページにおきましては、国際交渉への取組、団体の再編整備に関する施策を整理して

ご紹介したいと思っております。

そして21ページ、22ページにおきましては、その他の項目といたしまして、施策の工程

管理等々につきまして記述し、整理してまいりたいと思っております。

引き続きまして関連府省からということで、まず、内閣府食育推進室から○鈴木部会長

ご説明をお願いします。

内閣府食育推進室でございます。○内閣府食育推進室参事官補佐

引き続きまして、資料23ページでございます。

内閣府の方では、食育といたしまして、国民運動としての食育を推進してまいります。

、 、 、 、 、食育基本法 食育推進基本計画に基づきまして 関係府省様と連携しながら 家庭 学校

地域等、様々な場面で様々な主体が取組をするような国民運動として、食育を推進してま

いりたいと考えております。

毎年６月が食育月間でございまして、来年の６月でございますが、第４回の食育推進全

国大会を島根県松江市で開催いたします。

この他、食育推進評価専門委員会で取組をレビューしてまいりますとともに、食育に関

する意識調査、海外の事例研究などの政策研究等を行ってまいります。

引き続きまして、食品安全委員会事務局で○内閣府食品安全委員会事務局総務課長補佐

ございます。

資料は24ページでございます。

食の安全と消費者の信頼の確保に関して施策を挙げさせていただいております。

食品安全委員会は、農林水産省、厚生労働省との役割分担の下、食品の安全性の確保に

取り組んでおるところでございますけれども、その中で食品安全委員会は、農薬等食品に

含まれる物質が人の健康に与える影響を科学的に評価するというリスク評価を担当してお
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りまして、そのリスク評価に基づいて、農林水産省、厚生労働省が基準の設定等のリスク

管理を行うという役割分担になっております。

このリスク評価につきましては、資料にありますとおり、科学的知見に基づきまして客

観的かつ中立公正に実施していくということでございます。

また、リスク評価と並ぶ食品安全委員会の大きな役割でありますリスクコミュニケーシ

、 、ョンにつきましては ホームページ等による情報提供や意見交換会の開催等に加えまして

、地域におけるリスクコミュニケーションの担い手の育成をするための講座を開催するなど

積極的に推進することとしております。

文部科学省でございます。文部科学省関連の○文部科学省生涯学習政策局政策課長補佐

主な施策について、ご説明いたします。

資料25ページをご覧ください。

まず、食料の安定供給の確保に関する施策のうち、望ましい食生活の実現に向けた食育

の推進といたしまして 「早寝早起き朝ごはん」国民運動の一層の推進を掲げております。、

この国民運動は、早寝早起きや朝食をとるなど、子どもの望ましい基本的な生活習慣を育

成するために平成18年度から展開しております。平成21年度におきましても、子どもの生

活リズムの乱れについて指摘されていることから、朝食摂取を含めた基本的な生活習慣づ

くりに向けて取り組んでまいりたいと考えております。

次に、農業の持続的な発展に関する施策のうち、人材の育成・確保といたしまして、専

門高校における将来の専門的職業人の育成に取り組んでおります。専門高校が大学や研究

機関等との連携を通じまして、地域のニーズに応じた特色ある教育を行う取組を支援しま

す「目指せスペシャリスト」や、専門高校と地域産業界が連携して地域産業を担う専門的

職業人を育成するための取組を農林水産省と共同して支援します「地域産業の担い手育成

プロジェクト」などの着実な実施によりまして、引き続き将来の農業分野の専門的職業人

の育成と、専門高校の活性化に努めてまいります。

続きまして、農村の振興に関する施策の、都市と農村の共生・対流と多様な主体の参画

の促進といたしまして、農山漁村での長期宿泊体験活動の実施に取り組んでおります。平

成20年度から農林水産省、総務省と連携いたしまして、子ども農山漁村交流プロジェクト

を実施しております。平成21年度におきましても、引き続き小学校における農山漁村での

長期宿泊体験活動を推進してまいりたいと考えております。

厚生労働省でございます。○厚生労働省企画情報課企画官
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26ページでございます。

まず、食品衛生法に基づく基準の作成等の推進といたしまして、食品添加物につきまし

ては、平成７年の食品衛生法の改正以来、順次行っております既存添加物、残り35項目と

なっておりますが、その安全評価を進めるとともに、国際的に安全性が確認され、汎用さ

れている食品添加物につきましては、国が主体的に指定に向けた検討を実施することとし

ております。

また、残留農薬につきましては、ポジティブリスト制度創設時に国際基準を参考にして

新たな残留基準を設定いたしました758項目について、基準値の見直しを進めるとともに、

新たに登録等の申請があった農薬等につきましては、残留農薬基準の設定を進めることと

いたしております。

また、加工食品中の残留農薬等の分析手法の開発を進めることによりまして、ポジティ

ブリスト制度の適切かつ円滑な実施に努めてまいります。

また、健康への影響が懸念される食品中の重金属等の汚染物質につきましては、引き続

き都道府県を通じて各食品別の濃度や摂取量など現状把握に努めるとともに、安全の検証

を推進いたしまして、必要なものにつきましては規格基準の策定を行ってまいります。

、 、 、次に 消費者等への情報提供でございますが リスクコミュニケーションということで

消費者との意見交換あるいは現地視察ということで、リスクコミュニケーションを引き続

き実施してまいります。また、その手法についても適切に評価を進めてまいりたいと考え

ております。

また、昨今問題になっております輸入食品の安全対策につきましては、まず、輸入食品

、 、 、への安全対策の強化といたしまして 検疫所における輸入食品の監視体制の充実 重点的

効果的な検査の実施のための毎年度の食品監視、衛生指導の指導計画の策定、検疫所によ

る輸入者に対する自主的な衛生管理に関する指導、必要に応じた二国間協議や現地調査を

通じた輸出国に対する衛生対策の推進などを通じまして、輸入品の安全確保に努めてまい

ることにしております。

また、食肉の安全性につきましては、危険部位の除去、焼却、ＢＳＥ検査、またピッシ

ングの中止を進めるため、設備整備など、都道府県の取組に対する必要な支援を引き続き

実施してまいります。

また、食中毒につきましては、今年４月の冷凍ギョウザの事件を踏まえまして、食中毒

の発生及びその拡大を防止するため、今年実施いたしました国・都道府県食品等事業者に
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関する報告ルールの見直しを徹底するとともに、情報共有システムの改善について進める

ことにしております。

また、いわゆる健康食品につきましては、健康被害を防止するために、原材料の安全性

の確保、製造工程の安全性確保、第三者が認証するシステムを民間の主導により導入する

こととしております。

また、食品安全に関する研究の推進につきましては、食品の安全に関する技術開発、安

全管理の高度化及びリスク解明のための研究等につきまして、引き続き推進に努めること

としております。

経済産業省でございます。○経済産業省地域経済産業政策課長

27ページをお願いします。

農村経済の活性化に資する施策として、農商工連携推進施策を実施することといたして

おります。

本年、農商工連携関連２法が施行されまして、９月には全国69件の事業計画を認定いた

しました。５年で500件以上の事業認定を目標に、現在、取り組んでいるところでございま

す。

また、農商工連携に関する技術開発あるいはＩＴを活用した販路開拓支援など、幅広い

取組を農林水産省さんとともに実施しているところでございます。

さらに、農商工連携の取組を広く普及するために、全国各ブロックに国、自治体、各種

支援機関から成る農商工連携協議会を設置しまして、フォーラムの開催、あるいはビジネ

スマッチングフェアなどを開催しておりますけれども、今年全国316カ所に設けました地域

力連携拠点なども活用しながら、新たな農商工連携事業の発掘等に取り組んでいきたいと

考えております。

国土交通省でございます。○国土交通省都市・地域整備局地方振興課長

28ページからでございます。

まず、農村の持続的な発展に関する施策ということで、下水道汚泥等を利用しましたバ

イオマスの利活用を推進してまいりたいと考えております。

それから、農村の振興に関する施策の中で、まず地域資源の保全管理ということで、河

川の自然再生、あるいは魚がすみやすい川づくりを進めてまいりたいと考えております。

それから、農村経済の活性化ということで、道路ネットワークの整備と農産物の輸送を

させるための港湾の整備を進めてまいります。



- 34 -

次に、29ページでございますが、都市と農山村の共生・対流という観点から、まず今年

度、施行されました観光圏整備法などを活用いたしまして、いわゆる滞在型の観光圏の整

備を農林水産省等と一緒に進めてまいりたいと考えております。

それから、道の駅、それからサービスエリア、パーキングエリア等の整備を進めてまい

ります。

それから、下の方にございますけれども、水辺の活用ということで、水辺空間の整備、

あるいは歴史的な砂防施設を活用した観光施設、周辺整備をするといったことも進めてま

いります。

それから、快適で安全な暮らしの実現ということで、30ページになりますけれども、例

えばバス事業者に対する所要の補助によるバス路線の確保といったこと、それから、光フ

ァイバー網の整備、それから魅力ある住宅の供給ということ、それから、下半分は防災対

策でございまして、橋梁の耐震化、あるいは道路の除雪対策、それから土砂災害防止の観

点から、重点的に危険箇所の整備を進めていくということを行ってまいります。

31ページ、最後になりますけれども、温暖化に伴いまして大規模な洪水被害が予想され

ますので、従来の河川の改修に加えまして、貯留施設などの整備も含めて、総合的な治水

対策を推進してまいりたいと考えております。

環境省でございますが、32ページをご覧く○環境省地球環境局地球温暖化対策課調整官

ださい。

まず、バイオマスのエネルギー利用推進等でございますが、輸送用バイオマス燃料につ

きまして、Ｅ３などについて、沖縄県宮古島などにおける大規模導入を推進してまいりま

す。

それから、Ｅ10のような高濃度利用も含めまして、食料と競合しない多様なバイオマス

エネルギーの利用促進に係る施策を積極的に展開してまいります。

また、下の段ですが、浄化槽というのは非常に経済性が有利でございまして、人口密度

、 、の少ない所などで特に導入が図られるべきだと思っておりますが 汚水処理施設の効率的

効果的な整備を図るとともに、循環型社会の形成を推進するために、水循環に資する浄化

槽整備をより一層促進してまいります。

それでは、既に予定の時間がかなり迫っておるんですが、少し質疑をさせ○鈴木部会長

ていただきたいと思います。

私からは、今、全国でフィールドワークを行っている観点から、動機づけと○玉沖委員
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いうアプローチを是非考えていただきたいと思っております。

それについて簡単に３点、述べさせていただきます。

まず、観光地で、直接消費者が材料を見て購入しないという観光地において、国産品や

地産地消の推進の実験を行いました。私どもの研究所でいろいろなモデル地域を選んで、

課題解決策をこちらの研究費用で行う事業があるんですけれども、それをある温泉地で、

地産地消という観点で観光地での食事の提供の実験を行いました。

県と役場と観光地の関係者の皆さんと進めていったんですけれども、最初、地域の皆さ

んに地産地消とお伝えしても 「私たち宿にできることは何なんでしょうか」とか「観光と、

地産地消はどういう関係があるんでしょうか」という回答だったんですが、直接観光地に

とってのメリットを提示し直すと、とても行動が早く、とてもいい観光客の満足度も得ら

れまして、今後、定点観測を続けていくんですけれども、動きが早かったです。

その時に、観光地には地産地消というアプローチを 「お客さんの満足度が上がればお客、

さんが増えますよ」と置き換えるといい成果が出て、結果「これが地産地消に参加すると

いう意味なんですね」という結果になりました。

２点目ですが、是非この白書の事例紹介の仕方で、どういう課題がどんな取組で解決で

きて、どういういいことがあったのかという記述も加えていただきたいと思います。直接

何かの政策課題や、最後にこういういい成果が上がったというのでは、なかなか地域の動

機づけにつながらないと考えております。

最後３点目ですが 「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」について。ちょっと前段、

の話題に戻らせていただきますが、他方向からのアプローチで非常によい事業だと思って

おりますが、一般消費者への呼びかけにおいて 「食の未来」と言われると少し遠い気がし、

ます。これも動機づけのアプローチを少し変えていただいて、直接自分とどう関係がある

のか。例えば、マクロビオティックという食事法だったら「身近なものを食べて健康に」

などというアプローチがありますので、そういう直接消費者にメリットのあるアプローチ

ということも加えてはいかがかと感じました。

以上、回答は結構でございます。

私も今のご意見の補足的な意見です。○森野委員

「ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ」を進めるに当たって、やはり重要なのは国民

一人一人から見て、日本の食料自給がどうなっているかをもう少し分かりやすく示すこと

が重要だろうと思います。そういう意味では、今日、ご説明の10ページの６に「世界の食
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料事情の多角的分析と国民全体での認識の共有」という項目が掲げてありますが、この辺

りを少し分かりやすく、是非掘り下げていっていただければと思います。

それから、国民運動を進める上で、ある程度期間を決めて「何年間でこのぐらいやるん

だ」というふうに進めた方が、めり張りがはっきりしていいのかなと思います。

それから、こういうキャンペーンはなかなか効果が評価しにくいものですから、逆に期

間をきちっと定めておくことが重要かなと思います。

他の委員の皆さん、先ほど既にご発言いただいていますが、今の白書の関○鈴木部会長

係の説明も含めて、さらに「これは」という点がございましたら。

先日、新聞に農政局を廃止する旨の記事が掲載されていました。多分、思い○平田委員

、 、 。つきの発言か 勘違いと思われますが 本気で発言されたとすればとんでもないことです

、 、 、 、 、全国に農政局は７ヶ所にあると思いますが 北海道と九州を比べても 当然 気候 土壌

地形、文化も全く異なり、農作物、農業形態も違います。拠点拠点での根細かい農業施策

が必要となります。地方の農業、農村の振興をはかるためには、地方の意向を十分に反映

させる拠点は必要不可欠です。日本の農政の基本指針は国で定め、国の方針に従って地方

の実情に応じて担当地域において滞りなく実行させる役割を担う農政局の役割は大きいと

思います。

なお、お願いしておりました補助金の申請については、事務量が以前の半分程度に簡素

化され大変喜ばれています。さらに簡素化していただき、成果を評価する形に変更してい

ただければと思います。

一方、国をあげて地方を活性化する趣旨から「農商工連携」ということで、農水省、産

経省、国交省、総務省、文科省に係わっていただき、横断的な対応にとても感謝していま

す。願わくば 「観光庁」のように 「地方活性化庁」といったプロジェクトチームとし、 、

て対応していただければより大きな成果がスピーディーにできるのではと思っています。

現在、日本の農村地域は経済発展を優先した結果としては少子高齢化の最先端を走って

いる国だと思います。開発途上国も1/2～1/3世紀遅れて同じ道をたどると予想されていま

す。日本がこれから持続可能な循環型社会を構築して、バランスのとれた都市と農村を構

築する「大プロジェクト」に成功すれば、後続する国に多くのノウハウを提供するという

国際貢献ができると思います。この実験を国をあげて成功させ、将来90億人ともいわれる

世界の食料供給を賄うことができれば、世界の平和に役立つと思います。

現在、地方へのＵターン、Ｉターンが農業への異業種参入が増えています。農村にとっ
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ては「ありがたい」ことですが、現実に成功するのは極めて難しいように思います。そこ

で、新しく農業参入される皆さんをサポートするスタッフ（アドバイザー）なりブレイン

が必要ですし、ある程度、国の施策として型を整える必要があると思います。人材育成と

絡めてご検討いただきたいと思います。

もう一点、ＣＯ の排出取引についておたずねします。すでに、検討中だとは思います２

が、農村部における取引をどのようなスキームで行うのか現段階での考えを教えていただ

きたいと思います。

それと、中国産の食品の不正が発覚して以来、我国の牛乳や食肉が昨年の5～10倍で輸

出されています。日本の食品の安心・安全が支持されての現象と思います。日本農業の生

きる道は、安心･安全な食料の生産であり、持続可能な循環型農業を確立することが最重

要課題であります。そのためには自然の生態系を壊さないために、エコファーマー、ＧＡ

Ｐ、有機ＪＡＳ、生産者の育成と技術開発に全力を注いでいただきたいと思います。少な

くとも、有機商品が欧米以上のシェアを占めるよう努力していただきたいと思います。

最後に、若者が農業に就農しない最大の要因は「安定した所得」が確保できないからで

。 、 、 、 。す 農業の所得には気象 資材費等 価格の変動等多くの要因が絡み 極めて不安定です

しかし、どのような条件であっても、家族が生活でる所得がある程度保証されていないと

その産業はいずれ衰退します。食料は他の商品と異なり、日本人の命に係わる商品である

が故に、国としての責務は大きいと思います。災害時の完全保償、標準的生産量を確保し

た場合の価格の保償、農業の多面的機能に貢献したことによる対価の保障等により、安心

して農業に勤しめる農政をお願いしたいと思います。

さらに、量販店で玉子、牛乳、豆腐等が目玉商品になっています。この行為は、最終的

には生産者に犠牲を強いることになり、食料品を目玉商品にすること事態、それを生産し

た生産者や動物への冒涜といっても過言ではありません。適正な価格で販売するよう指導

していただきたいと思います。

まず、今回、中山間地域の産業の振興による就業機会の増大を入れていただ○古口委員

いたのは、大変ありがたいと思っています。

ところで、小学生の農山漁村の長期宿泊体験、これが大変好評だという話を聞いていま

、 、 、 、すので 是非今後も進めていただきたいとともに 前から私 言っているんですけれども

いわゆる大学生、私は「農学共同」と呼んでいるんですが、実はうちの町でも今年も大学

生を受け入れて、それは保育学科の生徒さんなんですが、体験後の感想が 「自分たちが社、
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会に出て保育園に、あるいは幼稚園に就職した時に、子供たちに命の大切さ、それから農

業の大切さを教えるのに大変役に立ちました」という、本当にうれしい手紙をいただきま

した。私は大学生ももっと農村に、学科として、学校を通じて来ていただけるような政策

を入れていただければありがたいと思います。

最後に１つだけ。先ほどもお話ししましたけれども、今後の米の生産調整について一体

どうするのか。これをやらなければならないことは分かっているんですけれども、現場で

は本当に悲痛な声が上がってきています。40％、あるいは今後、多分45％くらいの生産調

整の割り当てとなると思うんですが、どうも一生懸命やってきた正直者がなかなか日の目

を見られない。

、 、それはいろいろな原因があると思うんですけれども 生産者に様々な規制をかけながら

これは先ほどの繰り返しになってしまうんですが、販売業者への規制がかかっていないと

いうところにも問題があると言わざるを得ません。

さらに今回、今まで中山間地は転作のしようがなかった。それがここに来て飼料米とか

米粉への利用ということで、これについては大変な期待を持っています。私どもも積極的

に、行政として取り組んでいければなと考えておりますので、是非国の方でもこの辺りの

後押しをお願いしたいと思っております。

農地はいろんなところで国内農業生産の基本的な基盤です。議論にもなって○松本委員

いるんですが、この総量確保は当然国の責任だと思うんですね。その上で、それを踏まえ

て、道州制の問題も先々あるんでしょうけれども、県段階とか市町村段階、それぞれの段

階での確保目標を位置付けないと、絵にかいたもちになるのではなかろうかと思うんです

ね。

その場合にちょっと気になりますのは、現在、農水省が発表されております耕地面積統

計等、これは高度な統計手法を使って算出されているんでしょうけれども、いずれにしろ

サンプル調査なんですね。今、全市町村でいわゆる耕作放棄地、１筆調査を今、現場で汗

を流していただいている状況ですけれども、そういう結果等も踏まえて、本当に正確な国

、 。内の農地面積はいかほどか こういうことを考えなければいかん時ではないかと思います

もう一つは、農地の相続。この実態も、これはなかなか大事でありまして、多分詳らか

な状況は把握できていないということであります。先々のことを考えますと、こういう点

についても今から準備をするということではなかろうかと思います。

もう一点、突飛な話なんですが、中山間対策の交付金がございますね。これは予算補助
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といいますか、補助金で対応しているということで見直しも予定されているんですけれど

も、一定の定着もしておりますし、この際 石破大臣が何か話されたんですか 恒久─ ─

的な制度、法整備も含めて、こういうことを考える時ではないかと思います。

もう一つ付け加えますけれども、今日は古口委員おられますけれども、何せ市町村、回

りますと合併等もございまして、地方の行政の農業部門は、金も人も大変苦戦しておられ

るようですね。そういう中で、国の農政をどういうふうにつないでいくかが大きな課題に

なるんでありますが、突飛なことを言うんでありますけれども、地方の農業予算、現場の

農業予算、活動費が充足されるという観点から、例えば今、地方交付税交付金が拡充でき

ればいいんですけれども、人口ですね、積算基礎は。こういうものに将来を見通して、例

えば農地面積とか森林面積とか、こういうものを入れ込んでいく、そういう長期戦略の検

討も必要ではないかと思います。

ありがとうございます。○古口委員

白書の中で、農水省以外の各省庁のいくつかのテーマがずっと挙げられてい○荒蒔委員

、 、 、るんですけれども この中で一番大事なのは １つの省庁と農水省という形で捉えないで

例えば国土交通省の道の駅みたいなものと文部科学省の農山村での教育だとか、そういう

、 、 、ものは全部関連してくるので それぞれの複数の ２以上の複数の省庁間でのテーマ化を

この白書の考え方の中に、精神条項でもいいんですけれども、ちょっと入れておいた方が

いいのではないか。

というのは、一つ一つみんな必要なことだし、立派なことだと思うんですが、どうして

も縦、縦、縦の流れになって、本来だったらこれが丸くつながった時に一番効果が出てく

るということが十分ありますので、それを是非アクションの中で、そういうことができる

ようにしていただければなという要望です。

この構成案の上の段にも「金融措置」という言葉が出ていますが、私は、農○藤岡委員

業金融ということに対して１つだけ、あまりこの中身、参考資料を見ても、金融関係の記

述はあまりないんですよね。これは経営安定対策の中に含まれているといえばそれまでだ

と思いますが、やはり他の商工関係と比べて、農業というのはあまり金融という考えがな

いのかもしれませんが、今、ある程度の経営規模、あるいは法人経営なりしますと、金融

というのは物すごく大事なんです。特に今、このように景気が低迷し、あるいは資材が高

騰している時でありますと、資金がショートするともう経営が成り立たないという時代に

なるわけです。今までの農家の、例えば年に１回、秋に精算払いみたいな考えでは、とて
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もではないけれども、今の販売を含めた経営はできない現状にあります。

商工関係を見ますと、今の景気の低迷を踏まえて、いわゆるスピーディな運転資金の貸

し出しだとか、あるいは金融機関の貸し渋り、貸しはがし、こういうことがないようにと

いうことで非常に強力に働きかけをしているんです。ところが、農業の金融というのはあ

まり出てこないんですね。でも、金融というのは経営の血液ですので、是非とも農業の金

融というところにもうちょっと視点を当てて、金の流れがうまくいくようなシステムを、

ただ補助金とかそういうものではなくて、いわゆる融資を前提にした、そういう運転資金

の確保みたいなところに力を注いでもらいたい。１点だけ申し添えておきます。

他に、これだけはということ、よろしいでしょうか。○鈴木部会長

大変貴重なご意見、コメントをいただきました。多くの部分は、本来もっと時間をかけ

て議論すべきところなんですが、大変申しわけございませんが、貴重なご意見としてお受

けしておくことにさせていただいて、白書の関係については、まとめて情報評価課長から

コメントをいただければと思います。

各委員の皆様方から大変幅広いコメント、ご意見をちょうだいい○佐々木情報評価課長

たしまして、大変ありがとうございました。

具体的な白書の構成なり記述の力の入れ方に関するご意見も含めてちょうだいしたと思

っておりまして、施策編の編集の中でもご意見を体して、おこたえができるように工夫を

凝らしてまいりたいと思っております。

また必要な点で、各論でお答えすべき点は、別途お時間をいただくなりしてお答えする

ようにしたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。

、 、 、 、○鈴木部会長 それでは 前段の議論も含めまして 今日のご意見 ご質問等を踏まえて

今後の白書の作成に当たっていただくようお願いします。

続きまして、今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いします。

本日ちょうだいいたしましたご意見を踏まえまして、施策編、動○佐々木情報評価課長

向編の案を作成いたしまして、次回の企画部会でご審議をちょうだいしたいと思います。

時期といたしましては、来年３月中旬ごろに開催をお願いできればと考えております。

委員の皆様方のご都合をお聞きしながら調整させていただきまして、日程が固まり次第、

速やかにご連絡申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

ただいまの事務局からの今後のスケジュールについての提案は、このよう○鈴木部会長

なことでよろしいでしょうか。
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それでは、そういうことで進めさせていただきます。

本日は長時間にわたりまして貴重なご意見ありがとうございました。これで閉会といた

します。

どうもありがとうございました。

午後３時１４分 閉会


