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○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 31 回企画部会を開催いたします。 

 皆様、本日は御多忙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「平成 23 年度食料・農業・農村白書」について審議をお願いしたいと思います。 

 まず初めに、企画部会に新たな委員が加わることになりましたので、御紹介させていた

だきます。 

 株式会社日本総合研究所調査部主席研究員の藻谷浩介委員でございます。藻谷委員にお

かれましては、所用により御欠席との連絡をいただいております。 

 また、本日の委員の皆様の出席状況でございます。新浪委員、萬歳委員におかれまして

は、所用により御欠席との御連絡を事前にいただいております。出席委員は、私も含め 14

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 30 名ほどお

見えです。 

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

 初めに、政務三役から会議の冒頭にごあいさつをいただく予定でしたが、本日、国会対

応で大臣を初め、すべての政務が本部会に御出席することができなくなりました。このた

め、ごあいさつを省略させていただき、このまま議事を進めたいと思います。 

 それでは、ここでカメラは退室をお願いいたします。 

（カメラ退室） 

○中嶋部会長 それでは、議事を進めてまいります。本日の議題であります「平成 23 年度

食料・農業・農村白書（案）」についてでございます。 

 食料・農業・農村基本法第 14 条におきましては、政府は、毎年、国会に、食料・農業・

農村の動向等に関する報告と、動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を

作成し、これを提出することとされ、その際には当審議会の意見を聞かなければならない

とされております。このため、これらについて事務局から説明をいただいた後、委員の皆

様から御意見を伺いたいと思います。 

 なお、お手元に配付している白書につきましては、本日の御議論や、その後の情勢の変

化を踏まえ、内容が変更される可能性があります。したがいまして、資料１の白書（概要

版）以外の資料２と３につきましては、非公表とさせていただきますので、あらかじめ御

了承願います。 

 それでは、事務局から御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。 

 本日、いろいろな国会の委員会が開かれておりまして、政務三役はすべてそちらの対応

ということで、政務三役に出席いただけなかったことにつきまして、お詫び申し上げます。 

 白書につきまして説明をさせていただきます。皆様の紙ファイルに綴じてあるものが白
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書の案でございます。そのほかに資料１がございますが、これは概要版としてございます。

事前に皆様にお配りいたしておりますし、時間の関係もございますので、私からは、まず

概要版を中心に、必要に応じて原文を参照していただきながら、白書の全体の概要につい

て簡潔に御説明をさせていただきたいと思います。 

 概要版の目次をお開きいただきたいのですが、前回の企画部会におきまして、東日本大

震災からの復興１年ということで、震災関係の被害の状況、それから、復旧・復興の状況

等につきまして、原発事故の対応も含めて特集をするということで御議論いただいたと理

解しておりますので、この特集というのは「東日本大震災からの復興１年」というタイト

ルをつけさせていただきました。 

 それから、１章から４章までにつきましては、食料・農業・農村基本計画の章立てに基

本的に則した形になっております。こちらも前回の企画部会でお諮りいたしましたように、

基本計画が改定されてから約２年経過したということで、その２年間の政策についての検

証をしようということを本文の大きな横軸といたしておりますので、基本計画の章立てに

則した形での章立てといたしております。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。「東日本大震災からの復興１年～復興への歩み

に向けて～」というところでございますが、大きく２つのパーツに分かれております。東

日本大震災は非常に複合的な被害でございまして、地震・津波、原発事故、それらに基づ

く風評被害等が立て続けに起こっているということでございます。大きく分けて、まず前

半を地震・津波による被害の状況、それから、後半部分を原発事故の農業分野への影響と

政府の対応という形にしております。 

 まず、全体の農林水産業の被害、食品産業等への影響でございます。これは地震・津波

関係ということでございますけれども、全体として、農業関係被害が 9,476 億円という状

況になっておりますし、津波による流出、冠水した農地の推定面積は、水田約２万ヘクタ

ール、畑約３千４百ヘクタールという形になっております。 

 それから、日本政策金融公庫の動向調査を引いておりますけれども、食品産業について

もさまざまな被害が出ている状況が図の下の方にございます。 

 ２ページ目でございますが、その復旧に向けた、いろいろな対応について記述しており

ます。今回は、この東日本大震災関係につきましては、事実をなるべく豊富に、広く、で

きるだけ客観的に記述するという基本的な考え方でおりますので、まず、復旧に向けてど

ういうことをやってきたのか、その反省点も含めて、本文では記述をいたしております。

食料の調達から除塩、施設の復旧に至るまで、いろいろなものが書いてございますし、８

月には農林水産省として、農業の復興マスタープランを策定いたしまして、おおむね３年

以内に農地を復旧していくようなスケジュールを定めているところでございます。 

 それから、政府全体での措置ということになりますが、農林水産関係でも必要な法制度

を含めて検討いたしまして、東日本大震災復興特別区域法が成立いたしたということも書

いてございます。復興特区制度におきましては、国土交通省等と連携いたしまして、土地
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利用再編のゾーニング、許可、事業計画をワンストップで行うような仕組みを設けたとこ

ろでございます。 

 現在における農業の復旧の進捗状況が３ページに書いてございます。農地については約

３分の１、農業経営体は昨年の７月現在で 26％でございますが、こちらにつきましては、

４月を目途に、24 年３月 11 日現在の統計をまとめる予定でございますので、まとまり次

第、そちらに差し替える予定でございます。 

 それから、この震災を機に農水省でアンケート調査を行ったのですが、食料安定供給と

いうものの意識についての変化が見られるかと思います。特に農林水産業の振興による食

料生産力の強化というものに非常に高いポイントがついておりますし、震災後の食料備蓄

の必要性、もともと必要性を感じている方が約３分の１いらっしゃったのですが、これを

機に必要性を感じる方がプラス３分の１ぐらいになったという状況が書いてございます。 

 ４ページ以下が原発事故への影響と政府の対応でございます。４月１日に新しい基準値

が施行されるなど、現在においても非常に動いているところでございます。勿論、津波か

らの復旧自体も動いておりますけれども、それと比べても、非常にいろいろな措置が行わ

れているところでございますので、現時点におきましては、農水省、それから、政府全体

を通じて、ときの経過に応じてとったさまざまな措置を淡々と記述するという基本的な考

え方に基づいて書いてございます。これは、阿南委員、合瀬委員からも、なるべく一貫性

をもって記述するようにというような御指導をいただいたところでございますので、その

ような基本的な考え方に則しているつもりでございます。放射性物質濃度の分布について

の調査、除染技術についての検討など、さまざまな措置が本文では書かれているところで

ございます。その他、原発の事故の影響についての意向調査についても記載させていただ

いております。 

 ６ページ以下が基本計画に則した内容でございます。資料２の本文をご覧いただければ

おわかりかと思いますが、基本計画の主要な部分についての項目をまずイタリックで記述

し、それについて、２年間たって、どういう進展が見られたかというのをなるべく客観的

に、かついろいろな要素に分解して記述するというのを基本的な方針といたしているとこ

ろでございます。 

 まず「食料自給率の向上」でございますが、概要版では、基本計画で示された施策の方

向をピンク色の枠で囲んだ部分に書いてございます。供給熱量ベースで 50％、生産額ベー

スで 70％まで、10 年間で引き上げることを示すとともに、主要品目ごとに生産数量目標と

克服すべき課題を設定したというのが基本計画の考え方でございます。 

 まず全体でございますが、供給熱量ベースの食料自給率は２ポイント低下して 39％、生

産額ベースの食料自給率は４ポイント上昇して 69％という状況ですが、その低下要因につ

きましては、主に天候不順の影響による小麦、砂糖、イモ等の生産量の減少が多いという

ふうに分析いたしております。それぞれの品目ごとに、いろいろな政策の効果がどういう

ふうに、今、現状としてなっているかというものを分析しているわけでございますが、主
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要なものを概要版にも掲げさせていただいております。 

 まず、自給率向上の中で非常に重要な作物として考えております米の多様な利用の観点

から、米粉用米、飼料用米の生産でございますけれども、戸別所得補償制度の導入を契機

に、平成 20 年、基本計画をつくる時点での最新の値に比べまして、米粉用米は 40 倍、飼

料用米は 20 倍まで増加したところでございます。ただ、目標と比べますと、まだまだ今後

増やしていく必要があるというふうに分析をいたしております。 

 麦につきましては、これは非常に高い目標になっておりますけれども、現状では、生産

量につきましては、20 年 88 万トンに比べまして、74 万トン目処ということで、残念なが

ら低下しているところでございますが、作付面積につきましては、23 年度、やや上昇が見

られたということでございます。加えまして、この基本計画をつくる際に、戦略的なもの

としては、パン、中華麺用の国産小麦を増やしていくということが政策的な課題として掲

げられているところですが、その作付面積につきましては、ご覧のように着実に増えてい

るというような分析をいたしております。 

 大豆につきましては、これも高い目標を設定しておりますけれども、そのために水田の

団地的な利用、単収向上・安定化に資する栽培技術の普及等の課題があるというふうに分

析をいたしておりますが、こちらにつきましては、生産量、作付面積ともに 20 年産よりも

減少しております。ただし、作付面積につきましては、東日本大震災の影響も少しあるの

ではないかというふうに分析をいたしております。 

 政策の効果といたしましては、単収向上を図るための技術として、大豆 300Ａ技術とい

うのがございますが、そちらにつきましては着実に伸びているところでございます。ただ

し、生産量、作付面積ともに低いものですから、今後の検討が必要だと考えております。 

 ８ページにつきましては、その他の作物について、これも本文では品目ごとに分析をい

たしておりますけれども、こちらでは便宜的に、生産量の推移を並べております。特にソ

バ、ナタネにつきましても、戸別所得補償制度の対象となっているところでございますけ

れども、こちらについては生産が着実に増えているという状況になっているところでござ

います。 

 続きまして「食料の安定供給の確保」につきましては、食の安全・消費者の信頼確保、

食品産業、食料安全保障等がテーマでございます。食の安全・消費者の信頼確保というと

ころにつきましては、基本計画では、後始末より未然防止の考え方を基本に、科学的知見

に基づく施策を推進していく。加えて、GAP、HACCP 等の導入を推進していく。更には、消

費者の信頼確保という観点から、トレーサビリティ、加工食品の原料原産地表示の義務づ

けの着実な拡大というのが基本計画で示された方向でございます。 

 フードチェーンの各段階における食品の安全性向上のため、いろいろな取組みを行って

いるところでございますし、HACCP、GAP についても着実に拡大はいたしておりますけれど

も、特に HACCP につきましては、中小規模層の導入の取組みが課題になっております。GA

P につきましては、近藤委員から事例を載せる必要があるという指摘が前回あったかと思
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いますが、本文の 112 ページ、114 ページ辺りを御参照いただきたいと思います。 

 トレーサビリティにつきましては、米のトレーサビリティの本格的な実施が 23 年７月か

ら行われたということでございます。JAS 法に基づく加工食品の原料原産地表示品目につ

いては、平成 21 年に比べまして４品目増えているという状況でございます。 

 食料安全保障の前提となります穀物等の国際価格については、2008 年ほど話題にはなり

ませんでしたけれども、2011 年も引き続き高い第２の波が訪れている状況を本文では分析

をいたしております。 

 それから、エンゲル係数につきまして、最近、横ばいであることから、その原因につい

て、本文では少し分析をいたしております。こちらにつきましては、家計の食料消費は減

少しているのですけれども、消費全体も、主に収入が減少した影響かと思いますが、同様

に減少していることに伴って、エンゲル係数は横ばいになっていると本文では分析いたし

ております。 

 それから、概要には入れておりませんけれども、高齢者用の食品の動向につきまして近

藤委員から御指摘がありました。こちらにつきましては、高齢者健康関連食品の動向につ

きまして、139 ページで記述があるところでございます。 

 「農業の持続的な発展」につきましては、戸別所得補償制度の導入が基本計画の一番大

きな柱でございます。こちらにつきましては、加入件数の推移は毎年着実に増えておりま

す。それから、生産目標数量、米については、運用により需給に応じた生産を行っていく

という考え方でありますけれども、過剰作付面積が 22 年度は４万１千ヘクタールほどあっ

たものが２万２千ヘクタールになるなど、効果が出ていることを記述しております。 

 12 ページですけれども、米の作付規模別の経営状況です。これは、赤いラインが価格で、

箱になっているところがコストでございますので、その隙間が利潤でございます。２ヘク

タールから３ヘクタール層より大きいものになりますと、経営費も家族労働費も賄えるよ

うな状態になっているというような状況を記述しております。 

 ６次産業化も戸別所得補償制度の導入と並んで基本計画の柱になっているものでござい

まして、地域、あるいは農業者の所得の向上のために６次産業化を進めるということで、

法律を初めといたしまして、さまざまな措置が取られているわけでございます。この統計

的な把握といたしましては、従来は専業化・兼業化というような、農業生産に着目した分

類が多かったのですが、農業生産関連事業というものを別に取りまして、販売農家の中で、

農業生産関連事業を行っている農家数がどれくらいになっているかということで分析をい

たしましたところ、平成 12～22 年で比率で倍増しているという状況になっていることを記

載してございます。 

 その他、本文ではかなりいろいろな方面にわたって分析しておりますけれども、ここで

は、特に近藤委員から御指摘もありましたとおり、６次産業化のいろいろな課題も明らか

にするように、まず、黒字化までの年数を日本政策金融公庫のアンケート調査結果で出し

ております。それによりますと、平均４年ぐらいかかっている。それから、６次産業化に
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当たって重要と考えるような、これは黒字化するのにも必要な課題等々だと思います。商

品の差別化・ブランド化、人材の確保等々の課題が挙げられてございます。そのような人

材面での対応につきましては、６次産業化プランナーを全国に配置するなどの措置を取っ

ているところでございます。 

 それから、輸出については、便宜的にここで輸出金額だけ書いておりますけれども、本

文では、御指摘のありましたとおり、輸出と輸入をすべて並べて書いてございますので、

そういう形で比較していただければと思います。原発事故の影響、あるいは円高の影響に

より、前年度から少し減少しているような状況になっております。 

 それから、基本計画では、意欲ある多様な農業者を育成、確保するというのが課題とな

っておりますので、農業者のさまざまな類型の動向について記載してございます。 

 まず、農業者全体ですが、農業所得につきましては、８年ぶりに増加に転じています。

特に水田作経営につきましては、米の戸別所得補償のモデル事業の交付金による効果が多

いという状況を記載しています。 

 それから、15 ページ、集落営農の農業生産法人についても着実な増加が見られる。それ

から、新規就農につきましては、最近、数字が上がっておりませんけれども、その状況は

本文でも記載しております。ここでは、どういう課題があるのかというものを記載してお

ります。所得が少ない、技術が未熟等々でございます。こちらにつきましては、24 年度か

ら青年就農給付金制度を確立しまして、特に、最初の数年間の所得の安定にも資するよう

な制度を講じたところでございます。その他、女性の起業の推移等も書かせていただいて

おります。 

 16 ページでございます。農地関係のさまざまな状況について書いております。基本計画

では、農地については、当時 461 万ヘクタールだったと思いますが、それを維持していく

という考え方でございますし、耕地利用率も向上させていく。目標として、食料自給率 50

％になるときに 108％まで上げていく。それから、遊休農地の解消、意欲のある多様な農

業者への農地集積の推進等が方向として書かれているところでございます。 

 まだ十分とは言えませんが、幾つか明るい数字が出てきております。まず、耕地利用率

につきましては、８年間ずっと下がっていたのが、0.1 ポイントでございますけれども、

上がったという状況でございます。作付面積も若干減っておりますけれども、減り方が徐

々に減っている。耕地面積も同様でございます。耕作放棄地につきましては、５年に１回

しかデータはないわけですけれども、22 年のデータでは、増加率はその前の５年間に比べ

て減ってきているところでございます。 

 それから、17 ページですが、我が国の農林漁業の再生のための基本方針・行動計画にお

きましては、土地利用型農業につきまして、20 ヘクタール以上の農業経営体が大宗を占め

るような農業構造を目指すということが書かれておりますが、現状として、20 ヘクタール

以上層の経営体が耕作する面積については、現在、約３分の１になっているという状況を

記載しております。その他、農業生産基盤の保全、管理、整備、こちらについては、新た
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な土地利用長期計画を策定しておりますので、その関係に記載してございます。 

 それから、持続可能な農業生産、18 ページでは、省エネ効果の高い農業用機械の施設の

導入状況、エコファーマーの認定状況、有機 JAS 制度の推移等が記載してございます。 

 「農村の振興・活性化」につきましては、基本計画でもそうでしたが、基本方針・行動

計画で、１つの柱として再生可能エネルギーを農山漁村に進めていくような方向が出され

ております。本文では各地の事例等を記載してございます。 

 20 ページですが、集落機能の維持と地域資源の環境保全ということで、こちらも基本計

画で出されている重要な制度でございます中山間地域等直接支払制度の現状、それから、

農地・水保全管理支払交付金の状況、効果についてのアンケート、それから、鳥獣被害の

状況等について記載してございます。 

 「都市と農村の交流・消費者との絆の強化」、便宜的に、こういう題名にしております

が、特に白石委員からの御指摘もあったとおり、都市農業についての非常に多様な役割に

ついて記載すべきという御指摘がございました。これは本文の 281 ページにございます。

こちらでは、さまざまなアンケート結果について載せているところでございます。 

 それから、農業と医療・福祉との連携、これもさまざまな例が出ておりますので、こち

らについても少し重点的に記載したところでございます。 

 全体としてのボリュームでございますが、前回は 499 ページあったわけでございますけ

れども、今回は、特集が 81 ページ、これは前回よりも増やしております。それから、本文

が 195 ページ、これは前回本文は 301 ページでしたので、100 ページ強縮めておりますけ

れども、基本計画の検証という形では十分に記載したと思いますし、事例についてもでき

る限り記載したところでございます。その他、用語の解説、施策編を含めまして 363 ペー

ジということで、前回に比べて 130 ページほどスリムになったということでございます。 

 説明は以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきました内容について、皆様で御議論いただきたいと思います。

進め方でございますけれども、本日、すべての委員から御発言、コメントをいただきたい

と思っておりますので、青山委員から３人もしくは４人の委員の方に御発言いただき、そ

れごとに区切って、事務局からまとめてお答えしていただくと、そのような進め方でいき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、青山委員、よろしくお願いいたします。 

○青山委員 おはようございます。青山です。よろしくお願いいたします。 

 食料・農業・農村の動向の草案を見て気づいたことは３点です。 

 １点は、震災に対して非常に丁寧に書いているといる点です。復興には長い道のりだと

思われ、長期的な視点で記述をしていただけるとありがたいと思いました。 

 ２点目が自給率についてです。図を書いていただいているのは非常にわかりやすいので

すけれども、気になるのは小麦と大豆の生産量が両方とも減っているという点です。小麦
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の不作は天候不順の影響とありますが、異常気象がもはや常態化しているわけで、不作の

理由を天候不順にしている限り、180 万トンという生産数量目標の実現は難しいように思

います。もう少し踏み込んだ原因の追求とか解決策はないでしょうか。 

 大豆についても、団地化とか、基本技術の励行といった記述がありますが、10 年ぐらい

前も同じ記述だったように思うのです。大豆の全国平均単収を調べますと、平成元年から

14 年までは 170 ㎏とか 180 ㎏あったのが、平成 15 年から 150、160 ㎏とむしろ下がってい

る。なぜ下がってしまったのか。大豆生産体制に根本的な問題があるのではないかという

気がいたします。消費者は自給率に関心を持っており、農水省も自給率向上を目指してい

る割に、生産力が弱体化している。どこに原因があるのか掘り下げていく必要があると思

いました。 

 ３番目が戸別所得補償についてです。本体の 179 ページの中ほどに、戸別所得補償制度

は米農家の経営状況の改善に寄与するとともに、作付規模の大きい農家ほどより大きなメ

リットが享受できる仕組みとなっていますとあります。一定の成果が認められたというこ

とだと思いますが、将来展望まで描いていただきたい。本来はこの制度を利用し、農家が

新たな投資をするとか優秀な人材確保に使うなど次の一手を打つことがこの制度の目的だ

と思うのです。ところが「メリットが享受できます」だけでは、どういう稲作農家を国と

しては育成していくのかがわかりません。この制度をてこに、どのような農業者を育成し

ていくとかいった方向性が見えてようやく、国民はこの制度の目的や意義が理解できる。

一般の消費者には、戸別所得補償制度の必要性、必然性がまだまだ理解されていないと思

いますので、この点の深掘りをしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、阿南委員、お願いいたします。 

○阿南委員 ありがとうございます。私は、この大震災と原発事故についての記述が非常

に充実して、すごくいいと思いました。そういった点で言いますと、今回の白書は歴史的

な白書になるのではないかという気がします。 

 今まさに日本の農業の復興、再生が問われているわけですので、これを確実な施策につ

なげていく必要があると思います。特に、原発事故に対応した食品の安全確保というとこ

ろが非常に重要でありまして、長期的なモニタリングがこれから必要になりますし、新基

準の徹底、周知というものも必要になってくると思います。そうしたことを徹底して進め

ていただいて、消費者の理解や促進だけでなくて、生産者、事業者の皆さん方の安心の確

保にもつなげていく必要があるのではないかと思いました。 

 それと、もう一つは、エネルギーのところに書いてあるのですが、地産地消の新しい再

生エネルギー産業というものを農業関係者が一丸となって推進していくというところは、

大きく評価したいと思います。今、日本のエネルギー政策の根本を見直そうという議論が

政府において行われていて、これからいよいよ国民的な議論が始まるわけですね。そこに



 

- 9 - 
 

果たす農山村の役割は、これからもますます重視されてくる課題だと思いますが、こうし

た議論にも資する内容になっているの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す。 

 それでは、合瀬委員、お願いいたします。 

○合瀬委員 今回の白書を読ませていただいて、今年は震災と TPP をどう扱っているかと

いうのが一番の興味がありました。そういう意味からいきますと、震災のところ、特に放

射線の影響についてはかなりページを割いてやっていただいていると思います。１つ、ま

だ時間があるなら加えてほしいのですが、事実関係の、例えば、それぞれの農産物の価格

がどういうふうになったかだとか、売れ残りがあったのか、ないのか、それぞれの農家に

どういう影響があったのかというのが実は余り書いていないように思いました。 

 牛は価格の推移が書いてありますけれども、ほかのものについては、福島県産の農産物

についての価格の動きみたいなところが見当たりません。アンケートのところに風評被害

があったとか、ないとか、余りにも漠然としています。結局、事実はどうだったのでしょ

うか。白書というのは記録でもありますから、福島県において、放射性物質からどういう

被害を受けたかというのを詳しく書いていただければありがたいと思いますというのが１

つ。復興に向かい合う明るい話も良いのですが、まずは被害の事実を書いていただきたい。 

 それから、これはテクニカルな問題なのですが、概要版の 17 ページのグラフで、平成 2

2 年において、20 ヘクタール以上の農業経営体が耕作する面積。実績が上で、これから纏
まと

め

ていく目標が下になっています。通常実績は下で、これから積み重ねていくものは上だと

思うのですが、いかがでしょうか。私はテレビをつくっている人間ですので、こういうの

がすごく気になるのです。実績と言うことを考えると、表現の仕方が逆ではないかという

気がしました。 

 それから、もう一つ、これは本質論にかかわるところなのですけれども、戸別所得補償

のところは「持続的な農業の発展」という章でありまして、その前に TPP の章があります。

TPP の後に米の戸別所得補償が来る、この並びは分かりやすいと思うのですが、何のため

に戸別所得補償をやるのか、分析がほしいと思いました。戸別所得補償だけの分析になっ

ていて、そこのところをもう一歩踏み出した方がよかったのかなと思います。 

 最近のニュースでは、今年の米の価格が高止まりしていて、スーパーとか外食産業で海

外産の米を使う動きが増えています。SBSで主食用に回す 10万トンという枠があるにせよ、

そういうのがすごく注目されています。米がなぜ今、高いのか。震災の影響なのかどうか

ですね。本来であれば、戸別所得補償は、大規模な農家が増えていくインセンティブにな

っているはずです。米の価格が下がることを期待して、海外の米と十分に競争できる効果

もあると思います。戸別所得補償制度を続けていくことで、日本の農業の姿をどう描いて

いくのかというところまで、できれば突っ込んでいくべきだったのではないかという気が

しました。 
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 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 では、ここでちょっと区切りまして、事務局から御回答いただきたいと思います。お願

いいたします。 

○大澤政策課長 食料自給率向上のための麦、大豆政策など、個別の政策論につきまして

は各局からお話をいただくことといたしまして、私からは、合瀬委員の最後の指摘につい

てお答えしようかと思います。TPP 交渉に関するページと戸別所得補償に関するページは

近いところに置いてありますけれども、章立てが全く違っておりまして、これは基本計画

の章に則して、たまたまこうなっているということでございます。TPP 交渉につきまして

は、現状では情報提供に努めて、十分な国民的議論を経た上で、あくまで国益の視点に立

って結論を得ていくのだということでございますので、それに入ったからどうするかとか、

そういうことには、議論を、この白書の段階で関連づけるということではございませんし、

そもそも基本計画では、戸別所得補償制度につきましては、TPP とか、そういうことを前

提にしてつくっているわけでは全くございませんので、その点については、たまたま近い

ところにあるというふうに御理解いただければと思います。 

○中嶋部会長 では、経営局から御回答をお願いいたします。 

○佐々木審議官（兼経営局） 経営局でございます。 

 戸別所得補償の関係につきまして、青山委員と合瀬委員から御指摘をいただきました。

確かに 179 ページの中段の記述では、今後の展開に向けたところが具体的に記載はされて

いないというのが実態だと思いますけれども、いみじくも両委員からも御紹介いただきま

したように、戸別所得補償の今の仕組みが持っている大規模化を促す効果でありますとか、

あるいは規模の小さい方々が１つのまとまった集落営農の取組みを行うことによって収益

性を上げていくといった効果が現実にございまして、203 ページ以降に農業経営に関する

さまざまな記述がございますけれども、例えば、集落営農に関して言えば、数の増加とい

ったところで効果が出ているといった関連性もあるのだろうと思っています。 

 利潤等々が得られるような経営をみんなで応援してつくり上げていき、その蓄えられた

ものが、先に向けた投資なり、更なる規模の拡大なり、あるいは６次産業化に向けた投資

といった事柄に振り向けられていって、地域全体としてという意味も込めまして、所得の

向上なりを目指していくという、そういう誘導効果を持たせているということだろうと考

えております。 

 １つの政策ですべてを実現するというのは難しい面があるわけでありますけれども、ほ

かに、24 年度から人・農地プランをつくりましょうという運動論を今やっておりまして、

そういう地域の話し合いを通じまして、その地域の農業の先行きをどういうふうに考えて

いくのか、将来設計をどういうふうに考えていくのかということをいま一度原点に立ち返

って話し合いを進めていただこうとしているところでございまして、これらもろもろの動

きと相まって、収益性をきちんと確保できて、かつ、できる限り消費者の方々には合理的
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な価格で産物を供給できるような体制をつくり上げていくことを目指して、戸別所得補償

制度の運用に当たっては、今後も工夫を重ねてい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す。 

 それでは、生産局からお願いいたします。 

○雨宮生産振興審議官（兼生産局） 青山委員から、小麦と大豆の生産について御指摘を

いただきました。麦につきましては、自給率を高めるのに重要な役割を果たしてもらう作

物だと考えておりますけれども、やはり課題を解決をしていく必要がある。１つは、需要

面で言えば、日本麺用の国産比率はかなり高いところに行っていますので、パン用の麦の

需要を伸ばしていくということで、国産のパン用小麦の品種開発と、その作付拡大を今、

進めているところでございます。「きたほなみ」でありますとか、「ゆめちから」であり

ますとか、そういう新しい品種も出てきておりまして、徐々に作付は拡大しているという

状況を本文の 96 ページに記述をさせていただいております。 

 また、もう一つ、生産面での課題としては、作付拡大を図っていくために、関東以西で

二毛作をもう一度戻していかなければいけないという事情がございます。そのためには、

麦の収穫は５月末から６月上旬にかけてでございますので、その後に田植えができるお米

の品種を開発をし、それを普及していく必要があります。そういう意味で、遅植えのでき

る品種を今、各地域で開発をし、また二毛作の体系をつくるためには、地域として組織的

な取組みが必要になりますので、そのような合意形成などを今、やっていただいていると

ころでございます。 

 それから、大豆につきましては、23 年につきましては、東北で最も作付面積の大きかっ

た宮城県が震災の津波の影響を受けまして面積が減少したということがございますけれど

も、委員御指摘のように、確かに単収が伸び悩んでいるという問題がございます。15 年以

降、冷害でありますとか、大雨でありますとか、台風でありますとか、少し天候の影響が

ございましたけれども、気象変動にも耐え得るような栽培法の技術開発がなされておりま

して、播種時期に湿害を受けにくい播種方法、あるいは生育時期に、登熟期間が長いわけ

でありますけれども、その期間、適度な水分と適度な乾燥状態を保てるような簡易な地下

かんがいのシステムとか、そういうものも開発されておりまして、そういうものの普及を

今、進めているところでございます。 

 あと、合瀬委員から、米の価格の御指摘がございましたけれども、基本的には米の価格

は需給状況、あるいは経済状況などによって市場で決まっているものでございます。21 年、

22 年の６月末の在庫と比べますと、23 年６月末の在庫は落ちております。今の在庫の水準

は 20 年レベルとほぼ同程度でございまして、20 年レベルの価格に戻っているという状況

でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○合瀬委員 米の価格が市場によって決まっているということなのですが、それは一定の
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枠の中での決まり方ですね。日本は生産調整をしているわけで、これは政府が一定の価格

維持をしていると言うことです。要するに、余りにも下げ過ぎないための政策だというふ

うに考えています。政府が考えた価格の幅で決まっているというならわかりますけれども、

市場で決まるというのは言い過ぎではないでしょうか。 

○雨宮生産振興審議官（兼生産局） 需要に見合った生産というものを国内では推し進め

ているということでございます。別に政府として価格帯というものを設けているというこ

とはございません。 

○合瀬委員 そうすると、今の高止まりという状況を政府はどういうふうにお考えなので

しょうか。需要が増えたということですか。 

○雨宮生産振興審議官（兼生産局） 高止まりといいますか、消費が伸びなければ価格は

下がりますし、需要が増えれば価格が上がるということで決まってくるものだと思います。 

○合瀬委員 済みません、私がさっきの質問で聞きたかったのは、スーパーとか外食産業

が、国内の米がある程度高止まりしているので、海外の米を使いたいという動きが加速し

ているという報道が幾つかありました。その状況は一体どういうことなのか、事実を把握

していらっしゃるのか。どういうことで今のようなことになったのかをもし御存じだった

ら教えていただきたいということです。 

○雨宮生産振興審議官（兼生産局） 21 年産に比べると、22 年産が少し在庫が多いという

状況もあって、あるいは経済的に冷え込んだというような、消費が減退したというような

状況もあって、少し価格が下がった、去年に比べると高いという感覚はあるのだと思いま

す。そういうこともあって、少し値ごろ感のある SBS を使ってみようということではなか

ったかなと思います。 

○中嶋部会長 今の米価の問題に関しまして、白書の 88 ページにもございますけれども、

米取引に関する有識者との懇談会等でも鋭意状況を把握して、モニタリングしているとい

うふうに私は承知しております。例えば、最近では、米に関するマンスリーレポート等も

公表しながら、情報を広く明らかにして、市場が機能するようにというふうな努力をされ

ていると私は思っております。 

○合瀬委員 何ページですか。 

○中嶋部会長 88 ページ。 

○本川官房長 よろしいですか。22 年産がやはり少し低い価格だったということだろうと

思うのですね。例えば、概要版の 12 ページをご覧いただくと、上のグラフがありますけれ

ども、22 年産の販売価格が赤い色で書いてありますけれども、１万 260 円。これが非常に

低かったものですから、黄色の変動部分というのが支払われているわけです。ですから、2

2 年産は、近年で見れば、生産者にとっては少し安い価格だった。それゆえにこの変動分

が出ているということなのです。そのときに国産のある程度安いお米を使った外食産業の

方たちが、今、少し価格が元へ戻って、21 年産だとか 20 年産の水準に戻って、そこで使

った方々が、少し価格が戻った形になっていますから、国産のこの当時の低価格のお米が



 

- 13 - 
 

手に入らないなということで、SBS10 万トンの中の一部をお使いになっているということ

ではないかと思うのです。そういうような分析を今しておりまして、決して今の価格が高

止まりをして、消費者の方々にとってすごく高い水準になるというような、「高止まり」

という言葉を使うのはどうかなという感じがいたします。まさに 22 年産という非常に安か

ったときに使ったお米が、今、水準としてなくなってきているので、一部の外食産業の方

々がそういう水準のものを外国に求めているということではないかと思います。そのよう

な考え方を私どもはしております。 

○中嶋部会長 貴重な意見を伺ったということで、この議論はここら辺で止めたいと思い

ます。 

 それから、先ほど、やはり合瀬委員から御質問がありました、被害額がどのぐらいだっ

たのか、原発事故を含めて、どういうものだったのかという記述についての御指摘がござ

いましたので、情報分析室長から御回答いただきます。 

○折原情報分析室長 情報分析室です。 

 合瀬委員から、特に福島県について、農産物価格のデータが記述できなかったのかとい

うことですけれども、我々もデータについては一生懸命探しました。ただ、なかなか客観

的で正確なデータがつかめませんでした。もちろん、つかめれば当然記載するつもりでし

たが、限界があって、このような記述になっております。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。では、御指摘いただいたということで。 

 あと、阿南委員から、生産者、事業者の安心の確保も必要であるという御指摘がありま

したけれども、これに関しては、消費・安全局からお話しいただけますか。 

○姫田審議官（兼消費・安全局） まず、放射性物質に関する食品の安全確保ということ

で、これは新しい基準になって、今月の初めに厚生労働省から、今までのルールではなく

て、基準値に近いような数値が出そうなところを重点的に、そうでないところは比較的少

な目にということでの対応がなされております。 

 米については、47 ページから、新しいルールということで、かなり記述しているかと思

います。新基準についての普及ということで、これは食品安全委員会、厚生労働省、農林

水産省、消費者庁と一緒になって、今年の４月以降、全国で実施する方向で今、検討して

いるところです。 

 あと、農林水産省としても、食品事業者がかなり不安感を覚えておられますので、食品

事業者、そして消費者団体に丁寧に、現在 26 か所ほど行っておりますけれども、今のとこ

ろ、30 か所ぐらい行く予定になっています。この後、まだまだ丁寧に御説明してまいろう

ということで計画を立てているところです。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それから、先ほど合瀬委員から、概要版の 17 ページの図を変更した方がよろしいのでは

ないかという御意見をいただきましたので、これは訂正するということで対応させていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 
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 それでは、時間も１時間ほどたってしまいましたので、続けてまいりたいと思います。

それでは、奥村委員、よろしくお願いいたします。 

○奥村委員 今回の白書の案については、大変細かく、全体的にきちっとまとまっていて

いいと思いますが、３点、現場におって疑問を感じるところがありまして、１つは、今、

本格実施されております農業者戸別所得補償制度であります。本来の目的は、すべての農

業者の継続と経営発展のために整備するということでありますが、現状の農家の皆さんの

継続は、この後、５年、10 年はされるでありましょうけれども、本当に発展する対策、制

度かなと、大変疑問に感じております。 

 というのは、我々、日常、現場で仕事をしておる中で、金融機関等々の信用度とか、融

資を受けるときとか、そういうことでいろいろ決算書を提示しても、営業損益が赤字であ

って、本当に発展可能な経営かというと、経常損益は交付金等々で穴埋めされて黒字にな

っていますけれども、莫大な営業損益の経営が本当に健全な経営かということだと思いま

す。ですから、新規就農しようとする若い人たちも、そこをきちっと見極めているのでは

ないかと思います。 

 当社につきましても、過去、二十数年来、自分たちで経営分析しても、国の政策とか、

制度、対策が変化するごとに経常利益が、経営の中身は、米、麦、大豆を作付けしている

のですけれども、経営面積も倍に増えたりしていないのですが、それによって経常利益が

年によって１千万も２千万も行ったり来たりする。分析しますと、制度とか対策が変わる

ことによって、プラスになったり、もっとプラスになったり、昨年などはもっとプラス、

決算というのは１年単位でやるものですから、昨年は一昨年の変動部分まで入るものです

から、過剰なプラスになったり。そういうことが本当に健全な経営か、それが発展に寄与

するかということは大変疑問だと思っております。 

 大規模が必要ないという意見ではないのですが、もっと工夫のある、例えば、継続とい

うところと発展というところと分けた、継続というのは、全体的に見ると、農村の環境を

維持するとか、いろいろな社会的な効果もあるわけでありまして、持続的な発展というこ

とになると、経済性がなくても重視されると思いますので、そういうところを分けたよう

な戸別所得補償の在り方があるのではないか。この制度を５年、10 年、20 年続けるとした

ら、大変矛盾したことになってこないかなという気がしております。 

 それから、合瀬委員の先ほどの米価の問題ですけれども、私は高止まりとは思っていま

せんで、ようやく下げ止まったかなと、一昨年が新しい戸別所得補償のモデル対策を講じ

たばかりに異常な米価の下落をしたわけでありまして、毎年でしたら、この春先ぐらいに

値段が下がるのが普通ですけれども、それが下がらなくなっているのかなという認識でお

ります。それがいいか悪いかは、今年のとれ秋、もし平年作でしたら、相当米価が下がる

という予想もされますが、ここにまた政府米が放出しないとかいう情報もあったりして、

何とかなるかなと思っておりますが、私は下げ止まりかなという感覚でおります。 

 もう一つは、今、６次産業化を一生懸命推進されておりますが、北海道から沖縄まで、
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全部同じ形の６次産業化が成り立つのだろうかという疑問を持っております。やはり地域

によって、大消費圏では可能であっても、そうでない地域もあるということでありまして、

１次が６次にならなくていいと思っております。農家の意識もそうでありますけれども、

１次の生産者が２次、３次と対等になれる、そこが大変重要なことだと思っておりまして、

富山県では別に６次でなくても、1.5 とか２とか、３次であっても立派な持続的発展がで

きると思っておりまして、いろいろな補助事業も含めてでありますけれども、６次産業の

プランに当てはまらなかったらだめということではなくて、地域の実情に合わせた２次で

あっても、前向きの２次であれば、将来６次に発展するかもしれませんし、そういうよう

な柔軟性を持った６次産業化を進めていただきたいと思っております。 

 もう一つは、将来の日本の農業、だれが農業しようにも、一番心配なのは生産コストで

あります。普通の製造業は、電力会社でさえ、ガスが上がったら、重油が上がったら電気

料金を値上げできるのに、我々の業界だけはコストが上がっても価格に転嫁できないとい

う業界であります。米価がこれだけ下がる政策を取っていらっしゃるならば、資材とか、

機械とか、流通経費とか、そういうところにもきちっと目を向けて、価格に見合った生産

コストはどうあるべきかということもきちっと検証されて、その辺りの手当てにもし不十

分なことがあるのなら、そういう人たちに手当てをして、我々は今の米価に見合った価格

で資材を調達できれば、それでいいわけでありまして、そういうところにもきちっと目を

向けるべきではないかと思っております。 

 最後になりますが、環境保全対策、農地・水保全管理支払交付金のことでありますけれ

ども、これも５年ごとにやっておりますけれども、小さい集落でやると、20 ヘクタールと

か 30 ヘクタール規模の集落であると、年間の交付金が１百万とか、1.5 百万とかいうこと

であります。そうすると、１百万や 1.5 百万ですと使い勝手がないのです。年度ごとに使

い切るということでありますので、そうすると、何か出役費みたいなものに使ってしまっ

て終わりになるという現状にありますので、５年単位で、例えば、１百万も５年間あれば

5 百万円になります。５年できちっとした事業計画を立てて、最後にそれを使い切る。そ

うすると根本的な用排水の保全もできて、後に残る形になると思います。毎年毎年の出役

費に、支払いが１百万ぐらいなら、それで十分使い切ることができますので、それでは将

来に残らないような気がしていまして、農地・水保全管理交付金の使い方も是非検討して

いただきたいなと思います。 

○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 ありがとうございます。近藤です。 

 ６次産業化のことにつきましては、取組みの困難さといいますか、課題はこれだけある

のだということを具体的に明記していただいたので、よかったと思っております。 

 あと、いろいろありますけれども、私の関心の多い食の安全について２点申し上げたい

と思います。 
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 １つは、HACCP と GAP への取組みということでお書きいただいていて、とにかく先に押

さえろということで、非常にわかりやすいと思うのです。なおかつ科学的な情報というこ

とで、よろしいかと思うのですけれども、１つは、消費者の変化はどこに書いてあるのか

なと思ったときに、記述が別なところなのです。食の安全というのは 109 ページから始ま

りますけれども、消費者の食に対する安全志向が急増しているという、今回の放射能だけ

ではなくて、非常に不幸な中国冷凍餃子事件云々というところまで遡って、消費者の食に

対する安全志向というのは非常に大きく変化してきたと思うのですけれども、そこは 127

ページに書いてあるのですね。消費者が求める品質と安全といったニーズにかなった云々

というところからいきなりスタートするのではなくて、実は、消費者の食に対する安全志

向が急増して、すごく変化してきたのだという、その変化のことを書きつつ、だから、HA

CCP とか GAP で必死に取り組まなければいけないのだというところに持っていった方がよ

かったのかなという気がしておりますので、次回、是非御検討いただければいいと思いま

す。今、書き直せというつもりはございません。 

 それと、HACCPと GAPへの取組みということは当然重要なことだと思うのですけれども、

111 ページに書いてありますように、簡易版の方にも書いてありますけれども、実際に食

品産業の企業というのは、非常に多くの企業数が中小・零細企業であることは皆様御存じ

だろうと思います。そういう事業者に対して、HACCP の導入について、どれだけ支援をし

ていくのか。支援が必要だとは書いてありますけれども、それは食品産事業全体にかかわ

ることですので、力を入れて是非取り組んでいただきたいと思います。 

 もう一つ、食育なのですけれども、食育推進ということはまだ続いていたのかなという

重要なテーマではありますけれども、改めて思い出しました。それで、食の安全にもかか

わることなのですが、129 ページに現状値と目標ということがありまして、非常にここで

興味深かったのは、10 番の食の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増

加というところで、現状値が 37％で、目標値は 90％とありまして、これだけ食の安全に関

する、正しい、科学的な知識を持っている国民が少ないということを認識いただいたのだ

と思うのですけれども、２つ質問があって、この 37.4％はどういうところから見つけてき

たのか。非常に興味がある数字で、重要だと思うので、どういうところから得たデータな

のかを知りたいというのが１つと、90％に上げていくための工程表といいますか、活動目

標みたいなものがあれば、是非お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、篠崎委員、お願いいたします。 

○篠崎委員 篠崎です。 

 私から３点、話をしたいと思います。 

 まず、穀物の国際価格のところ、本編でいくと 150 ページから、かなり詳しく書かれて

います。穀物の高騰とか、温暖化による農業の影響の部分が、国民にきちんと理解をされ

ていないのではないか。このページを見ると、大変なことが起こりつつあるよというのが
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よくわかりますが日常生活を送っている国民に対して、あまり浸透していないのではない

か。国民の意識の低さの割には、このデータを見ると、非常に大変なことが起こりつつあ

るのではないかという感じがいたします。 

 それと、穀物価格が全体的に高騰してきているのは間違いないと思うのですけれども、

今後、10 年、20 年で価格がどういうふうに推移していくのかというところ。なかなかシミ

ュレーションは難しいかもしれませんが、日本の社会ではなかなか所得が上がらないとい

う現状において、極端な話、いろいろなものが食べられなくなってくるのかということも

含めて、今後、少し先の数字を大胆に出していく必要があるのではないか。温暖化につい

て、客観的な数字はきちんと述べられているのですけれども、価格自体が 10 年、20 年、3

0 年という中でどうなるかというところをわかりやすく出す必要があるのではないか。 

 ２点目は６次産業化についてです。黒字化までの取組み年数の平均が全体で 4.1 年。酪

農に関しては 1.8 年。随分黒字化が早いなという気がしますが、リスクもかなり発生して

いると思いますので、実際に６次産業化にトライをして、黒字化まで行った事例がどれぐ

らいのパーセンテージなのかという数字を、来年以降、きちんと出していく必要があるの

ではないか。 

 よく商工団体が特産品開発ということでいろいろなものをつくり、私もそういう場に呼

ばれたりしますが、感覚的に言うと９割ぐらいが売れずに終わってしまっているという感

じがします。農家の方々が加工をやって販売をやるのは、得意な領域ではないと思われま

す。失敗がパーセンテージでいくと全体のどのぐらいなのかを知っておく必要があるので

はないかと思います。 

 最後にもう一点、都市と農村との交流です。いろいろな事例が多く出てきていますが、

前回話をしたように、大手企業が農村に対してアプローチをしている事例が他にもありま

す。今回は間に合わないと思いますが、大手企業の事例をもう少し集めて、企業と農村、

特に東京に本社がある大手企業との新たな関係構築はどのようにあるべきかについて書き、

企業の制度そのものの中に入っていく必要があるのではないかと考えています。例えば、

企業の新入社員研修は、20 年くらい、同じようなやり方をやっていますので、社員研修制

度に農業・農村がどのように関われるか、新たなメニュー提供ができるか、次年度以降は、

情報を集め、記載していくべきだと思います。 

 私からは以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ここで一旦切りまして、事務局から御回答いただきたいと思いますが、戸別

所得補償制度のことについて、奥村委員からも御発言ありましたので、経営局からお願い

いたします。 

○佐々木審議官（兼経営局） 経営局でございます。 

 奥村委員から、戸別所得補償に関して広範な御指摘をちょうだいいたしました。目的は、

委員の御発言にありましたとおり、安心して経営に勤しんでいただけるということ、そし
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て、その中から経営の発展を目指していただくということにあるわけであります。先ほど

のお答えの中でも若干申し上げたことと重複する部分もありますが、地域全体をとらまえ

た政策との兼ね合いも含めて、政策の展開を考えていく必要があるのだろうと思っており

まして、１つの政策ですべてということはなかなか難しい面がございますので、そういっ

た組み合わせをもって現地に御説明をきちんとしていくということも工夫していきたいと

思っております。 

 それから、経常損益等々に関するお話がございまして、政策が切り替わったときに大き

な変動がもたらされているというお話がございました。まさにそういったことをこの戸別

所得補償制度に関しましては回避したいということでございまして、大臣が常々国会でも

答弁されておりますように、与野党間の協議を踏まえて、法制化を是非実現していきたい

ということで、今後とも継続して取り組んでまいりたいと思っております。 

 それに関連して、変動部分が交付される時期が、法人の事業年度との関係で、価格本体

の収入と別の年度になる可能性なども含めての御発言があったのだと思うのですけれども、

例えば、法人の場合、事業年度がその法人によってまちまちだという実態なども一方にあ

るわけでございます。なるべく定額的なものは交付時期を早目にするようにということで

取り組んでいるところでございますけれども、変動部分に関しましては、価格が明らかに

なった後でないと出ませんので、逆に言えば、交付される時期をきちんと皆様方に前もっ

てアナウンスをしておくということで、あらかじめ予測した金額を念頭に置いて収支を閉

めるというふうな対応をしていただけるようにしていく必要があるのかなと感じた次第で

ございます。 

 戸別所得補償に関しては、大体以上のようなところかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、６次産業化についても幾つか御質問がありましたので、食料産業局からお願

いいたします。 

○櫻庭審議官（兼食料産業局兼生産局） 食料産業局でございます。 

 ６次産業化について、奥村委員、篠崎委員から御発言がございました。まず、奥村委員

から、北から南まで基準がという話がありました。初年度でもございましたので、統一的

な基準をもって支援をしていったのですけれども、やはりちょっと問題があるというのは

認識しております。したがいまして、サポートセンターなりプランナーのほかに、ボラン

タリー・プランナーという、農業の先達といいますか、非常に知識のある人、これは２月

末で 556 名ほどいらっしゃいまして、地域の実際農業を担っている方々の意見とか、そう

いった方々の話を踏まえながら進めていきたいと思っておりまして、年度ごとにまた修正

をかけていきたいと思っております。 

 例えば、２月 29日時点で６次産業化の認定の概要を見ますと、698認定しておりまして、

いろいろ分析も統計的にしておりまして、部門別に見ますと、野菜が 33％、果樹が 20％、

米が 12％、畜産も 12％程度なのですが、部門別、地域別、６次化に取り組もうとする方々
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が望むのが、加工なのか、直売なのか、あるいは加工、直売にレストランまで入れている

のか。それぞれの地域なり、取り組もうとしている方々の状況をしっかり踏まえて御支援

していきたいと思います。 

 また、予算も、今まで３局に分かれていた予算を一本化して、それぞれ使い勝手がいい

ように 24 年度から工夫して、より実態に則した形で持っていきたいということで今、考え

ているところでございます。 

 一方で、篠崎委員から、黒字化の事例の話がありましたが、黒字化のいい例とか、失敗

の事例というのは、今後、調べさせていただきたいと思いますけれども、今回、リスクが

発生するというのはどういうことか、いろいろ調べてみましたら、法人経営なり、そうい

うところまで伸ばす人たちの経営状況を見ますと、自己資本比率が 10％台、借入金依存率

が大体６割程度なのです。お金を借りたくても借りられない。先ほど奥村委員からありま

したけれども、経営を発展するための資金の需要とか、自分の経営を見ますと、なかなか

市中から調達するのは難しいという話がございました。それを鑑みまして、私ども、今、

国会に農林漁業成長産業化機構法案という、いわゆるファンドをつくって、長期のファン

ドで、しかも、それに出資だけではなくて資本性劣後ローンを入れて、じっくり長い目で

育てていくという法案を今、提出しているところでございます。 

 例えば、先ほどの４年目での形で見ますと、総資産当期利益率、ROA というのがござい

ますけれども、やはり４～５年ぐらいはマイナスでもしようがないのではないか。例えば、

ブドウ農家がワインをつくりたいといって、ワイン用の専用種を導入したとき、４～５年、

実がなるまで収入がない。そこら辺を、普通のファンドとは違って、長期視点でじっくり

育てていく、そういったことを今、検討しておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それから、HACCP の件も近藤委員から御質問ございました。HACCP の具体的な支援策とし

て、研修とか、あるいは日本政策金融公庫からの融資、あるいは税制での特例といった措

置を講じておりますが、HACCP 支援法という法律がございまして、これは５年間の時限立

法でございます。期限が 25 年６月末、来年の６月末ということで、私どもも今の HACCP

がどうして進まないのかを、この１年間踏まえて、HACCP 法の支援の在り方を、制度の期

限が来ておりますので、しっかりと研究してい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す。 

 それでは、農村振興局長からお願いします。 

○實重農村振興局長 奥村委員から御質問ありました農地・水保全管理対策でございます

が、５年間やりまして、来年度から新規体制になります。そういう意味で、お話のありま

したような清掃等の共同活動、この部分はかなり定着しております。一方で、補修・点検

等の向上活動、あるいは高度な活動について重点を置いていく必要があると思っておりま

す。共同活動の部分については、従来は 10 アール当たり４千４百円、向上活動を加えます
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と８千８百円だったわけでありますけれども、来年度からは、継続の場合には、共同活動

の部分はベースの部分は３千３百円、それから、高度な活動をしていただける場合の上限

は９千７百円ということで、重点を置くようにしたいと思っております。また、様式につ

いても、定着化したところは思い切って簡素化いたしまして、取り組みやすくしたいと思

っております。 

 また、篠崎委員から御指摘のありました都市と農村の交流と企業とのかかわりでござい

ますけれども、震災も１つの契機となりまして、いろいろな動きが出てきております。ま

た、NPO とのかかわりも出てきていると思いますので、私たちもよく実態を調べまして検

討してまいりたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それから、穀物価格の予測ができるのかということを篠崎委員から御指摘いただいたと

思いますが、これは食料安保課か政策研か、どちらか御発言いただけますか。 

○太田食料安全保障課長 食料安全保障課でございます。 

 まず、世界の食料需給の状況でございますけれども、篠崎委員から発信が弱いのではな

いかというような御指摘でございます。そういう意味で、白書に載せたというのも、ある

程度の読者がおりますので、意味があることではないかと思っておりますが、更にそうい

った情報の発信には努めていきたいと思います。 

 それから、今後の食料価格の見通しでございますが、本体の 155 ページに、国際機関で

あります FAO や、アメリカの農務省が需給見通しと価格の見通しを出しておりますという

のをコラムで紹介をさせていただいております。そのほかにも、農水省、それから、政策

研におきまして、独自の需給予測というのも取り組んでございます。結論的には、将来的

に需給がタイトになって、価格が上昇基調にあるということで、そういうトレンド的には

それぞれの需給予測とも変わりはありませんけれども、そのバリエーションとして、何年

なのかとか、何％なのかというところでは、それぞれ異なっているというのが現状でござ

います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それから、先ほど近藤委員から御質問があった件は、今、調べているということでござ

いますので、少しペンディングさせていただきたいと思います。 

 大体よろしゅうございますでしょうか。全員の委員からお話を伺いたいので、誠に申し

訳ありませんが、２～３分以内で御質問いただき、お答えいただく方は１～２分ぐらいで

ということで、よろしくお願いいたします。 

 それでは、白石委員。 

○白石委員 概要版の 21ページ、そして本編の 282ページの部分で、都市農業についての、

いろいろ御理解をいただきまして、ありがとうございます。振興局長がおいでですけれど

も、282 ページの 17 行目に、前回申し上げました都市農業の振興に関する検討会が開催さ

れているということで、これは私にとっては非常に意味のあることかなと思いますので、
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こういう検討会が開かれているぞということを概要版の方にもうたっていただけると非常

にありがたいと思います。 

 それから、概要版の第３章の１番の農業者の戸別所得補償制度は、非常に大きな、変わ

ってきた施策の根幹にある部分ですので、概要版でもボリュームを割いていただいてもよ

ろしかったのかなと思います。効果と、今後の施策の方向性について、全国民的に見守っ

ている部分なのかなと思います。173 ページの３章の頭の部分なのですが、図３－２では、

農業者からの評価というのが出ています。これはある意味で重要な部分でもあるのかなと

思います。そういった意味で、概要版の中にも触れていただいてもいいのではないかと思

いました。今回は無理にしても、継続的な検証というものが、生産者側、あるいは施策の

効果でお願いできればと思いました。 

 それから、もう一点、参考までにお伺いしたいのですが、白書が大体何部ぐらいつくら

れて、どういうところに配布されるのか。そして概要版が大体どのくらい製作されて、ど

ういうところに配られているのかをお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、近崎委員、お願いいたします。 

○近崎委員 お願いします。２点なのですけれども、都市、農村の交流や消費者との絆の

強化というところで、地方に住んでいると、消費者が農作物とかと接する大きな場所とい

うと、道の駅という存在があるのですけれども、それは農産物直売所とはまた違うような

気がするのです。そこのところをどういうふうにとらえていられるのかということと、ま

だ数量的には少ないのかもしれないのですけれども、ネット販売ということで、消費者と

地域の農村だとか、水産加工者の方との連携というか、絆も深まっているような気がする

のですけれども、その辺りのことをどういうふうにとらえたらいいかをお聞きしたいと思

います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、西辻委員、お願いいたします。 

○西辻委員 手短に行きます。まず１点目なのですが、この白書の概要を読んでいて思っ

たことは、要は、血まみれになってきていると私の中で感じていて、『ラストサムライ』

の映画みたいな形です。どんどん剣で切られているようなイメージをすごい受けたのです。

多分、消費者はそう見てしまうと思うので、基本計画のところを、戦略はこうなっている

のですよというのをもう少し書いた方がいいのではないか。もし無理なのであれば、はじ

めにとかをつけて、こういう現状だが、こういうふうに持っていきたいということを書い

ておいてもいいのではないかと思いました。 

 これは白石委員と同じような話なのですが、配布先に農業大学校とか、そういったとこ

ろは是非とも入れていただきたい。英語版もつくっていただいて、海外に日本の農業はこ

ういうものなのだというのを見せていただきたいという点。 
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 あと、先ほど、米の単価の話がありましたが、私、米の流通も少しやっていますので、

少し情報だけお伝えしておくと、大手の流通の会社などでいくと、今、外国産を国内産に

変えようという動きがすごい強くなってきているのですが、米の価格に関してでいくと、

やはり１万ちょっとの価格の米を欲しがるという傾向があるのですが、それをつくる農家

は戸別所得補償の金額と合わないということで、なかなか安い米をつくらないというのが

１つ大きな原因になってきて、海外産を取り扱うのではないかと思いました。 

 最後に１つなのですが、概要版の都市農業についてのところなのですが、白書の中身と

概要版でいくと、概要版の方は、農作物について記載がありますけれども、都市農業の部

分に関していくと、人との交流というところをもっと前面に押し出して概要に抜き出した

方がいいの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、ここでまた一旦切らせていただいて、白書の部数とか、全体の構成とかを含

めて幾つか御質問がありましたので、情報分析室長から御回答いただきます。 

○折原情報分析室長 まず、白書の発行部数についてですが、政府が作成・配布するもの

のほか市販本が別途あって、全体では、約１万５千部となっております。このうち、政府

として作成して関係者に配布する部数は約３千であり、農業大学を含む大学、図書館等の

関係者に配布をしています。 

○大澤政策課長 個別の議論の前に、総括的なところですが、概要版について幾つか御指

摘がありました。概要版は余り書き過ぎますとくどくなるということもありますけれども、

先ほどの都市農業の御指摘のように、本文と書いてあることが違うようなところも確かに

あると思いますので、再検討して、また個別に御相談をさせていただきたいと思います。 

 それから、西辻委員から、基本計画をもう少し書き込んだらどうかということですが、

個別には大分書いたつもりですけれども、全体の、例えば、農政の３本柱と食料自給率の

関係とか、もう少し大きなところを加えたらという御趣旨でしょうか。 

（西辻委員頷く） 

それでは、また、どこに入れたらいいかとかを含めて検討させていただきたいと思いま

す。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それから、近崎委員から２つ御質問がありまして、道の駅をどのように位置づけるかと、

ネット販売がございました。まず、農村振興局長からお願いいたします。 

○實重農村振興局長 道の駅と直売所の関係について、委員から話がございました。道の

駅は、道路の整備の関係で国土交通省が整備しておりますけれども、基本的に地面であり

まして、その上にいろいろな店舗が建ったり、レストランができたり、そこの部分は民間

企業がビジネスを行っているというものが一般的でございます。 

 農産物直売所については、市町村が行ったり、あるいは農協といったような団体が出し
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たりしているケースがございますけれども、多くは農林水産省の補助事業の対象になって

おります。農林水産省の補助事業の中でも、特に費用対効果がいいと申しますか、非常に

活発に利用されていると思います。現在は直売所もかなり整備されてまいりまして、今後

は直売だけではない販売の仕方、IT の利用ですとか、そのための倉庫ですとか、そういっ

た幅広い形で展開していく必要があろうと思っております。 

 また、篠崎委員の人とのかかわりといったことを含めまして、近崎委員からも、一般の

方々と農業者の方々とのかかわりの話がございましたけれども、今の直売所に限らず、体

験農園ですとか、グリーン・ツーリズムですとか、市民農園ですとか、ボランティアです

とか、さまざまな形のかかわりが出てきていると思います。白書の中にもいろいろと記述

させていただいておりますけれども、こういうものについて、更に施策についても検討し

てまいりたいと思っております。 

○中嶋部会長 それでは、食料産業局からお願いいたします。 

○櫻庭審議官（兼食料産業局兼生産局） ネット販売のお話がございました。これはかな

り急成長しておりまして、物流システムなり、鮮度管理技術が非常に進歩しまして、例え

ば、朝、函館でとれたイカの刺身が夕方、東京の食卓に上るというのは当たり前になって

おりまして、海外からもネット通販という形も今、出てきております。私ども、これをし

っかりと応援して、地域おこしにも非常に役に立っております。 

 ただし、問題点もございます。大量の発注があった際に、ある程度限定されているもの

をどうするかや、生鮮物が多いものですから、事故物をどうするかなど、いろいろな形で

ガイドライン的なものも考えていかなければいけないかなと思っております。みんながス

マートフォンなどを持つようになり、ネットを当たり前のように使う時代でございますか

ら、時代に合った形でのネットの在り方、あるいは生産、供給体制の在り方もしっかり踏

まえてやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 消費・安全局からお願いします。 

○姫田審議官（兼消費・安全局） ちょっと前後しますが、先ほど近藤委員からお話のあ

りました食育のデータでございますが、これは昨年までは食品安全委員会が独自にアンケ

ート調査しておったデータでございます。今年は内閣府の食育推進室で担当するというこ

とで、内閣府のアンケート調査という形になるかと思います。 

 あと、情報提供というか、消費者の安全教育をどうするかということです。これは食品

安全委員会、厚労省、私どもで連携して、あるいはそれぞれ別個に消費者教育をやってい

るところでございますが、実際には私どもでやっているのは、「安全で健やかな食生活を

送るため」とかいうような、いろいろなパンフレットを、今、４つほどつくっております

が、そういうブックレットをつくって配布させていただく。あるいは、科学的知識がない

となかなかお話しできませんので、地方農政局、農政事務所の職員をトレーナーとして研
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修して、彼らが実際に講義をするというようなことをやっているところでございます。引

き続きこういう取組みをやっていかないといけないと思っています。 

 ただ、一方で、テレビの物知り番組などで、がさっと地道なものをひっくり返されてし

まって、これを食べれば体にいいと、ごく一部の事実を全体に演繹
えんえき

してしまうということ

を言ってしまっているので、なかなかそういうことに反応しないような国民をしっかりつ

くっていくというのが我々の課題かと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、概要版等の構成についても御意見いただきましたが、先ほど政策課長からあ

りましたように、それは参考にさせていただいて、あとは検討させていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 それでは、廣野委員、お願いいたします。 

○廣野委員 廣野です。 

 今回の白書は、事例とかトピックスがたくさん載せられていて、私、個人的にはとても

わかりやすい内容になっていると思います。是非とも多くの人に見ていただいて、ヒント

になるように使っていただけたらと思います。 

 それと、１点お願いなのですけれども、調査してほしい事例があります。高知県なので

すが、山間部で薬草をグループで広い面積でつくっておられる方がおられます。これは高

齢者の仕事であったり、鳥獣害対策に非常に有効でないかなと思っています。製薬会社と

連携してやっておられるようです。調査して次回にでも載せていただければと思っており

ます。 

 それと、先ほど奥村委員から経営という発言ありましたように、私も農業に経営をもう

少し取り入れる必要があると思っております。そこで、できるだけ数字で情報を発信し、

共有できるような環境をつくるために、顧問税理士と農業会計の全国統一の会計基準をつ

くろうということで進めております。これができることによって、全国それぞれの地域の

強みであったり、弱みであったりということも見えてきたり、自分の経営の改善につなが

ったり、補助金がどのように使われ、どのような効果があったかというのも検証できるも

のと思っております。 

 それと、新規就農者が自分の経営目標設定し、事業計画が立てやすくなるのではないか。

そういう支援も出来るものになると思っております。農業というのは前例主義というか、

勘と経験でものを言う部分が余りにも多くて、新しく参入される方にとっては非常にハー

ドルが高く感じられるのではないか。それをもっと見えやすくするために、そういうこと

ができればいいと思っています。農水省にも情報とかデータを是非提供願えたらと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、もう一点なのですけれども、今回、人・農地プランが進んでおります。人とい

うところが大きなキーワードになると思っております。これから人を育てる環境を具体的

にどうやっていくかというのは、地域ごとに、作目ごとにやれるような体制をつくってい



 

- 25 - 
 

かないと、現実的に新規就農したけれども、なかなか経営がうまくいかないということに

ならないように、できるだけ目標設定がちゃんとできて、それを実現できるよう継続的に

行う支援体制をつくっていくのが必要だと思っております。 

 私からはそれだけです。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した。 

 それでは、三森委員、お願いいたします。 

○三森委員 三森です。よろしくお願いいたします。 

 私は、実際に６次化をしていることから、これに関してかなり質問したと思いますが、

６次化に関して、もう一度原点に戻って、農村振興とタイアップすることが私は必要だと

思います。今の６次化は加工ですとか農家レストラン、建物に対しての補助です。農村地

域に対しての補助ということを前提に置いていただいて考え直していただかないと、今の

ままの６次化では、所得は増大しても経営が赤字ということが懸念されますので、もう一

度原点に戻っていただきたい。誰の、何のための 6 次産業化なのか。 

 ボランタリー・プランナーの活用の方法が明確化されていない。ボランタリー・プラン

ナーは基本的にはボランティアということで賃金は発生しない。活用をきちっとしていた

だきたい。プランナー、ボランタリー・プランナーのすみ分けと、内容がはっきりせず、

活用の仕方が上手ではないと思っております。 

 それと、バイオマスに関して、山梨で勉強させていただいたところ、剪定のくずは産業

廃棄物とみなされている次第で、とても進まないという事例がございます。こちらに関し

ては、国を挙げたバイオマスの推進ということなので、熱利用と電気利用に関して、どう

いうふうに考えて、どういうふうな方向で持っていくのか。発生する費用・対価は、特に

山梨は森林が 77％ということなので、バイオマス、特に森林に関してきちんとやっていく

には、国の力がものすごく必要になるので、これは多分、法律を変えないと難しいかなと

思っております。是非ここは農水省だけではなく、環境省、国土交通省の方々もお見えに

なっていらっしゃるので、お願いしたいと思っております。 

 17 ページの 20 ヘクタール以上の農業経営体ということは国民がよくわからないので、

土地利用型農業とは何ぞやというところも補足で書いた方がいいと思います。私は何度も

ここの場で言わせていただいておりますが、ここは改善されていないので、是非つけ加え

ていただきたいと思っております。 

 それと、強い農業に関しては、地域、法人、個人、兼業、適正な面積と適正な収入があ

ると思います。面積だけ広げれば強い農業になるかということも懸念されますので、こう

いったところも柔らかく書いていただきたいと思っております。 

 最後に、人・農地プランがこれから始まる中で、厚労省の方が今日お見えですが、厚労

省では恐らく地域包括システムがこれから始まっていきます。そのときに是非、都市では

なく地方の、大体、農業というのは地方が多くなっていくかと思いますが、国、農水省も

横軸でものを考えていただいて、農業だけでなく様々な問題があり、相対的に国を挙げて
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進んでいく必要があるかと思います。農業は産業としては厳しいことを言われますが、農

業というものは本当に多面性を持っていると私は思います。協力して、地域の未来を考え

る様々な課題を網羅する場所であるべきだと思います。いろいろな面から、是非この農業

を考えていただいて、この白書を、国民にとっても、そして、それぞれの省庁にとって活

用できる白書であってほしいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、森委員、お願いします。 

○森委員 森でございます。 

 幾つかあるので、駆け足で言わせていただきます。全体的にはボリュームが減って見や

すくなったということと、グラフと表のつくり方に統一性があって、本文の方が見やすく

なっていると思うので、全体的には高く評価したいと思っています。 

 概要版の方で幾つか申し上げたいことがありますので、そのページで言わせていただき

ます。まず、食料自給率にかかわるところですけれども、６ページで、小麦や砂糖類の生

産量が減ったことにより自給率が低くなったとおっしゃっていたのはそのとおりだと思う

のですけれども、大生産地であります北海道においては、2008～2010 年まで、長雨と、非

常に寒いのが続きまして、その中でも収量が落ちなかったところは排水改良されていたと

ころなので、自給率向上のためにも、畑作の現在の量を、少なくとも維持するためにも、

基盤整備を確実にやっていただいた上で、安定供給できるようにしていただきたいと思い

ました。 

 ２番目は、６ページの米粉のことなのですけれども、本文を見ると、生産量が増えたの

はわかるのですけれども、米粉がどういうふうに使われたかがわからないので、その辺を

きちっと伝えていただきたいと思います。多分、米粉用のお米は生産されていても、利用

状況というか、例えば、それをうどんに練り込むとか、パンに入れるとかいうのでも、そ

れほどの量を使われていなくて生産過剰になっているのではないかと思うのですけれども、

はっきりしたデータがあれば、それも入れていただきたいと思いました。 

 次は８ページのその他の主要作物の生産量の推移の中で、飼料作物が 32 年には 527 万ト

ンという目標があります。北海道では、中山間地の直接支払制度で、草地が支払いを受け

ている面積が非常に多いです。中山間地域等直接支払制度は大変評価が高く、今後も続け

ていただきたいと思っています。飼料の自給率向上の視点から、草地の一部で飼料作物を

作ってみようという取組みに対しても補償できるようになる必要があるのではないかと思

いますので、柔軟な取組みを期待しています。 

 次はエンゲル係数のことですけれども、エンゲル係数の推移を入れたことは、一般の方

たちに非常にわかりやすいと思います。食料の支出と消費支出全体との割合がわかってよ

かったと思うのです。先日発表になりましたように、東京都は１世帯の人数が２人を割っ

たということで、これからは単身世帯のエンゲル係数も必要になってくるのではないかと
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思うので、それも併せて来年度以降、御検討いただけたらと思います。 

 ６次産業化については、言いたいことがたくさんあったのですけれども、皆さんがおっ

しゃっていることとほとんど同じなので、１点だけ申し上げます。概要版の 13 ページに６

次産業化に当たり重要と考えることというグラフがあるのですけれども、このアンケート

調査は、買うというか、食べる側の調査なのですか。農家の方たち、取り組まなければな

らない方たちと、消費者の両方が重要と考えているのはどの点か、両方見られるようにな

って、そのギャップをあらわしていただくと、更なる問題点が浮かぶのではないかと思い

ました。 

 最後に、戸別所得補償についてなのですけれども、概要版には、本編の 173 ページにあ

ります戸別所得補償制度の取組みの経緯というところの、上の５行の大変重要なところ、

「農業は食料の供給や国土の保全、水源の涵養等の多面的機能の発揮等」と始まる文章が

ありまして、農業が産業として持続性を維持していくことの重要性が先に語られていて、

そこで戸別所得補償の説明があるのですけれども、概要版にはそれが入っていません。農

業者でない方が、何のために補償されているのかということがわかりにくくなっているの

で、その辺をはっきりお示しいただきたいと思います。特に農家は補償をもらっていて、

生産性が上がらなくても収入が補償されているのではないかというような偏った目で見ら

れている傾向があると思うので、173 ページの前段の５行は常に外さないで入れていただ

きたいと思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、渡辺委員、お願いいたします。 

○渡辺委員 ありがとうございます。渡辺でございます。 

 全体的な話で、大変いいなと思ったのが２点、欲を言えばこうしてほしいというのが２

点、お願いが２点、お話ししたいと思います。 

 食料・農業・農村基本計画に策定されたその目標に対して、「今、どこまで行っている

のか」、「克服すべき課題は何か」、「現在の進捗状況はどうか」、というところまでき

ちんと記述されたということは、大変いいことだと思います。PDCA が回ると感じました。

こういう白書は今まで余りなかったと聞いておりますので、大変大きな進歩ではないかと

思っております。 

 ２つ目は、皆さんおっしゃいましたけれども、今回の白書には、大変先進的ないい事例

がたくさん記載されておられます。これはやはり実務家に大変有効な情報だと思いますの

で、こういうものを更に充実していただきたいと思います。 

 欲を言えば、２点ほどございます。１点目は、最初に申し上げたことで、今までやった

この結果として、この評価は何点なのだと、○でも△でも×でもいいのですけれども、明

確にしていただくとよいと思います。さらに課題に対して、どうしてそうなったのか、要

因は何なのか、その次の課題はどういうふうなステップを踏んでいくのかというところま
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で出てくるとすごいなと思います。これは「政策を評価する」という意味でも、あるいは

「農業従事者の皆さんが自助努力でどこまでできてきたのかということを見る」上でも、

ここまでできた、あるいはできないのはなぜなのかというところまで出てくると大変いい

なと思います。つまり、課題と要因分析を更に突っ込んでいただくと、更によくなるので

はないかと思いました。 

 それから、２つ目は、大変いい事例は財産だと思いますので、事例集として、別冊でも

良いので、つくり上げていただいたらと思います。それをできるだけ多くの人に見ていた

だくことが大事ではないかなと思いました。 

 今回の基本計画は、復興１年でよくまとまっていると思います。そこで、お願いなので

すが、復興のマスタープランというのがありますが、このマスタープランとこの基本計画

とどう絡んでいくのかということをもう少し明確にしていただくと、良いのではと思いま

す。東北の地域で基本計画、あるいはマスタープランの中でこういうふうにしたいという、

項目があるわけですが、それをモデル地区としてセットで、オールジャパンで進めていく。

農業だけではなくて、産官学、産業もいろいろなところで応援してやっていくというよう

なモデルをつくっていく方向を見出していただきたいというのが１点です。 

 もう一つは、農業経営という点です。例えば、技術開発、地盤改良とか品種改良とか、

あるいは農機具の開発だとか、いろいろな開発、イノベーションがあると思います。そう

いうものがどういうふうに進展しているのか、これからどう進展していくのかということ

を是非、整理をしておく必要があるのではないかと思います。あるいは技術開発として今

後どういう方向に持っていったらいいかということを更に記述していただくといいのでは

ないかと思います。もう一つは、農業経営のノウハウやマネージメントの仕方、例えば、I

T の活用、人材育成とかのノウハウを１つのイノベーションとしてとらえ、農業経営をこ

れからこういうふうに引っ張っていきたいということも考えていただいたらどうかと思い

ました。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 大貴重な御意見をたくさんいただきまして、ただ、時間が限られておりますので、質問

及びコメントにかかわると思われるものをお答えいただきたいと思います。ボランタリー

・プランナーの活用をどうするかというお話がありました。併せて、バイオマスの問題も

ありましたので、食料産業局からお答えいただきます。 

○櫻庭審議官（兼食料産業局兼生産局） 今、ボランタリー・プランナーのお話がありま

した。この１年、６次化産業の事業を進めまして、新しい局もできましたので、全部検証

してみました。サポートセンターの在り方、プランナーの在り方、そしてボランタリー・

プランナーの在り方を、いろいろ各地の方々からもお話をお伺いしました。その結果、ボ

ランタリー・プランナーの謝金等をつくったらどうかとか、サポートセンターは本当に地

域の目線でやっているのか、プランナーはどうなのか、その評価も今、集めているところ
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でございます。取り組もうとする農業者の方々と実際接している方々に対して、どのよう

な評価を持っているかということをしっかり把握して検討した上で、来年度から、予算執

行の在り方をすべて見直していきたいと考えております。 

 基本的には、やはり農家目線でやっているボランタリー・プランナーの方々が一番農家

として親しみやすいものですから、その方々の、先ほどただという話がありましたけれど

も、謝金、あるいは旅費、そういったものをきちっとお支払いできて、貢献していただけ

ればという形で今、進めているところでございます。そういった形で予算を見直していき

たいと思っております。 

 それから、森委員から、13 ページの件でございました６次化に当たり重要と考えること。

この件に関しまして、誠に恐縮でございますけれども、本体の 196 ページの下の方にグラ

フがございまして、多分、重要と考えていることの答えのアンケートだと思いますが、６

次化に取り組む場合の課題というアンケートがございます。出典が別々でございますけれ

ども、商品の差別化・ブランド化、人材の確保など、いろいろ重要と考えているのですが、

やはりノウハウ、技術がない、資金不足、労働力が不足しているというのが上位になって

おりまして、こういったものを縦軸、横軸併せて、奥村委員からもございましたけれども、

地域性なり、取り組もうとする作物とか、その辺を地域の実態に合わせた形で、最初に決

めたからこれでいくのだではなくて、実態に合わせて柔軟に対応していきたいと考えてお

ります。 

 それから、バイオマスの件でございます。概要版の 19 ページの下の方に、スマート・ビ

レッジのイメージ図がございます。まさしくバイオマスの熱利用と発電、これらをすべて

組み合わせて、その地域として、例えば、森林に近いところであれば、木質バイオマスが

あるだろうし、あるいは海上に近いところであれば、風力、洋上発電もあるだろうし、地

域の実態に合った形で構想をいろいろ考えている市町村も出てきております。 

 私ども、来年度予算で、例えば、発電のところですと、そういった適地マップをつくる

ための調査事業を組んでおりまして、１年かけて、どこで、どういう形ができるかという

のを併せて、そのデータも市町村に提案しまして、いろいろなものを、縦割りではなくて、

これも同じでございますけれども、バイオマスの熱利用も発電も、その地域に合った形で

横の連携を取って進めたいと思っておりますので、よろしくお願い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。 

 あと、人・農地プランに関して、廣野委員と三森委員から少し質問がありましたので、

経営局から何かあれば、ごく簡単に。 

○佐々木審議官（兼経営局） 人・農地プランにつきましては、縷々
る る

御指摘いただきまし

たけれども、ほかの組織とも連携を取りながら、とにかくどんどん前へ進めていかなけれ

ばいけないということで、現場主義を徹底してやっていきたいと思いますが、その際、と

かく陥りがちな画一的な運用ということを厳に避けて、地域の実態に合った処方せんがそ
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れぞれ別個にあると思いますので、それを十分見極めながら、関係機関と手を携えて進め

させていただきたいと思っております。 

 それから、廣野委員と渡辺委員から、データなどに基づく経営管理、経営のノウハウに

関する御指摘をちょうだいいたしました。今、私どもでは、５年後の経営目標を立てて、

それを市町村なり都道府県が認定した方を応援するという仕組みがありますけれども、そ

の目標を立てる際の道しるべとなるようなものとか、あるいは、立てた目標がどういうふ

うに達成されているのか、いないのかというフォローアップの話、ここが弱いという御指

摘を各方面からちょうだいしておりまして、その辺をもう一度組み立て直す作業をやって

おるところでございまして、御指摘も踏まえながら、今後の経営面のノウハウがしっかり

レベルがアップしていくような仕組みの構築に向けて取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、渡辺委員から、技術開発と経営の利用という観点で御質問がありましたけれ

ども、技術会議の方からよろしくお願いいたします。 

○藤本技術会議事務局長 技術開発について御意見がございまして、大変ありがとうござ

います。今、東北の被災地を対象に、こういうふうにすればいいのではないか、例えば、

土地利用型であれば、地下かんがいによる地下水のコントロールだとか、施設園芸であれ

ば、環境のコントロールだとか、今、技術開発で開発された新しい技術を集中的に投下し

て、それが日本の農業の見本になるような、そういった事業を実はやっているのでござい

ます。本文の 244 ページの 34 行目のところから書かせていただいておりますけれども、こ

うした多数の先端技術を被災地域なりで実証する研究を開始しておりますという形で、ま

だ緒についたばかりでございまして、３次補正からお金を使わせていただいておりますの

で、今、施設を少しつくらせていただいたり、来年から 24 年度にかけて実証に入っていく

という形で、渡辺先生からお話のございました、こういった技術の伝授といいますか、こ

ういった実証を進めさせていただきたいと考えているところでございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 あと、北海道の飼料作物に関連して、中山間支払いとの関係について少し御質問があり

ましたが、農村振興局からコメントいただけますか。 

○實重農村振興局長 済みません、排水改良と基盤整備の関係ではないでしょうか。森委

員の御指摘だったかと思います。 

○中嶋部会長 そうです。 

○實重農村振興局長 限られた予算の中で、排水改良を含めて、大区画化ですとか、ある

いは施設の更新や長寿命化、こういったことを行っていく必要がございます。そのために、

限られた予算を効率的に使うための簡易な基盤整備を進めております。 

 また、今、お話の中山間直接支払いの関係につきましても、さまざまな活動ができるよ

うになっておりますので、地域の組織がいろいろな形で形成されてきておりますから、組
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織を強化しながら、また予算を広く薄くと申しますか、効率的に使いながら進めていきた

いと思っております。 

○中嶋部会長 では、時間も参っていますので、個別にまた御検討いただければと思いま

す。 

 最後になりますが、渡辺委員から非常に包括的なコメントをいただきました。特に、白

書をどのように利用していくのか、政策にもどう反映していくのかという見通しについて

の御提案もいただきましたので、政策課長から御回答いただきます。 

○大澤政策課長 渡辺委員の御指摘、ありがとうございます。今年は作成段階から、昨年

の渡辺委員の御指摘を踏まえて、基本計画の評価ということで忠実にやったつもりですの

で、評価していただいて、ありがとうございます。 

 その他、更にというような御注文がありましたけれども、これは来年に向けて、特に基

本計画は政府だけが施策で何か進めていくものではなくて、消費者の方々、生産者の方々、

それぞれの努力によりやることになっているのですが、どこまでが生産者の努力分で、ど

こまでが消費者と、そこまでの計画にはなっておりませんので、そこをどういう形で、そ

れぞれの努力の成果を世の中に示していくかというのは今後の課題にさせていただきたい

と思います。 

 それから、一部は技術会議事務局長もお答えいただきましたけれども、復興基本計画と

の関係ですが、復興につきましては、政府全体で復興の基本方針を昨年の７月に策定いた

しましたときに、農業部分につきましてもかなり多く記載されておりますが、基本的に３

つの戦略ということで、低コスト化、高付加価値化、ちょっと言葉は忘れましたけれども、

他産業との連携というような３つの戦略を地域に応じて組み合わせるという形で方針が示

されておりまして、それに基づきまして、例えば、低コスト化でありましたら、現在、人

・農地プランで行われておりますものの先駆け的な施策も組んでいるところでございます

し、高付加価値化につきましては、先ほどの技術会議の大規模実証事業を含めまして、６

次産業化が少し遅れている地域でもございましたので、どうやって進めていくかというこ

とでやっております。そういう意味で、政策面では、まさに基本計画の示している方向と

復興基本方針は響き合っていると思いまして、御指摘のとおり、復興の中で新しいモデル

ともなるような復興というものも我々も目指しているところでございます。 

 それから、高知の薬草栽培については研究いたします。 

 それから、米粉の利用状況については、私どもの今、持っているデータでは、包括的な

データがなかったので、とりあえず本文では 94 ページで、官民連携による米粉普及の取組

みの事例を書かせていただいております。今後の課題にさせていただきたいと思います。 

 それから、事例集をつくったらという御指摘がありましたが、予算の関係で現時点では

なかなか難しいので、とりあえず白書に事例の目次みたいなものをつくりまして、事例の

一覧的になるようにしたいと思います。 

 なお、それぞれの政策ごとに事例集というのはつくっておりますので、その中でも白書
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の優良事例は反映されるものと考えております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 私の議事進行が悪く、予定の時間を過ぎてしまいまして、もうそろそろ閉じさせていた

だきたいのですが、最後にどうしても御発言したいという御意見がありましたらお伺いし

たいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。ありがとうござ

いました。 

 それでは、これで平成 23 年度食料・農業・農村白書についての審議を終えたいと存じま

す。 

 食料・農業・農村白書につきましては、本日の御議論や、その後の情勢の変化を踏まえ

た調整が必要となりますが、委員の皆様からいただいた御意見に関する修正につきまして

は、部会長に一任いただき、後日、個別に御報告させていただければと考えておりますが、

よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 

 では、食料・農業・農村白書についてはそのように取扱い、答申も提出させていただき

ます。その後、４月下旬に予定されている閣議決定、公表という日程に沿って、政府の方

でも必要な手続を行っていただきたいと思います。 

 それでは、時間がまいりましたので、これで終了したいと存じますが、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 特にございません。 

○中嶋部会長 わかりました。 

 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。  


