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第 ２６ 回

食料・農業・農村政策審議会企画部会

日時：平成23年１月31日（月）15：00～17：00

会場：農林水産省 第２特別会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．食と農林漁業の再生実現会議等における検討状況について

３．食料・農業・農村白書に関する諮問、骨子について

４．農林水産省政策評価の取組について

５．閉 会

【配布資料 一覧】

食料・農業・農村審議会企画部会委員名簿

資料１ 第２回食と農林漁業の再生実現会議配付資料（抜粋）

資料２ 「平成22年度食料・農業・農村の動向」（動向編）及び「平成23年度食料・農

業・農村施策」（施策編）の作成について（案）

資料３ 農林水産省における政策評価について

資料４ 茂木守委員提出の書面コメント

参考資料 こども農林水産白書
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午後３時００分 開会

○中嶋部会長 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26

回企画部会を開催いたします。

皆様、本日はご多忙中にもかかわらずお集まりいただきまして、ありがとうございます。

本日は、「食と農林漁業の再生実現会議等における検討状況」について及び「食料・農

業・農村白書の骨子」について審議をお願いしたいと思います。また、その後、農林水産

省の政策評価の取り組みについて事務局からご説明があります。

本日の出席委員は、私を含め11名となっております。

なお、本日の企画部会は公開されており、一般公募や報道関係の傍聴の方が約50名ほど

お見えです。

本日の会議は17時までを予定しております。よろしくお願いいたします。

本日は篠原副大臣にご出席いただいております。

初めに、篠原副大臣からごあいさついただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○篠原副大臣 どうも篠原でございます。

本日も、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

前回、昨年の12月に皆様方にご報告いたしました食と農林漁業の再生実現会議ですね、

この会合、順調に進んでおりまして、２回目の実現会議を終わったところでございます。

その間に幹事会というのをやっておりまして、なぜかといいますと、１か月半か２か月に

１回しか実現会議が開かれませんので、それを待っていてはいろいろな作業が進まないの

で、こちらの方は２週間に１回ぐらいの頻度でいろいろ議論を重ねてまいりました。もう

既に五、六回ありまして、皆様方のここでの議論の概要もその場に紙で配らせていただき

まして、双方向で進めていくことにしております。

それだけではまだ足りないので、年が明けてから18日、19日には市町村長さんたちにも

お集まりいただきまして、現場の意見を伺ったところでございます。これからそういった

会合を重ねながら、どういった基本方針ができるか、６月が期限になっております。ただ、

６月の期限というと、我々のこの政策─我々というか食と農林漁業の再生推進本部の会

合で、６月までに結論を得るということはきちんと書いてあるんですが、そのときにＴＰ

Ｐ交渉に参加するかどうかの結論を出すとかいうようなことは基本方針には書いてないん

ですが、いつのころからかそういった感じになりまして、私も別の会合で言ったわけです
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けれども、ダボス会議、新聞等でご存じだと思いますけれども、菅総理がその場で６月に

結論を出すと、これどうも日本では誤解でもって受けとめられておりまして、ＴＰＰ交渉

に参加するかどうかについて結論を出すと言っているのであって、参加するという結論を

出すわけではないんですが、どうも日本の新聞はそのように書いております。

私が直接出たわけじゃないんですが、菅総理のダボス会議の発言等、演説というか、ご

紹介いたしますと、絆ということを言い出されまして、世界のマスコミは、平成の開国と

か、平成なんて言ったってわかりませんで、第３の開国と言っていましたけれども、そち

らにはほとんど関心はありませんでした。世界各国の首脳はみんな格好いいこと言って、

ＷＴＯの議論を進めなければいけない、自由貿易は大事だと、ここらはいつも言っている

ことでございまして、何の変哲もないことでして、むしろ絆ということについて興味を持

たれたようでございます。

菅総理は、もともと農山漁村を子育てに適した地域として復活させなければいけないと

いうことを、７年前の代表のころにそういった演説を党大会で言っておられまして、これ

は皆さん、ご存じのとおり農業に非常に強い思いを馳せておられまして、ダボスでも農業

の再生ということをでっかい声で説明されておられました。ですから、この会合、非常に

私は大事なんじゃないかと思っております。これについてもご議論賜りたいと思います。

それから、きょうは大事なのは、白書についてでございまして、これについてもこの２

つの点についてご議論いただきまして、いい白書を作っていただきたいと思います。農業

については、いろいろごちゃごちゃありますので、今年の白書は私の希望でございますけ

れども、明るいところをいっぱい取り上げるような白書にしていただきたいと思っており

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。

副大臣は、ご公務のため中座されます。このため、議事の順番を若干変更させていただ

き、食の農林漁業の再生実現会議等についての審議の前に、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、今回は審議会長にかわっ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。

それでは、篠原副大臣から諮問をお願いいたします。

○篠原副大臣 それでは、平成23年度食料・農業・農村政策について、標記について食

料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第14条第３項の規定に基づき、貴審議会
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の意見を求めます。

○中嶋部会長 承知いたしました。ただいまの諮問を謹んでお受けいたします。

ここで、カメラは退席をお願いいたします。

それでは、議事を進めてまいりたいと思います。

本日の１つ目の議題は、食と農林漁業の再生実現会議の関係についてでございます。

事務局より資料の説明をお願いいたします。

○大澤政策課長 政策課長の大澤でございます。よろしくお願いいたします。

資料１が関係資料でございます。51ページにわたっておりますが、５分間で説明しろと

いうことでございますので、すべての資料を説明するというよりも、この再生実現会議に

おける全体の流れを中心にご説明をしたいと思います。その上で食と農林漁業の再生の方

策についてご議論を、フリートーキング形式で行っていただければというふうに思ってお

ります。

まず、１ページ目をご覧いただきたいんですが、これは再生実現会議の資料でございま

すけれども、今後のスケジュールということで、これは１月21日に行われました第２回の

実現会議の資料でございます。

ここにございますように、第２回の実現会議では、それに先行する、右の方にあります

が、幹事会の第４回会議についての報告及びそこで浮き上がってきた特に論点、特に土地

利用型農業についての議論が行われたところでございます。

幹事会におきましては、この論点の１というふうにございますが、持続可能な経営実現

のための農業改革のあり方ということで、農業の今後の全体的な方向が幅広く議論された

ところでございます。

詳細につきましては後の資料でご説明いたしますが、特に第２回、第３回の幹事会では、

各回４人ずつの生産者の方々からヒアリングを行いまして論点をあぶり出してきたという

ことでございます。今後、消費者ニーズに対応した食品供給のあり方、それから戸別所得

補償制度のあり方、成長産業化のあり方と、順次幹事会で論点をこなしていくということ

でございます。

２月下旬に第３回実現会議を行いまして、３月の第４回実現会議中間的な整理を行うと

いうことが提案されまして決定されております。その後、公開ヒアリング、現地視察等を

行った上で６月の基本方針の策定に向けていくという流れになっているところでございま

す。
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２ページ目をご覧いただきたいんですが、これは４回までの幹事会の概要が書いてござ

います。４回の幹事会で計８人の方々、そこに列記されている方々にヒアリングを行いま

した。それから、菅総理の千葉県香取市、山形県鶴岡市における視察の報告も行われてお

ります。あわせて、12月17日に開催された食料・農業・農村政策審議会における議論につ

きましても、農水省の方でご意見の概要をまとめまして、これも幹事会に提出した次第で

ございます。

それを踏まえて、いろいろな指摘事項の整理を行ったのが３ページ以下の資料でござい

ます。これは、後で重なって出てきますので、個々には説明をすることは省略させていた

だきますが、まず、経営の将来展望というところでは、土地利用型農業、施設園芸、酪農

という３つぐらいのパターンで、それぞれ議論しないといけないのではないかということ

が問題提起されたところでございます。詳細は、省略いたします。

それから、次のページですが、まず担い手像についてどういうふうにしていくかという

ことで、土地利用型農業に関して担い手像を明確化するということ、それについて集中的

に講ずべき施策というのはどういうものがあるか、集約化のさらなる促進についてはどう

いうことをすればいいのか等々が議論されております。

それから、農地の問題、これにつきましては、平成21年12月に改正され、運用が始まっ

た新たな農地制度についてどういう状況にあるか等々についての検証が必要ではないか、

それから新規就農者の農地アクセスの改善についての論点も議論されました。

流通問題ということで、生産者手取りと小売価格の差が大きいという問題、あるいは６

次産業化を進めていくときに必要になるいろいろな問題、それから、現在の農産物流通の

中で大きな地位を占めております農協の機能についての問題ということが出されました。

それから、地域社会を支える農業、これは必ずしも産業という面だけではなくて、地域

社会を支える農業の維持についての論点も出されました。あわせて、直接支払制度につい

ても予備的な議論が行われたということでございます。

続く８ページから９ページの横長の資料につきましては、これまでの議論の整理をした

ものでございますので、説明は省略させていただきます。

11から20ページは、ヒアリングの概要でございますので、後でお読みいただければと思

います。

それらを踏まえまして、資料は21ページまで飛んでいただきますけれども、土地利用型

農業、施設園芸、畜産と３つぐらいのパターンがあるという中で、ひとまず多くの論点に
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関係いたします土地利用型農業の競争力強化に向けた検討事項というものが、討議用資料

としてまとめられまして、第２回実現会議では、主にこちらについて集中的な議論が行わ

れた次第でございます。

まず、５年後、10年後、それ以降の水田農業の将来像をどのように想定するのかという

論点が出されまして、実現会議における議論では、どの程度の担い手の経営規模を想定す

るのか、あるいはどういう市場開拓を想定するのかなどの議論が行われた次第でございま

す。

それから、具体的な論点といたしましては３つほどございまして、これからはまた攻め

ていく農業者、攻めていく水田農業ということの実現に向けた具体策をどのように考える

かということで、まず人の問題でございます。

現状では高齢化の進展、担い手不足等が指摘されております。その中で官による支援対

象の絞り込みから多様な担い手の経営発展を支援する仕組みへの発想の転換ということが、

昨年来の基本計画をめぐる議論で行われまして、戸別所得補償制度の開始なり６次産業化

への支援の本格化なりが行われてきたところでございますが、これらを踏まえて、今後ど

のような方策があり得るのかという形で議論が行われた次第でございます。担い手像の明

確化、それから直接支払制度のあり方、新規参入者への支援、主業農家不在地域における

対応、兼業農家の位置づけ等々が議論されてございます。

それから、２番目、22ページですが、次に農地の問題でございます。これにつきまして

も、現状は書いてあるとおりでございますが、近年における主な政策展開といたしまして、

所有と利用の分離、それから利用についての大幅な規制緩和を伴います農地制度の抜本改

正、それから戸別所得補償制度を導入したことによりまして生産調整も見直したところで

ございますが、こういう政策転換を踏まえて今後何をすべきかということで、農地制度の

徹底検証なり集約化、新規取得に向けた仕組みの設計をどうするか、水田の徹底利用の方

策ということで、麦、大豆の転作奨励制度等々をどうすべきか等、条件不利地域における

対応等が議論されました。

それから、３番目の大きな論点といたしましては、流通制度の検証、輸出、新規用途等

の市場開拓の強化ということでございます。内需型の構造ということで、特に米を想定い

たしまして、国内消費による市場縮小傾向がある中で、農協を介さないものも含めた多様

な流通が進展している、あるいは輸出への取り組みが行われているという現状のもとで、

農協等の米流通のあり方、米輸出の強化、それからエサ米、米粉などの利用拡大の推進
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等々が論点として挙げられた次第でございます。

ここにおける議論につきましては、フリートーキングということで、特定の結論が実現

会議で出されたわけではございませんけれども、今後ともまた議論していこうということ

であったというふうに理解しております。

その次のページ以下は、これまでの議論のバックとなる資料でございますので、後ほど

見ていただければというふうに思いますが、二、三ページだけご紹介しますと、ページ番

号が縦長の右上ぐらい、見にくいところにございますが、２ページ目のところで、基幹的

農業従事者の年齢構成、これはもう平成22年のセンサスの速報値が出ておりますので、そ

れを加えた資料が出ておりますが、この折れ線が75歳以上のところが一番飛び抜けて高く

なっているというのが現状でございますし、各国の農業従事者の年齢構成から見ても、日

本農業者の高齢化というのが際立っているというところでございます。

それから、８ページ、新規就農の状況についてまとめた資料がございます。円グラフが

２つございますが、左側の方を見ていただきますと、新規自営就業者の概況ということで、

稲作については全体でいきますと半分ぐらいのシェアを占めているということで、かなり

担い手はいるということでございます。農業後継者も含めればいるということでございま

すが、39歳以下、真ん中の円グラフになりますと20％になっていると。それから、農外か

らの新規参入者でいきますと、これは野菜がほとんどでございまして、稲作は７％という

特徴的な構造になっているということでございます。

あとにつきましては、基本的には現状を説明している資料で、企画部会でも過去何回か

ご説明している資料でございますので、基本的には省略いたしたいと思います。

以上です。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

ただいまご説明いただいた内容について、皆様でご議論いただきたいと思います。

それでは、どなたからでも構いませんので、ご意見ございますでしょうか。

何人かの方まとめてご意見伺って、またこちらからご回答しようと思っております。よ

ろしくお願いいたします。それでは、西辻委員。

○西辻委員 すみません、１点質問なんですが、今の水田で作っていって、国の稲作をも

っと強化していくという話があったと思うんですが、現場レベルの話になってくると、い

つも新規就農するに当たってだとか、もっと面積を拡大しようというときに、必ず生産調

整の減反政策というのが非常にネックになってくる部分がありまして、やはり僕たちの農
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業生産法人でも、新しく面積を増やそうといったときに、苗を実際買いたいという話にな

ったときにでも、やはり税理士さんなんかでも生産調整があるからこれ以上水田やらんと

ってくれと言われてしまって、なかなか拡大したくてもできないという現状が法整備の問

題からそこにあるので、そこについて今回のこの再生会議として何か見解があるのでした

らお話しいただければと思います。

○中嶋部会長 ありがとうございます。

ほかにこの水田の問題に関して、稲作の問題に関して関連するような質問、ご意見等ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。じゃ、合瀬委員。

○合瀬委員 私も質問で恐縮なんですが、21ページに水田農業を中心とした議論の検討用

資料があります。担い手の部分のところが「官による支援対象の絞り込み」から「多様な

担い手の経営発展を支援する仕組み」へという発想の転換のもとでという、要するに全員

をとにかく支援するということで、一たんは前回の基本計画で整理をしたわけですね。資

料では今後、その考え方を変えるというふうに読めるんですが、このあたりのことについ

てどういうふうにお考えになっているのか、特に担い手のところについて聞かせていただ

ければと思います。

○中嶋部会長 それでは、副大臣の方からご返答お願いいたします。

○篠原副大臣 じゃ、私の方からお答えしたいと思います。

２つありましたけれども、合瀬さんの方の担い手の関係については議論が行われており

ます。しかし、西辻さんの質問の方については、明確な議論は行われてはおりません。お

りませんけれども、我々の考えをちょっと申し上げますと、転作については、この農業者

戸別所得補償のところでは一つ区切りをつけてあるんです。

どういうことかというと、今までは自民党・公明党政権では米を作らないでくれと、作

らない方向に持っていって、そのための政策をいろいろやっていたと。それに対して、

我々の民主党政権ができてからの政策は、結果は同じかもしれませんけれども、作らない

ではなくて、米ばかり優遇してきたのでみんな米を安心して作って、価格が下がっても何

とかしてくれるしと。ほかの作物は捨ててきたわけです、簡単に言いますと。それは何か

というと、土地利用型作物が一番競争力がないですから、麦、大豆、菜種、飼料作物、そ

ばといったものですね。だから、これは自給率が低くなってしまって、そして遊休農地が

40万ヘクタールも生まれてしまったと。

だから、今までのような鞭の政策から飴にして、自給率を高めるためにはほかの作物を
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作っていただかなくちゃならないと。ただ、果樹とか野菜とかはそれなりに採算が合って

いると、採算がないのは土地利用型作物であると。だから、そちらの方でもやっていける

ように所得補償しますから作っていただきたいということでやっているわけです。

ですから、そういう意味では、米は余っているわけです。余っているものを野放図に作

っていただくというのはよくないんですね。だから、こちらを作ってくださいということ

で、例えばそれは水田、米しかできないような湿田地帯、塩が噴いてくるというような干

拓地とかいうのを別にすれば、あるいは北陸、日本海側の東部の方とか、米以外の作物は

なかなかできないというところでは麦と大豆の二毛作にしていただいたりすると、経営が

うまくいきますよという、そっちの方に転換してくださいというシグナルを送っているわ

けです。それは強制はしませんと。しかし、そちらの麦や大豆や菜種やこちらの方を作っ

ていただいた方がうまくいく、所得も多くなりますよというものを提示して、そして作っ

ていただくと。農家の皆さんに考えていただいて、判断していただくというようなふうに

しております。

それから、担い手のことについては議論がございます。我々は、大規模な農家、大きな

農家を否定しているわけじゃ全然ないんです。それはそれで当然今までの政策もなるべく

専業でやっていただいた方がいいと思います。土地利用型作物が特にそうですからね。し

かし、だからといって国が、あなたはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと、Ａ農家、Ｂ農家、Ｃ農家と、Ｂ

まではいいけれども、Ｃ、Ｄ、Ｅ農家は農政の対象にしませんよという対策はとりません

ということですね。

それで、議論の中でも、こういうことが幹事会議の中で提示されました。大きな農家も

跡継ぎがいなくて、そこがもうやっていけなくなってしまったと。そうしたら、ほかの人

のところへ土地も移っていったりするわけですね。ですから、ある１人の人を特定してや

っていくというのは、そういうところで破綻することがあるわけです。全体として耕せて

いればいいんで、レベルが上がっていけばいいんでということで、我々は窓は広くしてお

くということで、例えば典型的な例は、前の政権のときの４ヘクタール以上の認定農業者、

75歳と72歳の高齢専業農家で５ヘクタールやっておられている認定農業者は所得補償の対

象になったわけです。ところが、28歳でこれから農業をやろうとする人、２ヘクタールし

かなく、認定農業者でもないと。そちらが対象にならないというのはおかしいわけですね。

ですから、我々はそういう人も対象にしていくということです。

ですから、これも西辻さんの質問に対する答えと同じなんですが、間口は広くしておき
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ますけれども、そこで差をつけて専業的にやっていく人たちを優遇するということで規模

加算、あるいは品質加算というのを一生懸命やった人、これから一生懸命規模を拡大しよ

うとしている人たちをより厚くバックアップすると。鞭の政策から飴の政策ですね。いい

方向に行く人たちのところを優遇するという、そういうふうにしていくというのが、それ

は皆さん大体おわかりいただいているんじゃないかと思います。

ですから、変わっていないと言えば変わっていません、そういう点では。だから、10ヘ

クタール以上ある農家じゃないとだめだとか、そういうことは打ち出すつもりはありませ

ん。

○中嶋部会長 土地利用型農業の競争力強化に関する関連のご質問、ご意見等ございます

か。それでは、白石委員、その後は森委員、お願いします。

○白石委員 恐れ入ります。農業というのは、生産したものを農産物を消費者に買ってい

ただく経済行為を行っているわけですね。私どもは生産の現場の方の政策を重点的に、

我々は作る技術ばかりを重点的に今までやってきて、流通、販売あるいは消費者のお客様

に買っていただくという営業努力だったり、販売努力に対してあまり力を注いでこなかっ

たんじゃないかなと反省する部分があると思います。こちらの参考資料、３の２の後ろの

方、41ページ、流通関連産業の現状等を見ましても、流通システムとしてでき上がってい

るんですけれども、余りにも淡々と物が流れているというような形になってきている。

頑張っている生産者は、販路を求めてインターネットを使ったり、直接出会ったり、そ

して自分たちの作ったもののイメージ戦略であるとか、そういったものを一生懸命努力を

しているわけです。そういった意味では、新たな流通チャンネル、消費者、流通政策とい

ったものに、つまり作るのが半分で買っていただくのが半分というふうに考えると、もっ

と力を注いでいいのではないかなというふうに感じていますけれども、いかがでしょうか。

○中嶋部会長 ありがとうございます。

では、次、森委員お願いします。

○森委員 参考資料３の２の11ページについて、このページだけが農業水利施設のことや、

区画整備済みの水田でも排水が良好でないなどということについて触れられています。土

地利用型農業の競争力強化に向けた検討事項の中に、もう少し強く基盤整備の必要性を入

れていただきたいと思います。それから、この中に管理という言葉は全部の資料を通して

何回か出てきているんですけれども、保全と基盤整備の充実について、もう少し前面に打

ち出した方がいいと思います。実際に競争力の強化の大前提だと思うんですけれども、そ
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れが見えてこないのが一つ疑問点として感じました。何か検討していることが既にあって、

私が読み取れていないのかもしれませんし、そうでしたら教えていただきたいと思います。

○中嶋部会長 関連して他にご質問ございますか。それでは、篠崎委員。

○篠崎委員 先ほど、白石委員がおっしゃったように、出口のところ、この部分の議論を

もう少し深めていく必要があると思います。

この会議の直前に高齢者福祉施設の経営コンサルタントと話をしましたが老人ホームの

食事が数年前の法改正により食費の原価しか取れないらしくて、コスト競争のみになって

いるようです。ここにいらっしゃる方々は皆さん現役ですよね。現役のときには食につい

て、国産で豊かな食生活をという議論をしながらも、人生の終盤にはコストだけの食事が

出てきて、外国産のコスト競争力のあるものばかりが食卓に並んでいるという現状も課題

として考えなければいけない。

消費の出口は、一般的な消費者だけをイメージするのではなくて、学校給食もそうかも

しれませんが、少し議論の裾野を広げていく必要があるのではないかという気がいたしま

す。

○中嶋部会長 ありがとうございます。

他にございますでしょうか。それでは、合瀬委員、もう一度お願いします。

○合瀬委員 ごめんなさい。ちょっと違う質問で恐縮なんですが、日本の米がどのぐらい

競争力があるのかというのが、実はよくわからないんです。ＴＰＰなんかも含めて自由化

にどう対応していくかということを考えたときに、高い品質があってすごく競争力がある

んだという意見の一方で、いや実は中国も技術が上がってきて、日本産米は競争力がない

んだという意見といろいろな事が言われています。一体農水省はどういうふうに日本産米

の競争力を考えているのか、今後米に対する議論を進めていくときに極めて基本的な前提

になってくるので、今の農水省の考えを教えていただければと思います。

○中嶋部会長 今、３点ほどご議論があったと思いますが、一つは、販路のしかも出口の

戦略の問題、それから生産する上での基盤整備の問題、それから合瀬委員から米の競争力

があるのかどうか、その認識についてお聞きしたいということで、ちょっと異なった内容

のものがありましたが、これについて副大臣からお答えいただければと思います。

○篠原副大臣 白石さんと篠崎さんの出口についてですが、まだそこの本格的な議論はし

ておりませんけれども、もういろいろな委員の方から、その点全く同じ指摘を受けており

ます。
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例えば今、老人ホームのことをおっしゃいましたけれども、学校給食が地産地消とかそ

うことを考えた場合に大事で、あるいは企業なども、その地場の社員食堂についてやると

か、１社１村運動とかいうので、そういうところで結びついていったらいいんじゃないか

と、そういうことも考えられるんじゃないかということで、消費の部分、流通の部分、相

当議論していこうということになっておりますね。委員のメンバーも財界の方、それから

実業界の方、商社の方とか入っていただいておりまして、そういう方々からもいっぱい議

論とかいろいろな意見を言っていただきたいと思っております。

それから、先ほど、大澤課長が、どういう方からというのでいろいろ資料で説明いたし

ましたけれども、５回目でもやっておるんですが、生産者だけじゃなくて、流通の関係の

人たちもいっぱい出ていただいていますので、この人たちからいろいろ意見をいただいて

おります。

それから、森さんのご指摘は、まだきちんと結果、まだ２回しかやっていませんので、

先のことはわかりませんけれども、生産者の方からは、この点は非常に強く言われている

んです。

どうしてかというと、規模拡大しなければいけないと。野菜とか果物は２ヘクタールか

そのぐらいだからいいのですけれども、土地利用型作物というのは絶対規模がある程度大

きくないと、生産性の向上というか効率化が図れないわけでして、そのためには基盤整備

をきちんとして、例えば連担団地化と称しておりますけれども、つながっていなくちゃい

けないと。50ヘクタールをやっている人ももう何十か所にも田んぼが散らばっている、こ

ういう状態ではだめだと。

それから、菅総理が行かれたわけですけれども、行かれた山形県の鶴岡市には、1.8ヘ

クタールの田んぼがあったそうです。そんな田んぼはそんなにないわけですよね。しかし、

それだってトラクターで１回行ってくればできるわけですから、楽ですね。こういうふう

になったら、１人でもできる、規模拡大ができると。規模拡大には基盤整備がきちんとす

べきだということを生産者サイドから強く言われておりますが、その点は当然議論になり

ますし、最後の結果にも織り込まれるだろうと思います。

それから、合瀬さんの米についてですけれども、農林水産省が仮に全部関税を取っ払っ

たらどうなるかというので、生産減ということで我が省は出しました。それで、1.9兆円

の減になると。１割ぐらいしか残らないというふうにしています。それは価格だけで見た

からですけれども、この結果については、だからどれだけ競争力があるかというのを現実
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にそうなってみないとわからないんですが、ややそのこだわり派が約１割と踏んだわけで

すけれども、こだわり派が２割、３割いるかもしれないわけですね。安全性や味のところ

が、そこのところは正直なところよくわかりません。ですから、こだわり派が多ければ、

急にオープンしても大丈夫だと、二、三割というのはあると思いますけれども、ほかの作

物もすべてそうですが、価格でもって勝負して、安いものが買われるという前提でやって

おります。

しかし、そういった議論のとき、ぜひ気をつけていただきたいんですけれども、今、中

国の農業発展集団が来ていまして、筒井さんは、先週その対応だけをされていたわけです

けれども、相当きっちりされていたわけですけれども、日本の高い米が飛ぶように売れる

と。５倍やあるいは10倍でも売れると。しかし、13億の１％の富裕層でも1,300万人にな

るわけですね。そして、この矛盾をよく考えていただきたいんですけれども、これは私の

意見ですけれども、じゃ、それで輸出されたらそれでいいと。中国のお金持ちが日本の安

全でおいしいお米を食べ、じゃ自由化して、日本の国民が安い外国の、安全性にも問題が

あると言ってはいけませんから、あるかもしれない米を食べると。こういう不自然な状態

を、日本国政府や日本国民は望むのかどうかという問題が私はあるだろうと思います。そ

ういうことを考えて議論していただかなければいけない問題だと思います。

○中嶋部会長 ありがとうございます。

本日は、一通り各委員からこの件についてご意見を伺いたいと思いますので、あと積極

的にご発言いただきたいと思うんですが、じゃ、廣野委員、お願いします。

○廣野委員 規模の話になれば、中山間地というのはもうどうしようもない、太刀打ちで

きないような状況にあると思います。私の地域でも、基盤整備をするにしても、水の問題

がありまして、なかなか大きな田んぼにすることはできない。水の口から入れたときに、

最後の端まで行くまでに何時間もかかるような大きな面積にすることはできないわけであ

りまして、それともう一つ、農業施設という部分においてため池がたくさんあります。そ

このため池の今維持、管理というのが非常に大きな問題になっております。小さな山間部

のため池に関しては、別に下の耕作放棄地ができて、土砂で埋まっていようがそんなに問

題ないんですけれども、ある一定の面積、例えば４反、５反の面積を持っている大きな池

になると、きちっと管理をしていないと、大きな台風などのときの災害が非常に心配であ

ります。池の土手の草刈りというのは、我々集落の方々が出てやっているんですけれども、

もう高齢化してできなくなっていると。面積的に大変広い面積の土手を刈るということに



- 14 -

なるとなかなかできないので、個人ではできないので、もう木が生えるような状態になっ

ていると。年に３回ぐらい刈るのが、もう10年間刈っていないようなため池もあります。

大きな500ヘクタールとか掛かっているところは、水利組合がありまして、国の補助金

なんかできちっとやっておりますけれども、小さい集落のところは維持管理がもうできな

いような状態です。その場合に、例えば池が決壊するとかということになったら大変なよ

うな状況になっております。

いずれにしても、利用者がいないからこうなっているのであって、やっぱり利用できる

ような状況にするというのは、これからの担い手の問題なんですけれども、必要かなと思

っております。そのあたりをよく考えていただきたいな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。

他にいかがでございましょうか。それじゃ、青山委員。

○青山委員 21ページの攻めの担い手像とありますが、どういうマーケットを狙うのか、

どこに向かって攻めていくのかという方向性が示されていないのではないかと思います。

再生会議にも流通関係の方が入っていらっしゃいますし、企画部会にも小売とか外食の

方が入っていらっしゃる。そうしたネットワークを使って現実的な試算をしてみてはどう

かと思います。米を買う消費者のなかで、こだわり派が何割で、価格重視派が何割でとい

う傾向はつかめると思います。仮にTPPに参加する場合、どちらにどのぐらいの消費者が

行くのだろうかというあたりのところは、ある程度つかめるのではないかと思います。個

人的には９割なくなるというのはあり得ないと思っております。

なぜなら農水省のデータを見ますと、米の２割は縁故米とか農家消費のわけですから、こ

の２割がなくなるということはまずあり得ないでしょう。次に４割の消費者が米の状態で

購入し、残りの4割は外食とか中食などご飯として米を買う。こういう人の中にも「国産

の米やご飯が食べたい」というニーズはあるはずで、１割しか残らないというのは極端な

見方ではないかなと思います。もう少し客観的なデータが出れば、生産者もどこに向かっ

て攻めて行けばいいかという戦略が組めるんじゃないかなと思います。

以上です。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

それでは、渡辺委員、それから近崎委員。

○渡辺委員 ありがとうございます。
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今の青山委員と同じことなのですけれども、このデータ、資料1-3-1に書かれている

「現状」と「近年における政策展開」と「今後」というこの物語と、資料1-3-2にあるデ

ータが対応していないのではないかと思います。

現在はどうなっているのかということを、その現象面だけではなくて、要因別になぜそ

うなっているかというデータを示していただきたいと思います。その解析によって対策が

変わってくるのではないか、あるいはもう少し地域別に、あるいは品目別に言ってくださ

ると、政策が変わってくるのではじゃないかということをずっと期待しているのですけれ

ども、やはりまだ一般論で終わっているのではないか、あるいは現象面だけで終わってい

るのではないかという気がします。素人の私にはよくわからないものですから、ぜひその

現象に対してなぜそうなっているかというデータを明確に出していただいて議論していた

だくと、我々にもわかるし、国民全体にもっと理解される政策になるのではないかと思い

ますけれども、その辺はいかがでしょうか。

○中嶋部会長 ありがとうございます。

それでは、近崎委員。

○近崎委員 すみません、全くの一般消費者でもちろん農業者でもないので、質問という

形になるんですけれども、現実問題、私も岐阜の田舎の方ですので、高齢者がやっぱり多

い地域で、土地を持っている高齢者の方というのは、結局そのまま耕作放棄地になったり

するんですけれども、そういうここの21ページの担い手というところで農業資源（土地、

人、技術）の集中ということなんですけれども、例えば高齢者の方がもう農業をやってい

けなくなって放棄する場合に、それに対して新規に参入する人がそこにそういう土地があ

って、だれか支援ができるとか、そういう連絡網─連絡網というかそういう集積できる

ような形というのは今なっているんでしょうか。もしも何人かそういう放棄される土地が

あって、そういうのを集中して管理というか知ることができるところがあれば、そこにま

た新規でやりたい人が、それを知ることによってその地域での新規参入ということももっ

とスムーズにいくような気がするんですけれども、そういうことについてちょっとお願い

します。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

それでは、三森委員。

○三森委員 私は、中山間地で果樹、ブドウを生産している生産法人なんですけれども、

私も、近崎さんが今おっしゃった土地問題について、国は21年度に農地法改正をされまし
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たが、その後に関して、農地自体をどのようにこれから考えていかれるかということが私

の一番の質問なんです。今株式会社でも農地を借りられるようになったということが資料

の24ページに出ているんですが、今、変わった時点でどのくらいの株式会社が実際に参入

していらっしゃるのか。一方では、結局、いろいろな株式会社が入ってきたけれども、農

業はだめだったねということですぐ撤退してしまうというようなお話も聞いたこともござ

います。

私たちは、基本的に農業者でございますので、土地を、農地をどのように考えて、あと

は先ほどの耕作放棄地に対しても、やはりまだまだ日本は世襲制とか土地に対する思いが

強いものがあって、それに伴って耕作放棄地になっているというような、それが一つの原

因だと思うんですが、そういったことに関して国自体がどのような方向で考えられて、こ

れから健全な農地に変えていくのか。

もう一つ、私は、先ほど言うように果樹産業なので、国はやはり米、その次に野菜、そ

して最後に果樹があると思うんですけれども、まさしく中山間地で私たちがやるときに、

いろいろな基盤整備があってしかりだと思うんです。もちろん日本の私たちはお米を食べ

て生きていくものなので、水田に対してもしっかり整備が必要ですけれども、基盤整備は

果樹でもとても必要だと思っております。中山間地の土地利用型で、私たちは本当に斜度

45度というところでも、棚を作ってブドウを生育しているのですが、米と同じように、も

ちろん果樹でも水が必要です。そういった私たちのような果樹産業に対しても、この基盤

整備をしっかりやっていただきたい。

それともう一つ、すみません、何度も。戸別所得補償に関しても、やはり専業農家、兼

業農家というものの区別が、先ほど、飴というようなおっしゃり方されたときに、やはり

専業でしっかり頑張っている農業者と、兼業で土地があるのでやっている農業者とで、同

じような政策で私はいいのかと思います。やはり専業の方に厚く、兼業の方に全く無視と

いうことではないですけれども、きちっと政府としての対策もお考えいただく。それから、

今年からは畑作ということも考えられていらっしゃいますが、そういったところで果樹に

もしろとかと、そういうことではないんですが、専業と兼業の区別というか、差別という

か、そういったところもきちっと打ち出してい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。

それでは、まず、副大臣の方からコメントをお願いいたします。

○篠原副大臣 非常にもっともな参考になるご意見を、ありがとうございます。



- 17 -

廣野さんの御指摘ですけれども、中山間地域についてどうするかというところに重点を

絞ってはまだ議論しておりません。ただ、農林水産省の政策は、今の小さなため池とかい

うのについては、中山間地域の直接支払いや農地水環境対策で対応していただきたいとい

うので考えております。私は、これは、将来は条件不利地域をてこ入れしなくちゃならな

いというのは、多分国民の皆さんもご理解いただきつつあると思いますので、そういった

ところをもうちょっとてこ入れして、恒久制度化していったらいいんじゃないかと思って

おります。

それから、青山さんのご指摘ですけれども、これはちょっと難しくて、こだわり品はど

のくらいあるかという、最近の例で申し上げますと、中国毒ギョーザ事件のとき、あの後

は相当こだわり派というか、国内派がふえました。しかし、不景気がずっと続いておりま

して、明らかに価格重視派がふえております。何かあったりすると、日本の消費者という

のはそれにものすごく敏感に過剰に反応するんですが、徐々には学習されて、相当意識が

高まってきておりますけれども、やっぱり価格の方を重視するというのに戻ってしまった

りすることがあるんじゃないかと思う。

ただ、肉についてなんか言いますと、ＢＳＥに対する強烈な拒否反応がありますし、牛

肉・柑橘自由化のときは消費者が安い牛肉ということでほぼそれで意見がまとまっていま

したけれども、今、この時点で早くアメリカの牛肉をもっと輸入しろという声は全く起き

ておりませんし、その点は変わってきていると思います。しかし、景気と収入がどのぐら

いかというのともかかわってきまして、なかなかきちんとは出せないと思いますけれども、

でも、傾向的にはこだわり派がふえているというご指摘が私はそのとおりだと思います。

それから、渡辺さんのご指摘はもっともでございまして、地域別、品目別にということ

ですが。まだそこまでいっておりません。ただ、土地利用型農業と野菜、果物や畜産とは

違うんじゃないか、区分けして考えましょうという議論もされております。

また、専業的にやっていく農家と中山間地域で緑を守り、自然を守り、地域社会を守り

というのは、やっぱりそれは別の観点から政策をやっていくべきだということに、大体そ

ういったことを特に農業関係者以外の方からそういう意見が出ております。それが三森さ

んのご意見のところにつながるわけですけれども、兼業農家と専業農家と分けて、本当に

専業的な人にはもう産業として成り立つように、それからそうじゃなくて中山間地に人も

住んでいてもらわなきゃ困ると、そういったものはまた違う視点でやったらいいんじゃな

いかということで、議論をされております。



- 18 -

それから、近崎さんのご指摘のは、21ページを見ていただくと、多少答えが出ておるん

ですが、今後というので、今後の点線の中の②ですけれども、仲介機能の強化、農地バン

ク、農地データベースと、どこの農地があいているかということですね。こういったこと

が全然体系的になっていないので、農業委員会等できちんとこういったどこの土地が空い

ていると、耕されなくなって何年だとか、所有者がどこに住んでいるかというようなのを

きちんと明らかにして、そして新規参入しようとしている人たちに提示して、あそこの空

いているところだったら自分が行ってやろうというような判断基準を与えようということ

で、そうすべきだということで議論されております。そういう意見をおっしゃった方がお

られたので、こういうふうに入れております。そういうことをしていこうと思っておりま

す。

それから、三森さんの農地をどういうふうにというのは、それはこれでいくと、この横

紙の資料全体でいうと48ページ、そこにありまして、農地法を改正いたしましたところ、

ここで見ていただくとおわかりであろうと思いますけれども、相当株式会社が増えており

ます。この数字、改正後、平成22年度のを見ていただくとおわかりいただけると思います

けれども、今までの増え方と全然違う増え方で、改正による参入機会を待っていたという

ことではないかと思います。今後どうなるかはわかりませんけれども、この傾向は続くん

じゃないかと思います。

それで、我々は、40万ヘクタールの遊休農地というのは絶対によくないと。もともと限

られた農地なのに、それをほったらかしておくのはもったいないので、株式会社でもいい

と、新規参入の人でもいいと。ともかく耕していただきたいと、そのための援助は惜しま

ないという方針は、今も持っておりますけれども、今後はもっとそれをきちんとしていか

なければいけないんじゃないかと思います。

それから、畑地ですね、果樹や野菜についても基盤整備が必要だというのは、そのとお

りでして、基盤整備はどちらかというと圧倒的に水田絡みばりやってきたわけです。それ

で、中山間地域の傾斜地やそれから畑地は、トラクターだって入っていかないというよう

な感じになっているわけです。それはご指摘のとおりでして、私、ヨーロッパに３年生活

したことがあるんですが、びっくりするぐらいあちらは基盤整備がきちんと整っておりま

すね。農道が邪魔だとかいう人がいますけれども、全然逆で、相当な山のところにもきち

んと道路は整備されていると。もう社会資本整備がきちんとしていると、そういう点では

日本はまだまだだと思います。その点はきちんとしていかなければということは、森さん
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のご指摘と同じなわけです。

専業農家、兼業農家の点は、繰り返しになるかと思いますけれども、専業的な人たちの

方により手厚くというのは、前もありますし、我々の民主党政権も全く同じです。ただ、

入り口でシャットアウトということはしないと。現場でおわかりだと思いますが、兼業農

家の息子さんがやると言ってやり始められるところもありますし、さっき申し上げました

ように、大きな専業農家、息子さんや娘さんが嫌だと言ってやらない場合もありますから、

人でどうこうというのを余り明確にするのは私はよくないんじゃないかと思っております。

ただ、現在、専業で一生懸命やっている人たちを手厚くというのは、これは変わりありま

せん。

以上でございます。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

一通り委員の皆様からご意見を伺いましたが。よろしゅうございますでしょうか。それ

では、じゃ、最後に廣野委員。

○廣野委員 21ページの「官による支援対象の絞り込み」から「多様な担い手の経営発展

を支援する仕組み」というのがありますけれども、少し具体的な話にするためには、情報

の共有化ということで、どの作物とかどの経営をとってみても、同じものを作っても利益

の出ているところと出ていないところがあると思います。この場合に、やっぱり現場にお

いて成功しているところ、きちっと経営ができているところというのをヒアリングして、

それをデータベース化して、その情報というのを多くの経営者が使えるようにするという

のが必要でないかなと思います。

そういうことによって、新規に参入する人が我々が10年かかったところを３年でやって

いくぐらいのスピードでやることが可能になるんでないかなと思っております。ぜひとも

そのあたりを官民一体でやっていくというのは、これから必要かなと思っています。

それと、これから農業に参入する人というのは、非常に年齢とか作物とか規模とか地域

によって、いろいろな考えで入ってこられる方がいると思うんですね。今までは地域みん

なで何を作りましょう、一反作ればこれぐらいの金額になりますよということで、みんな

でやっていたんですけれども、もうそれではやっぱり新規の人のハンディというのはいつ

までたっても埋まらないと思います。やっぱり新しい人は新しい考え方、発想で農業に参

入してくると思うので、そのことをきちっとうけとめた支援ができる体制、これをその地

域の人たちがチームを組んで継続的な支援をすることで可能になるんでないかなと思って



- 20 -

おります。

そして、その中でやった人が、農業っておもしろい、農業をやってよかったというよう

に経営者自らがそういうことを語れるような雰囲気にすることによって、もっと新しい人

が農業に参入してくるという雰囲気になるんでないかなと思いますので、私も含めてそう

なんですけれども、ぜひこの辺を支援したいなと思っております。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

成功事例のデータベース化、それから新規就農者への支援対策についてご意見を伺いま

した。

○篠原副大臣 じゃ、最後に。

廣野さんのおっしゃった成功事例の、今我々はいろいろな方に来ていただいています。

成功した人ばかり呼び過ぎるんじゃないかと言われるぐらい。データベース化するかはと

もかく、この人たちの成功事例を見て、ではどこをどういう政策でバックアップしたら成

功事例に結びつくかということでやっておりますので、データベース化というのは、どう

やったら成功するか、どこが足りなかったと、どこが政府がバックアップしたらうまくい

くのかというのが必要です。今は中山間地域の困っているところにちゃんと行って聞かな

きゃだめじゃないかというご指摘を受けたりしております。

２番目は、多分西辻さんに聞いた方が早いのかもしれませんけれども、これまた菅総理

がよく言っておられるんですが、農業就農者の平均年齢が66歳だと。若手にかつ農家の子

弟以外にも、新規参入したい人がいっぱいいるはずであると。その人たちに道をというの

は、本当にダボス会議の帰りの飛行機の中でも私にそれを言っておられました。

僕がちょっと、余談になりますけれども、そんなことを言ったって、菅総理、その絆と

いうところからいったらＩターンとＪターンとＵターンあったら、Ｕターンを真っ先にバ

ックアップしなくちゃいけないじゃないんですかと申し上げました。そうしたところ、Ｕ

ターンは家があるんだから、バックアップしなくて帰れるということで、新規参入の人の

方をバックアップすべきとのことでした。それが廣野さんのご指摘のように、儲けようと

いう人もいるでしょうけれども、生活として都会のこんなところへも夫婦、子供でゆっく

り自分の食べるものを自分で作って、それでやっていければいいという人もいるはずであ

ると。そういう人たちに対しても、支援すべきではとのお考えでした。

菅総理も僕も団塊の世代なんですが、東京や太平洋ベルト地帯に、わけもわからず団塊

の世代は出てきてしまったと。しかし、ここらはやっぱり問題であると、こんなに人口が
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大量に移動したのは。だから、戻ったりする仕組みを作るべきだということを言っており

ますので、多分我々はそこのところに相当重点を絞って基本方針を作ることになると思い

ます。請うご期待とまではまいりませんけれども、そこは非常にきちんと政策を打ち立て

ていくつもりでございます。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

本日、欠席されています茂木委員よりコメントをいただいています。資料４として配付

させていただいておりますので、そちらもご参照いただければと思います。

それでは、大体皆様からの意見をいただきましたので、ただいま委員からいただいた意

見については、再生推進本部等における議論に生かすようにしていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

続きまして、２つ目の議題である食料・農業・農村白書の骨子に移りたいと思います。

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

○櫻庭情報評価課長 情報評価課長の櫻庭でございます。よろしくお願いいたします。

お時間、20分ほどいただいておりますので、ちょっと長めになりますけれども、資料２

に沿いましてご説明させていただきたいと思います。

今回の白書は、「平成22年度食料・農業・農村の動向」、以下、動向編とも呼びますけれ

ども、それから次年度、「23年度の食料・農業・農村施策」（施策編）の作成についてでご

ざいます。これは両者とも食料・農業・農村基本法第14条によりまして国会報告が義務づ

けられているものでございます。

作成の基本的な考え方でございますけれども、動向編につきましては、新たな食料・農

業・農村基本計画のもとで食料・農業・農村の動向、主要施策の進捗状況、生産現場、各

主体の取組状況、意識や課題、こういったものなどにつきまして体系的に分析、検討を行

いつつ、明らかにしていくと。その際、先ほど副大臣からもお話しございましたけれども、

新たな動き、明るい面にも目を向けられるように留意してまいりたいと思っております。

主な項目は、この後、別紙の骨子案でご説明させていただきたいと思いますが、２つほ

どございます。まず、今までご議論いただきました食と農林漁業の再生実現会議の件につ

きましては、白書公表直近までの検討状況をわかりやすい形で紹介したいということ、そ

れから、ウのところにございますけれども、今回の白書は、昭和36年の農業基本法に基づ

く第１回白書から数えて50回目の節目の白書でございますので、この間の主な動きを巻末

の方に掲載していくという形にさせていただきたいと思っております。



- 22 -

施策編につきましては、基本計画に沿った構成を基本とし、総合的かつわかりやすく記

述することといたしたいと思います。

今後の予定でございますけれども、本日諮問、そして骨子案のご議論をいただいた後、

３月の末ころに企画部会としての答申、その案をちょうだいし、４月下旬には閣議決定、

国会提出、公表という形にさせていただきたいと思います。

それでは、別紙、骨子案に基づきまして基本的な考え方をご説明させていただきたいと

思います。

まず、１ページでございますけれども、今回の白書の特集は、環境問題と食料・農業・

農村にしたらどうかということでございます。その意義とすれば、まず、環境問題という

のは、地球温暖化の進行なり環境破壊、生物多様性の損失等の問題に直面しており、これ

らの解決に向けて世界的にも関心が高まってきているところでございます。

２つ目の大きな丸でございますけれども、昨年カルタヘナ議定書第５回締約国会議（Ｍ

ＯＰ５）と生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）、この２つが昨年の10月に名古

屋で開催されました。このＭＯＰ５とＣＯＰ10の議長国に我が国がなったのは初めてのこ

とでございます。この成果として、名古屋・クアラルンプール補足議定書の遺伝資源の利

用と利益配分に関する名古屋議定書が採択されました。あるいは、生物多様性の損失を止

めるための愛知目標も決定されたということで、国際的にかなりアピールすることができ

たんじゃないかなと考えているところでございます。

それで、食料・農業・農村分野での環境分野に対する取り組みとしまして、以下述べて

おりますけれども、とにかく日本は多くの食料を輸入しているということで、フード・マ

イレージが諸外国に比べて高い水準であるということで、ＣＯ２の見える化をさらに進め

ていく必要があるのではないか。

一方において、我が国の食品ロスというのは、年間500万トンから900万トンと推計され

ております。世帯当たりの食品ロスは減少しておりますけれども、１世帯当たり約４％と

推計されているということで、食品産業事業者の間では、廃棄物の５割程度がリサイクル

されておりますけれども、このような再生利用の取り組みをさらに進めていく必要がある

のではないかということでございます。

農業分野では、エコファーマーが約20万件、有機農業が約１万ヘクタールということに

なっておりますけれども、さらにこれらを推進することを通じて、環境保全型農業に取り

組んでいく必要があるのではないかと。
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２ページにまいりまして、このような中で、23年度からは環境保全型農業直接支払とい

うのが新たに開始されるということでございます。

また、農村部においては、環境維持や再生可能エネルギーの導入に向けた取り組みを一

層推進していく必要があるのではないかと。

当然、国民の意識の向上に向けまして周知活動、環境教育の取り組みに対する支援と、

こういったものを取り組む必要があるのではないかということでございます。

続きまして、食料自給率の向上と食料安全保障の確立に向けた取り組みでございます。

世界全体及び我が国の食料事情をまず最初にご説明させていただきたいと思いますけれ

ども、現在、世界全体の穀物需要は堅調になっており、国際価格は再び上昇基調にありま

す。過去最高記録をした平成20年の水準に近づいているということでございます。世界全

体の中長期的な食料需給を見ますと、需要面では、途上国を中心とした人口増、経済成長

が続いている中国、インド等の食料の需要増、それからバイオ燃料用穀物需要増等の状況

になっておりまして、一方で、生産面では単収の伸びが鈍化傾向にあり、人口１人当たり

の農地面積が縮小、そして異常気象が頻発しているということで、生産条件が悪化してい

るところでございます。

ＦＡＯによりますと、食料生産を今後40年間で７割増大させる必要があると。これは人

口の伸びとの関係でございますけれども、今後、世界の食料需給については不安定性が継

続すると指摘されているところでございます。それで、22年から23年の食料価格が上昇し

たことによりまして、低所得の食料輸入国では、輸入価格は前年比20％高騰したというこ

とでございます。

この食料事情を地域別に見ますと、先進国で太り過ぎ、肥満が見られる一方で、途上国

を中心に約９億人の栄養不足人口があると。我が国は引き続き農産物輸入は増加傾向にあ

り、世界最大の農産物純輸入国となっております。

このような中で、食料自給率の動向とその向上に向けた取り組みでございますけれども、

現在、我が国の食料自給率は平成21年度でございますけれども、カロリーベースで前年度

１ポイント低下の40％ということでございます。このカロリーベースの食料自給率につき

ましては、今年はここの章ですべて需要と消費面、それから生産面を記述することにいた

したいと思っております。

ここに書いてありますように、自給可能な米の消費減、あるいは国内生産では、飼料・

原料等の供給が困難な畜産物・油脂の消費増、それから基幹的農業従事者、耕地の減少に
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よる国内生産の縮小と、こういったものが低下要因と考えているところでございます。一

方で、国民の皆様は、これは世論調査でございますが、日本の食料自給率が低いと思うの

が75％、高めるべきが９割という意識でございます。

こういったことを背景に、食料自給率を向上するということで、米粉用のお米、飼料用

のお米、麦、大豆、飼料作物といった戦略作物の生産の大幅増のための取り組み、そして

それに向けた食料自給率向上に向けた国民運動等々を進めているところでございます。

食料安全保障の確立に向けた取り組みにつきましては、昨年、新潟でアジア太平洋経済

協力食料安全保障担当大臣会合で、新潟宣言に移行したということでございます。食料安

全保障をめぐっては、国内生産の増大、輸入の安定化、備蓄のほかにも海外原料に大きく

依存している肥料等の農業生産資材の安定調達、これはいろいろな国で農業投資の動きが

ございますし、植物防疫、動物検疫等の課題がありまして、総合的な対策を確立していく

必要があるということをここで解説したらどうかと考えているところでございます。

そして、その次で３ページの下の方でございますが、口蹄疫の発生とその対策というこ

とで、昨年は公表直前の出来事でございまして、口蹄疫の事実関係だけを述べましたけれ

ども、今回は、平成22年11月に第三者からなる口蹄疫対策検証委員会が発生前後、初動等

における国・県等の対応、役割分担等を検証した報告書を公表しております。こういった

報告書のわかりやすい解説をするとともに、現在都道府県を中心とした具体的な措置を実

施しております。また宮崎県の畜産農家で順次経営再開の動きがございます。

また、ここに書き切れませんでしたけれども、一方で鳥インフルエンザが今起こってお

りまして、それも直近の状況をできるだけ記述したいと思っております。

新しい農産物貿易ルールの確立につきましては、先ほど来議論もございましたけれども、

高いレベルの経済連携協定、自由貿易協定、こういった取り組み状況、それからＴＰＰに

つきましては、我が国の情報収集を進めながら対応していく必要があり、国内環境整備を

図りつつ関係国との協議を開始といった事実関係を解説していきたいと思っております。

このところで、この流れで平成22年11月に設置されました食と農林漁業の再生推進本部の

状況を解説していきたいと思っております。

次に、大きなくくりとして、健全な食生活と食の安全・消費者の信頼の確保に向けてと

いうことで、一般経済と食料消費、食生活の動向をまず最初に解説していきます。基本的

には、経済が緩やかに持ち直して、家計の可処分所得がやや増加する中で、消費全体、食

料消費の支出もやや上向きではございます。しかしながら、雇用情勢が引き続き厳しい状
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況、円高の継続ということで、デフレが慢性化していると、こういったものが食料消費な

り農村経済に与える影響を分析してみたいと考えているところでございます。

食品産業の動向と今後の発展に向けた取り組みですけれども、５ページの上から３行目

でございますけれども、この３月に策定予定の食品産業の将来方向、仮称でございますけ

れども、これを踏まえて記述していきたいと考えております。

続きまして、食の安全・消費者の信頼の確保に向けた取り組みでございますけれども、

昨年10月から米・米加工品のトレーサビリティが開始されまして、このトレーサビリティ

につきましては、今後他の食品でも検討をしていくという必要を指摘した上で、この４月

から米トレーサビリティ制度によりまして、産地情報伝達が義務化されることになってお

ります。これらのことに対応するために、原料米穀の調達の変化などの足元の動きを解説

していきたいと考えております。

次の大きなくくり、持続可能な農業生産に向けてということでございますけれども、今

年度導入されました戸別所得補償モデル対策、その状況を解説していきたいと思います。

その加入件数でいけば約133万件ということになっております。23年度から畑作にも拡大

し、経営の安定を図るとともに、畜産等他の部門については、現在の対策を検証し、あり

方や導入時期を検討するということになっておりましたが、そこら辺を解説していきたい

と思っています。

主要品目の需要・生産の動向でございますけれども、22年というのは春先の低温、夏に

かけて、その後の夏の記録的な猛暑ということで、米・野菜生産減、品質低下、こういっ

たことがありまして、農畜産物に大きな影響があったところでございます。

次のページへ行きまして、農業経営体・就業者の動向でございますけれども、先ほどの

配付資料、実現会議の配付資料にも大体こういうのがありましたので、簡単に申し上げま

すけれども、販売農家数は減少を続けて、平成22年を５年前と比べて16.9％の減少、それ

から１戸当たりの経営耕地面積も2.2ヘクタールと、初めて２ヘクタールを超えたんです

けれども、これは小規模層の集落営農、あるいは大規模層への農地集積、そういったもの

ではないかと見ているところでございます。

それから、法人経営体数は２万２千経営体と増加傾向にあります。それから、農地法改

正の件は、先ほど副大臣が申されたとおりでございます。就業人口の関係で見ますと、平

成22年は261万人と、５年前に比べて22.3％の減少ということでございます。

農業所得の動向、農家所得を見ますと、依然として低下傾向にあります。これは、デー
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タの制約の関係で現在平成20年までわかりますが、約３兆円という形になっております。

それから、７ページへ行きまして、所得向上に向けた取り組みということでございます。

まず、所得向上を図るために、経営体自らも取り組む必要ということで、その道筋とし

て、家族経営体としては規模拡大、複合経営、そしてそういったものに取り組むとともに、

機械、農薬、肥料等のコスト低減の取り組みを進めていこうと。それから、地域全体でと

考えてくると、付加価値化、販売力の強化、地域ブランド化、あるいは加工・業務用への

対応、輸出の取り組みが必要ではないかということで、それを指摘していきたいと思いま

す。

それから、戸別経営体の所得増大では、その生産から加工販売を一体化する取り組みが

有効ということでございます。ただし、その22年時点では農産物の加工に取り組んでいる

経営体は、全体のまだ２％ということでございますので、今後、こういった取り組みを推

進する必要があるのではないかということを指摘していきたいと思っております。

こういったものと直接販売、あるいは農業と観光の組み合わせ等々を推進するというこ

とで、23年３月１日からいわゆる６次産業化法が施行される予定でございますので、これ

に沿った形で取り組みを紹介していきたいと思います。

農村女性・高齢農業者活動の促進のための取り組みでございますけれども、女性の農業

就業人口は、平成22年には130万人と、５年前と比べて約３割減少しているということで

ございますが、この農村女性の方々によって加工、販売、交流等様々な起業活動が取り組

まれております。平成20年度より9,641件の起業活動は出ておりますので、こういった取

り組み、小規模の取り組みが多いんですが、女性は６次産業化の推進のために重要な役割

を果たすということで、ここら辺の状況を記述していったらどうかということでございま

す。

８ページへ行きまして、高齢者の問題ですけれども、実は高齢者の有業率、農業者率と

老人医療費の間には、負の相関が指摘されるという研究成果もありまして、農作業は高齢

農業者自身の健康維持にも役立っているということを紹介したらどうかということ。また、

その地域内外での助け合い運動、世代間交流、そういったものを促進し、医食農連携に向

けた施策により健康・長寿社会を構築していく必要性を出したいと思います。

一方において、高齢者を中心に農作業事故が年間４百件程度発生しておりますので、今

後３年間で農作業死亡事故を１割以上削減するという目標のもとでの取り組み状況をここ

で解説したらどうかと思っております。
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それから、農地の確保、耕地面積の現状と耕作放棄地の現状を考えた上で、今後特に耕

地利用率を108％に上げるという目標のもと、二毛作の推進、耕作放棄地の解消など、担

い手への農地の利用集積を図ることの重要性を指摘していきたいと思っています。

先ほど、ご質問でございましたけれども、農地の仲介組織の設置、そういった問題もこ

こで書いていきたいと思っております。

続きまして、資金調達の円滑化の取り組み、それから農業生産基盤の保全管理と整備に

向けた取り組みというのも、ここで記述していきたいと思いますけれども、特に９ページ

の１行目でございますが、農業用用水路、これが40万キロの総延長でございますけれども、

戦後整備された施設の老朽化が急速に進行しております。こういった施設の長寿命化対策

への転換等々につきまして、ここで記述したらどうかと思っております。

研究・技術開発の取り組み。様々な研究機関が今連携して研究開発に取り組んでおりま

す。こういった研究成果を確実かつ早急に早期に普及、実用化につなげていく必要があり

ますので、さらなる産学官連携の促進なり、技術開発から実証試験までの一貫した支援の

重要性をここで指摘していきたいと思います。

農村の活性化に向けて、農村地域と集落の現状を述べていきたいと思いますけれども、

特に農村地域において農業者が生活する上で困惑している点として、アンケートによりま

すと、医療、買い物、教育と、そういったことが上位に上げられておりましたので、ここ

ら辺の状況を解説していきたいと。

また、集落機能・地域資源の維持に向けた取り組みということで、農業・農村の持って

いる国土保全、水源かん養等の多面的機能について、これを健全な状況で次世代へ引き継

いでいく必要性をここで述べたらどうかという具合に考えております。

10ページ、最後になりますけれども、中山間地域直接支払の状況、あるいは農地・水・

環境保全対策事業の状況についてここに解説したらどうかと思っております。

また、鳥獣被害、これが全国で２百億円、10万ヘクタール程度の面積で起きております

ので、その対策の推進について述べていきたいと思っております。

そして、都市農業振興のための取り組み、そして、都市と農村の交流・人材の育成に向

けた取り組みについて、事例などを交えてその実際の取り組み状況を解説していきたいと

思っております。

最後になりますけれども、食料・農業・農村に関する主な農業関連団体の役割と課題と

いうことで、それぞれお持ちの基本理念の実現に向けた責務を果たしていくことが求めら
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れているところでございます。多くの農業者から見てもその期待は大きいことから、さら

なる課題の解決、意識の向上、情報公開、団体間の連携等の取り組みについて解説したら

どうかというぐあいに考えているところでございます。

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、ただいまご説明いただいた内容について皆様にご議論いただきたいと思いま

す。

どなたからでも構いませんので、ご意見いただけますでしょうか。

それでは、こちらから指名して恐縮ですが、青山委員からよろしくお願いいたします。

○青山委員 ４ページの真ん中のところの食と農の再生のことで感じたことなんですが、

直近まで状況が流動的なのでということなんですけれども、わかりやすい形でというのは、

私も個人的にもすごくそれを期待しております。

というのは、端からで恐縮なんですけれども、やはり再生会議の位置づけがいまだに私

は余りよくわからなくて、きょうこれを拝見して、ああそういうことなのかなとわかりま

した。その上で今から申し上げることが合っているのかどうか聞かせください。４ページ

の初め、３行目に自由化へ向けてのＥＰＡ、ＦＴＡへの取り組みが遅れているということ

を、農水省自らが認識され、今後推進しようとしている。ただし、ＴＰＰは別に位置づけ

している。もし「ＦＴＡ、ＥＰＡは積極的に取り組むので、それに向かって国内改革を先

行的に推進します」ということであれば、もっとはっきりと書かれる方が、再生会議の位

置づけも明確になるし、農水省の方針もわかりやすいのかなと思いました。

あわせて、１枚物でいただいている施策編の主な構成のところには、迫り来る自由化に

対してどう対応していくかという項目がないですよね。農業の現場では最大の関心事だと

思います。輸出の拡大を含め、自由化に対応していくための農業施策、農業というような

項目があってもいいのではないかと感じました。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

何人か。じゃ、近崎委員、今手が挙がりましたのでどうぞ。

○近崎委員 すみません。食の安全、消費者の信頼確保に向けた取り組みというところで

お願いします。

一般消費者として、これから輸入作物がふえていく中で、日本は遺伝子組み換えの最大

の輸入国だということなんですけれども、なかなかそのあたりについて一般消費者に広く
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浸透していないというか、知らない間に組み換え作物なんかを食べている状態であるのに、

一般食料品なんかでは大豆製品によく見られるんですけれども、遺伝子組み換えをしてい

ませんというふうな表示しかしていなくて、してありますという表示のものは全くないわ

けですよね。でも、現実問題、いっぱい菜種油にしてもトウモロコシにしてもほとんどが

遺伝子組み換えのものを食べているのに、そのことに対してきちんと表示がしていないと

いうことは、すごく問題ではないかという気がするので、そのあたりの表示と、それとや

っぱり遺伝子組み換えというのは食料を自給するためには必要な面があるので、その辺の

消費者のアレルギーというか、そういう遺伝子組み換えに対するアレルギーを解くために

は、やっぱりリスクコミュニケーションということで、そういう食品に対して安全性に対

してもっと消費者にリスクコミュニケーションする必要性をすごく感じると思うんですね。

だから、その点についても盛り込んでほしいという点と、もう一つなんですけれども、

毎年、食品偽装がすごく多いんですよね。絶対これはなくならないような気がしますし、

しかもＴＰＰに加入して、それでもっとどんどん外国の製品がふえていけば、ますます食

品を売りたいがための国産という表示もふえるような気がしてしようがないんですけれど

も、現実問題、それって新聞報道とかされるだけで、何か罰則とかそういうものはないの

でしょうか。どうしたらそういう偽装が減るのかということも、もう少し真剣に考えてい

ただきたいなと思います。

以上です。

○中嶋部会長 ありがとうございます。

他にご意見いかがでしょうか。それでは、森委員。

○森委員 白書の骨子の２から３ページの食料自給率の向上に向けてのところで、食料自

給率を高めた方がいいと思っている国民が９割と書いてあって、皆さんそう思っていると

いうことは非常に農家、これから新規参入する方たちにとっても励みになるんではないか

と思います。農地法の改正によって法人がこれだけふえたという資料、資料３の２の８ペ

ージにあります、稲作への参入は７％だということで、野菜を作ろうとしようとしている

方たちが多いということですよね、新規就農する方たちの中で。

一般に報道機関等で元気がある農業とか、それから日本の農産物の水準が高いなどとい

う話のときには、野菜のことばかり出てきます。意識して地元で頑張っている農家のもの

を買っているとか、新しく参入しようとしている人たちを支えている、食料自給率向上に

数字的にも貢献していると思っていらっしゃるし、それは大事なことだと思います。しか
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し、実際に骨子の３ページに書かれております食料自給率向上の観点から必要な作物につ

いて、国民が何をすればその生産を支えられるのか、それがまだ見えてこないような気が

します。その辺、もう少し消費者は何ができるかという視点に立った表現の方法を入れた

らいいんじゃないかと思います。生産サイドから米粉用のお米の作付をふやすといっても、

実際に米粉を買おうと消費者が考えるところに結びついていないように見えます。

○中嶋部会長 ありがとうございます。

それでは、３件、今ご質問いただきましたので、ここら辺で事務局の方からコメントい

ただけますでしょうか。

○實重総括審議官（国際） まず、国際関係、国際部でございます。

日本のＥＰＡ、ＦＴＡが取り組みが遅れているという記述についてご説明したいと思い

ますけれども、今、ＥＰＡ、ＦＴＡを結んだ国が13か国になりました。貿易量全体のその

ＦＴＡ、ＥＰＡを結んでいる国における総貿易量に占めるＦＴＡの比率、これが日本の場

合16％でございます。お隣の韓国はこれがもう36％になっておりまして、アメリカが38％、

ＥＵもＥＵ域外だけでも30％というような状況でございまして、日本も、今ＥＰＡ、ＦＴ

Ａがどんどん進んでいく世界の潮流の中で、もっと思い切って進めていく必要があるので

はないかということでございます。これは昨年の11月に閣議決定をいたしまして、高いレ

ベルのＦＴＡ、ＥＰＡを目指していくということが決まったわけでございます。

その際、今まではなるべく国内に影響がないような形でのＥＰＡ、ＦＴＡを推進してき

たわけですけれども、これから場合によっては国境措置関税のところをいろいろな形で調

整をしないと、相手国との間でＦＴＡができないと。その際に、国内農業に悪影響があっ

てはいけませんので、そのための対策は講じていかなければならないというようなことで、

高いレベルのＥＰＡを結んでも、国内に悪影響が生じないような対策を検討していく必要

があるということでございます。

あわせまして、ご指摘のように、国際的な競争力、オーストラリアとかアメリカとか、

そういう国と互角に勝負するだけの競争力はなかなか現実的には持ち難いわけであります

けれども、世界と申しましてもいろいろな国がありますので、それなりの国際的な競争力

を身につけて、できれば輸出していくというようなところを目指して、国内の体質強化も

必要であると。この両面で国内対策を検討していくということになっているところでござ

います。

○中嶋部会長 続いて、政策課長。
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○大澤政策課長 青山委員のご質問、ご認識につきましては、既にもう實重総括審からご

説明のとおりですけれども、ここの白書の骨子の４ページにありますようなものが、再生

推進本部のまさに趣旨でございまして、高いレベルの経済連携の推進と、我が国の食料自

給率の向上や国内農業のその振興を両立させて、持続可能な力の限り農業を進めていくと

いうことで、経済連携のより高いレベルでの推進ということが契機になって、この本部が

できたということで認識で間違いないと思います。

先ほどご説明した資料集の資料１の中の49ページにも、食と農林漁業の再生実現会議の

開催の趣旨が書いてございますけれども、そこでも同じ表現になっております。

以上です。

○櫻庭情報評価課長 今の続きで、その自由化対策というのが施策編のところにないとい

うご指摘ございましたけれども、現在、私ども自由化対策といいますか、そういったもの

を想定しておりませんし、今の基本、食料・農業・農村基本計画に沿った形で、あるいは

毎年の予算体系、予算、そういったものに即して今この構成を考えているところでござい

ます。

それから、森委員の方からございました、食料自給率の関係で消費者に何ができるかで

ございますけれども、内閣府の世論調査で、消費者が食料自給率のためにどういう行動を

とるべきかというアンケートもございますので、そういったものをちょっと記述していき

たいと思っております。

もっとも先ほどございましたけれども、私、ここではカロリーベースの40％の話しか、

しておりませんけれども、野菜というのは、カロリーがほとんどなくて、金額は単価は高

いということで、そういった金額ベースの自給率というのは現在70％ございますので、そ

ちらの方もあわせて紹介していければなと思っております。

どうもありがとうございました。

表示の方はいいですかね。よろしくお願いします。

○嘉多山消費・安全政策課長 まず、表示、産地偽装の方でございますけれども、ＪＡＳ

法上は、そういう違反があった場合、不適正な表示があった場合には、迅速に是正を指導

し、その旨を公表しているということで、かなり新聞などでも多く取り扱われますので、

抑止効果はかなり大きいものがあると考えております。また、ＪＡＳ法自体も罰金刑、懲

役刑もございますので、違反をした場合にはそれぞれの状況に応じて厳しい罰則があると

いうことでございます。
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それから、遺伝子組み換え食品の表示については、現在は日本では食品衛生法やＪＡＳ

法により「遺伝子組み換え」あるいは「遺伝子組み換え不分別」であるという表示の義務

付けや、「遺伝子組換えでない」という任意表示を規定しております。

それから、遺伝子組み換え食品の表示をどう取り扱うかというのは、現在消費者庁でＪ

ＡＳ法を含めて所管しているんですけれども、遺伝子組み換えの表示については、海外に

おける表示制度の運用実態や流通過程における「意図せざる混入」の実態といったものを

調査しているというふうに聞いております。

○中嶋部会長 よろしゅうございますでしょうか。

それでは、あと何人かの方からご意見を伺いたいと思います。篠崎委員。

○篠崎委員 ７ページ目ですが、６次産業化の記述があります。最近、６次産業化という

文字をよく見ますが、６次産業化をすると、明るい未来が開けるというと語られることが

多いのですが一方で売れない商品を大量に作ってしまうという現実もあります。

私は東三河のサポートをやっており、1月29日から30日に東京交通会館で物産の販売実

験をやりました。東三河には豊根村という人口1千4百人の村があり、そこに「ベッケライ

ミンデン」という1軒のパン屋さんがあります。もともとご主人は50歳までエンジニアを

やっていましたが、ドイツに出張に行ったときにドイツパンに魅せられて、名古屋でドイ

ツのパン屋さんをオープンして、人気のパン屋さんになりました。その後、豊根村の古民

家に移住をしてパン屋を始めましたが、ここでも週末には遠方から多くの人が買いに来る

ほどの人気のパン屋さんになりました。このパン屋さんのドイツパンを販売実験で販売し

ましたが、280個がすべて完売しました。よく観察してみると販売員が来場者にこのパン

のストーリーを1分程度話ができると、ほぼ来場者はパンを購入します。成熟社会の消費

にはストーリー性も重要なのです。

６次産業化には私自身は賛成ですが、農家が作ればそれがイコール売れるというわけで

はない。農家が新たに身につけなければいけないもの、経験しなければいけないものが

多々出てくるということを考えなければいけません。

それともう一つ、最終ページの、都市と農村の交流、人材育成に向けた取り組みですが、

ツーリズムや体験という言葉がかなり出ております。もちろんツーリズム、体験という枠

組みで農村の活性化というのも必要です。

ただ体験というレベルだけではもったいない気がします。例えば企業の新入社員の人材

育成を農村で積極的に受け入れる。ここまで踏み込んで企業の持っている仕組みそのもの
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にもう少し農村側が切り込んでいく。農業が時代に求められているのは様々な人生のステ

ージでの教育の場の提供ではないでしょうか。これは他の会議の場でも申し上げましたけ

れども、とてもマッチするのではないかと思います。

以上です。

○中嶋部会長 ありがとうございました。

あとお２人だけにちょっと限らせていただいて、申し訳ありませんが。では、白石委員

と、西辻委員、お願いいたします。

○白石委員 ５ページの持続可能な農業生産に向けてということで、全体を通して考えら

れるというか、今まで白書を見させていただいて感じるんですけれども、優良事例が出て

くるんですけれども、非常にすばらしい優良事例が多過ぎてしまって、農業者から見ると、

とても手の届かない目標になってしまうという場面によく遭遇するんですね。そういう

方々というのは、ご自分の力で努力されて、ＴＰＰ怖くないぞというような発言も出るよ

うな部分もありますけれども、やっぱりこの国で食料を生産していく上では、やはり家族

農業、持続可能な農業といえばやはり家族農業が中心になっていく。その中で環境に配慮

した自立していく農業のあり方というのが、そんなに遠い孤高の存在ではないところにあ

る事例がとっても大事なんじゃないかな。特に新規参入を目指される皆さんにとっては、

家族経営で、なおかつ大規模ではなく、小規模でも実現可能な農業経営の姿の事例が求め

られているのではないかと。その辺、少しご配慮いただけるとよろしいのではないかと思

います。

それから、私、都市農業をやっていますので、都市農業の部分で申し上げたいことがご

ざいます。都市農業というのは、都市的地域というふうに農水省がくくっていただいてい

ますが、これがこのカラー刷りの再生実現会議の後ろの方、39ページ、15ページと39ペー

ジにありますが、都市的地域というくくりがあります。ここでは、労働生産性が高く、土

地生産性が高いということで、比較的効率のいい農業が行われています。我が国の農地45

0万ヘクタール強のうちの27％が都市的地域にあるというふうにくくられています。農業

産出額で31％という数字が出ています。後継者率も非常に高いという点から見ると、都市

農業、都市近郊農業というのは経済的にもかなり自立している一面がありまする。

それと同時に、そればかりではなく、ここに書いてあるとおり、都市と農村をつないで

いく役割が非常にあると思っているんですね。篠崎委員からお話があったように、企業の

方々に研修で農業体験をやるとすれば、遠い農村に行くよりも都市近郊の地域がその受け
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皿となっていく。私どもは、農業体験農園と名付け、農家が主導で主体的に経営として、

農業のカルチャースクールをやっています。都市農業は、消費者の皆さんに農業の触れ合

いを通して農業を啓蒙していくという役割を大きく果たしていくべきである。そういった

意味で、国の支援というか位置づけをお願いしたいというふうに思っています。

同時に、この都市農業支援というのは、市街化区域あるいは市街地の中ですから、都市

計画法との関係も非常に大きくあります。そういった中で、お互いのテリトリーというの

でしょうか、これを超えて、やはり農林水産施策の中での都市農業の位置づけというのを

いただいて、私たちも頑張って都市に農業の情報を伝えていく、都市の情報を農村に伝え

ていくような役割も一緒に果たしていきたいなと。国交省や関係省庁との調整のもとに、

振興策をぜひよろしくお願いできれば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。

続いて、西辻委員ですが、その後、ちょっと私見落としましたが、渡辺委員に最後にご

意見いただきます。

○西辻委員 私の方からは、内容というよりも私の経験談に基づいた部分になるんですけ

れども、今回、この白書というものがどこにどう配布されて、作った後どうするのかとい

う、そういったところをちょっと知りたいなというのがありまして、ちょうど私が以前の

白書を見たときに、これはどこに配っているんだろうなと思ったのが一番最初でして、テ

レビで知ったときは、メディアというフィルターを通してこの白書の内容の一部を伝えて

いくと。多分今回のこの白書についても、恐らく白書が出ましたと。その中でＴＰＰの話

と戸別所得補償によっていって、農と食の再生の部分について少し語られるのかなと。そ

うすると、消費者としては、かなり遠い存在の白書になってしまうかなというふうに思う

ので、配布の仕方についてちょっと検討いただければというふうに思いますのが一つと。

あと内容に関して私が以前拝見したときに、新規就農者というかアントプレナーな立場

で見たときに、農業って沖ノ鳥島状態だなと思って、何か沈みかけなのを守っている、守

っているというようなイメージがすごくして、悲観的な部分にちょっとなってしまったこ

とがあったんですけれども、そのときに、じゃアントレプレナーはどういう考え方をする

のかというと、やはりさっき白石さんの方からもお話がありましたとおり、明るい内容も

大切なんですが、ここの現状がこうなっているから、ここが難しいんだという話とか、問

題となっているところはどこなのかということをしっかりと書いておいていただいた方が、

見たときにそこに例えば問題点があるんであれば、そこを解決すれば僕たちはうまくいく



- 35 -

んだというような希望的観測になってくるので、できるだけ明るいことももちろん必要だ

と思うんですが、身近な問題やその根本に眠っているような問題点についても記載してい

ただければというふうに思います。

○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。

３点あります。一つは、この白書は、大変重要なものであるということです。50回目と

いうことと、ＴＰＰが一つの引き金で再生実現会議もセットされ、これから日本の農業を

どう持っていくのかを示す大変重要な位置づけにあると思います。

２つ目は、この白書に書くかどうかは別といたしまして、強い農業とか魅力ある日本の

農業というのはどういう姿なのか、その目標あるいはビジョン、あるべき姿というものを

もう一度描いてみたらどうかと考えます。ぜひそれにトライをしていく時期ではないかと

思います。

そのためにやはり現状の分析を徹底的にすべきであるということが3点目です。先ほど

も申し上げましたが、現象だけではなくて、要因系の分析をきちんとして、なぜそうなっ

ているのかということをもっとクリアにすべきでありますし、その問題点、課題を見える

化しておかないといけない。それを国民的なレベルで議論を巻き起こすぐらいの勇気を持

った分析が私は必要ではないかと思います。なぜそうなっているのかというのがポイント

だと思います。必ず光と影があるわけですから、影の部分も恐れずにやっておかないとい

けないのではないかと。

そのために一つの参考でございますけれども、これも以前申し上げましたけれども、マ

ーケットがあって、研究開発があって、生産技術や生産、流通、販売・サービスといった

一連の流れの中で、現在の農業というのはどういうところにどのような問題があるのかと

いうものを、品目別、地域別に一度分析をしていただきたい。この白書の別冊でもいいで

すから、それをやっていただくことは大変意味があることではないかと思います。

そうしますと、先ほど申し上げました課題や問題がもっと見える化できるのではないか

ということがございます。恐らく農水省の中にはたくさんのデータがあると思いますので、

その解析の力を十分に発揮していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○中嶋部会長 ありがとうございました。
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大変重要なご指摘いただきました。それでは、まとめて情報評価課長からコメントいた

だきます。

○櫻庭情報評価課長 ただいまご指摘いただいた点につきましては、白書を記述する際に

参考にさせていただき、またご期待に添うような形で進めたいと思っております。

その中で、西辻さんの方からございました白書の配布先についてですけれども、実は白

書は２万４千ほどの発行をしておりまして、私どもが抱えているのは数千冊でございます。

まず国会に報告する部分がございます。それから図書館であるとか大学、そういったとこ

ろは私ども配布させていただいております。市販本が２万強ございますけれども、これは

刊行物センターとか大きな書店で購入されているということでございます。そのほか、ホ

ームページに全文掲載しておりまして、昨年直近の例でいきますと、昨年の白書がまだ１

年たっておりませんけれども、５万８千ほどのアクセスがあるという形で、今の時代に即

した流れになっていると思っております。

それから、白石さんの方から、国交省なりそういった振興策の話がございましたけれど

も、ここにある講じようとする施策というのは、農林水産省の施策だけではございません。

ご案内のとおり、これは国交省の政策もございますし、厚生労働省の政策、それを例えば

農村地域で関連するものを全部掲載させていただいております。すなわち、政府全体とし

ての施策として今まで記述してきましたし、今後ともそれで進めさせていただければと思

っております。

あと、渡辺委員の方からございました品目別、地域別の分析でございますけれども、可

能な限り、この本文で紹介できるものはやっていきたいと思っております。また約束だけ

してできなかったらこの程度かというのはあれなんですけれども、努力したいと思います。

どうもありがとうございました。

○中嶋部会長 今、課長からもご確認いただきましたが、皆様からのご意見を踏まえて今

後白書の作成作業をお願いしたいと思います。ありがとうございました。

それでは、次に、農林水産省の政策評価の取り組みについて事務局からご説明をお願い

いたします。

○櫻庭情報評価課長 引き続きご説明させていただきます。

今回は、この政策評価についてご報告ということでございまして、横長の資料３の１枚

開けていただきたいと思います。まずは、目次で、１つ目が政策評価制度の概要、２つ目

が農林水産省の評価ということで、右下の方に白抜きでページがございます。
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１枚めくっていただきまして、ページ３に１－１政策評価とはというのがございます。

簡単にご説明させていただきますけれども、政策評価は、法律に基づき実施されておりま

して、目的として効率的で質の高い行政、成果重視の行政の推進、そして国民に対する行

政の説明責任の徹底、この２つが目的でございます。

あり方として、一番重要なのは、行政機関はその政策効果を把握し、必要性、効率性ま

たは有効性の観点から、自ら評価し、その評価の結果を政策に適切に反映しなければなら

ないということでございます。それとともに、政策の企画立案などに対して重要な情報を

提供していくということでございます。

次の４ページになりますけれども、仕組みでございます。この仕組みは、ＰＤＣＡサイ

クル、企画立案、実施、評価、改善というサイクルで回しております。評価のところに、

意見の聴取ということで第三者機関、農林水産省政策評価第三者委員会で意見をいただい

ているところでございますし、また、その評価の仕方について、総務省が全省庁を点検い

たしまして、毎年度国会へ報告しているという状況でございます。

５ページで評価の方式等でございますけれども、評価の時期は、政策決定前に行う事前

評価と、決定後に行う事後評価に分類されております。

ページをめくっていただきまして、６ページですけれども、政策評価体系は大目標、中

目標、政策分野、個々の政策手段という形で構成されており、評価の対象は政策分野ない

し個々の政策手段ということでございます。これらの体系は、下の７ページにございます

けれども、すべて予算書、決算書と連携しているということでございます。

ページが飛びますけれども11ページ、農林水産省の政策評価でございます。新たに食

料・農業・農村基本計画が出たことに伴い、昨年８月に政策評価の基本計画、実施計画を

策定しました。

そのポイントは４点ございますけれども、基本理念を設定したこと、租税特別措置等に

係る政策評価を新たに実施したこと、公共事業・研究開発の評価の厳格化したこと、そし

て、情報公開の徹底でございます。それぞれ12ページ、13ページに昨年８月末に実施した

政策評価の状況について記述しております。

また、14ページには、22年度から実施しました租税特別評価に関する評価について記述

しております。

次の、15ページでございますけれども、これが農林水産省の政策評価体系でございます。

これは、基本計画に沿っておりますけれども、政策分野は、①の食の安全と消費者の信頼
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の確保から、次の16ページ、農林水産行政の適切・効率的な実施まで21に分類していると

ころでございます。

これらにつきましては、どうやって評価するのかということでございますが、次の17ペ

ージをご覧いただきたいと思います。ちょっと小さい字で恐縮でございますが、政策分野、

施策、それぞれの目標、指標、それから基準年、目標値、目標年度を定めたものでござい

ます。これを毎年検証し、次の施策に反映していくということでＰＤＣＡサイクルの基本

的な考え方を実施し政策評価を進めているところでございます。

また、本年度も、夏の24年度概算要求にあわせまして、評価を行っていきたいと考えて

おります。

以上、ご報告させていただきました。

○中嶋部会長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。いかが

でございますか。それでは、渡辺委員、お願いします。

○渡辺委員 この大変良い評価体系というか、やり方だと思いますけれども、恐らく農水

省だけでは多分実施できないものがたくさんあるのではないかという気がしますが、そう

いうものはどういうふうにこういう中に織り込まれているのかというのが一つと、もう一

つは、大きい分類で目標が指標として、あるいは基準値、目標値というその細目における

目標はあるんですけれども、大きな目標、例えば自給率は５年後、10年後、このぐらいに

したいというような、そういう大目標に対するあるいは中目標に対する目標というのはど

ういうふうに立てられているか、この２点、ちょっとお聞きしたいと思います。

○櫻庭情報評価課長 ありがとうございます。

まず、各省庁の関係については、この政策評価体系が昨年３月に閣議決定されました食

料・農業・農村基本計画、新たな基本計画に基づいておりまして、その基本計画自体が政

府全体として決めたものでございます。ですから、個々の施策の関連性がその中に盛り込

まれています。それが具体的に出てくるのが指標で、その内容というのをチェックしなが

ら、どこが弱かったか強かったか、効いているかというものを判断していきたいと思って

おります。

それから、大きな目標である食料自給率というのは、昨年の基本計画で10年後50％とい

うのが出てきておりますけれども、15ページの上の方に大目標、使命という部分の中に、

政策達成目標明示制度における評価レベルというのがありまして、実は一昨年来、国家戦



- 39 -

略室から、政府として大きな目標を立ててチェックするという基本方針が出ましたが、ま

だ具体的な動きがないものですから、ここも想定という形になっておりますけれども、私

どもが食料自給率の向上なり木材自給率の向上、この２つを大きな評価レベルとして達成

目標として想定して、すぐ動けと言っても動けるような形に持っていきたいと考えており

ます。

○渡辺委員 最初の方の質問ですが、例えば経産省みたいなところと連携して、こういう

ことをやるという、そのような項目については農水省の中には入ってこないという意味で

すか。総合政策的にやっていくときに、農水省だけではなくて、いろいろなところとやっ

ていって、合体してやっていく。例えば６次産業化のようなところは、かなりいろいろな

ところと関連してやらなくてはいけないとすれば、どういうふうに施策として表現されて

評価されていくのかというのをお聞きしたいんです。

○櫻庭情報評価課長 そこにつきましては、今日お手元にありませんが、かなり厚い評価

書がありまして、政策の背景や政策を取り組んだ結果、なぜできなかったかということを、

記述することになっておりまして、その中で表現していくこと、あるいは分析結果を出し

ていくということになるかと思います。

○中嶋部会長 それでは、最後に三森委員、ご質問いただきます。

○三森委員 私が今、現場でとても思うんですけれども、こちらはすべて現場に対する評

価と考えていらっしゃいますよね。どのような取り組みをされて、こちらの基準値と目標

値がどの程度達成されたかだと思います。現場には私たち農業者だけではなくて、いろい

ろな問題があると思うんですけれども、問題を明確化して、問題に対して目標値に近づく

ように国はやっていかれると思いますが、私は現場がないがしろにされて進んでいってい

るような気がします。これに対してはどのように進めていかれるのかをお聞きしたいです。

○櫻庭情報評価課長 これは、あくまでも農林水産省の施策、政策がどう進んでいるかと

いうことで、農林水産省に対する評価でございます。そのために、その政策がどう浸透し

ているかというときに、この指標を使わせていただいているということでございます。

現場に対してどうかということは、先ほど来申し上げているように、昨年の食料・農

業・農村基本計画で目標値をそれぞれ出しております。また、それが関連するとすれば、

自給率が上った、下がったとかいろいろあるかと思いますけれども、毎年、生産が弱かっ

たのか消費がこうなったのかということがわかれば、この中である程度の検証は見えてく

るかと思います。
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○中嶋部会長 予定の時間を超えてしまいましたので、大変申し訳ございませんが、これ

で終了させていただきたいと思います。

それでは、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。

○大澤政策課長 次回の企画部会につきましては、まだ日程は決定はいたしておりません

けれども、事務局といたしましては、３月下旬ごろを目途に日程調整に入らせていただき

たいというふうに思います。

テーマといたしましては、本日と同様、食と農林漁業の再生推進本部等の検討状況、そ

れから白書本体の案についてご審議いただきたいというふうに思っております。詳細につ

きましては、後日連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

○中嶋部会長 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございま

した。

午後５時０５分 閉会


