
食料・農業・農村政策審議会企画部会（第３回）議事録

日時：平成20年３月19日（水）10：00～12：10

場所：三田共用会議所第四特別会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３． 地球環境小委員会のとりまとめについて

（地球温暖化防止に貢献する農地土壌の役割について（案 ））

４．平成20年度 食料・農業・農村施策（案）について

５．その他

６．閉 会
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午前１０時００分 開会

それでは、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○鈴木部会長

議会の第３回企画部会を開催いたしたいと思います。

本日は、２つ議題がございまして、１つ目は企画部会の地球環境小委員会においてとり

まとめられました「地球温暖化防止に貢献する農地土壌の役割について」の案、それから

もう１つが「平成19年度食料・農業・農村白書」の案についてご審議をお願いしたいと思

います。

。本日は、古口委員、櫻井委員、玉沖委員、吉川委員がご都合により欠席されております

また、本日の企画部会は公開されておりまして、一般公募による傍聴の方もお見えにな

っております。

それから、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。

初に、澤大臣政務官から会議の冒頭にごあいさつをいただく予定だったのですが、ご

公務のため遅れてまいりますので、後ほど来られた時点でごあいさつをいただくことにい

たしまして、議事を進めたいと思います。

それでは、早速ですが審議に入ります。

まず、議題３となっております「地球環境小委員会のとりまとめ」についてお諮りした

いと思います。環境バイオマス政策課長から説明をお願いいたします。

環境バイオマス政策課長の西郷でございます。よろしく○西郷環境バイオマス政策課長

お願い申し上げます。

資料は１と２でございます。資料１に概要がございますので、そちらに基づきましてご

説明をさせていただきます。

まず資料１の参考３に地球環境小委員会の名簿がございますけれども、昨年の９月７日

にこの企画部会で地球環境小委の設置について決定いただきまして、２枚前の参考１に検

討経緯がございますけれども、こういった形で５回にわたる議論を繰り返してきておりま

す。そして３月３日に行われました第５回の地球環境小委員会において、地球温暖化防止

に貢献する農地土壌の役割についてとりまとめが行われたということでございます。

具体的には、参考２にございますように、農地土壌が二酸化炭素の吸収源として評価で

きるのではないかと。これについて今から検討しておくべきではないかといったことで、

知見の集約といったことを行ってきたわけでございます。
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そこで、資料２に絵のついた参考資料がございますので、それをごらんいただきます。

まず資料２の参考資料集の７ページをごらんいただきたいと思います。

ここに吸収源活動でございますけれども、今年から約束期間に入ります京都議定書にお

きましては、森林の吸収源対策が我が国の吸収源の政策として一番重要なわけでございま

すけれども、その森林をはじめ４つの吸収源活動といったものが認められております。こ

こにございますように、森林経営、植生回復、農地管理、放牧地管理でございますけれど

も、議定書上、これは選択制になってございまして、我が国は森林経営と植生回復を選択

し、農地管理につきましては、当時はあまり検討が進んでいないということで選択をしな

かったわけでございます。各国を見ますと、この右下にございます４カ国のみが議定書上

で農地吸収を選択している国でございます。

ところが、この次の枠組みの議論が始まっているのでございますけれども、そこでは恐

らく農地土壌につきましてもきちんとした計算方式と申しますか、ルールを決めて、各国

とも対策を講じなければならなくなるということもございまして、我が国としても評価の

必要があるということでございます。

次の８ページを見ていただきますと、農地がＣＯ を吸収するというのは、左側にござい２

ますようにＣＯ を強制的にため込むということではなくて、右にございますように有機物２

としての炭素が土壌中に貯まっていくという考え方でございます。

、具体的に申しますと、９ページ下にございますけれども、植物体だとか家畜の糞だとか

食品の残渣、堆肥でございますとか、そういったものが土壌中に投入されますと、ほとん

どの部分は土壌中の微生物に分解されまして、大気中にまた戻っていくということでござ

いますけれども、一部分解されにくい形で腐植と呼んでございますけれども、そういった

ものが残ると言われてございまして、これが増えていけば吸収源として評価できるのでは

ないかと、主にこういう考え方でございます。

、ところが、次のページでございますけれども、地球環境小委員会でも議論になったのは

農地の場合、ただため込むだけではなくて、堆肥を投入いたしますと、今度は逆にほかの

温暖化の温室効果ガスでございます一酸化二窒素などが発生してしまうのではないか、あ

るいは水田に限りますけれども、メタンの形で炭素が放出されることもあるのではないか

といったことで、いろいろ加減を考える必要があり、そういったことも踏まえながら議論

をしていったということでございます。

17ページでございますけれども、地球上での炭素ストックを見ますと、土壌中に約２兆
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トン、ちょっと想像もつかない数字でございますけれども、大量の炭素があって、それで

その上に植物が生育しており、そこには5,000億トンほどの炭素があります。また、大気中

には7,600億トンほどあるというふうなことが推定されております。それで、その間、土

壌・大気間で毎年600億トンぐらいの行き来があるだろうということでございますけれども、

この土壌炭素のストックというか表面積を見てまいりますと約40％が農林業の影響下にあ

るため、農林業のやり方次第で土壌はＣＯ２の吸収源にも排出源にもなりえるということ

でございます。

、具体的にどういうことかということでございますけれども、生産局での技術的な検討会

あるいは農村振興局でもいろいろ検討した結果をインプットいただいたところ、19ページ

以降に、例えば堆肥をやった場合については、細かくなりますけれども、単位面積当たり

土壌種の種類ごとにその程度たまっていくということでございますとか、あるいは20ペー

ジを見ていただくと、不耕起栽培をした場合もたまっていく、あるいは21ページの中には

土壌改良資材を入れた場合、あるいは多毛作をした場合についてもたまっていく傾向が見

られるといったようなことがまとまってきてございます。

また、22ページにございますが、堆肥等の有機物の施用ということが一番実行可能性が

高いということで、我が国の数十点の地点の試験結果から見ますと、この稲わら堆肥でご

ざいますけれども、反当たり250キロ、0.25トンずつ毎年連用していくと、土壌中の炭素貯

留量がほとんど変わらずにいくということでございます。ただ、反当たり750キロずつ連用

していくと増加していき、これが吸収したと言えるのではないかと。逆に堆肥を与えない

と、化学肥料単用区とございますけれども、だんだん減少していき、これは要するに排出

していくというふうに見えるということでございます。

それで、結果でございますけれども、23ページにございますけれども、あくまで試算で

ありますが、我が国の農地土壌に、毎年水田では１トン、それから畑では1.5トンを施用し

た場合、これは地力増進基本指針に基づく数字でございますけれども、毎年220万トンほど

の炭素が入ります。ただ、水田からはメタンが排出するということもあって、差引約193～

204万トンぐらいの炭素貯留量の増加が見込まれます。これはもちろん単なる試算ですので、

数字として一人歩きさせるわけにはいきません。例えば、これだけの堆肥そのものがある

かというと、必ずしもそうではない。あるいは、あったとしても農地の近くにない場合が

多くて施用できないということであります。具体的には水田を見ますと、毎年１トンどこ

ろか平均だと100キロも施用していないというのが現状でございますので、要するにどのく
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らいの量を施用しなければいけないかというと、大変な労力が必要になってくるというこ

とでございますが、一応こういった試算が出てきております。

今後、これは試算でございますので、もっと精緻に考えて吸収源対策になるのかといっ

たことにつきましても検討していくということでございますのと、あと温暖化のポスト京

都の枠組み交渉がもう既に始まってございまして、農地土壌については関心の多い国が多

うございます。ただ、諸外国はやっぱり不耕起栽培をすると炭素貯留量が増加するという

傾向のデータをたくさん持っておりますので、我が国のように堆肥をたくさん施用するこ

とによって貯めていくという考え方はどちらかというと少数派でございますので、そうい

ったことの説明も今後必要かと、考えてございますが、今後も知見の集約に努めるほか、

我が国の考え方を国際的にもきちんと説明していくことが必要だと、そういうとりまとめ

になってございます。

説明は以上でございます。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

ただいまご説明いただいた内容を踏まえまして、地球環境小委員会のとりまとめ案につ

いて、自由にご質問、ご意見等ありましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

ちょっと今の報告で質問するんですけれども、有機物の施用ですとか、ある○宮田委員

いはまた土壌を変える剤の施用とか、そういったことについては、これはもう基礎的な考

え方から何か当然でしょうということもわかるし、またこれを進めていくにしても、いわ

ゆる耕作農家の、そういったことがいわゆる営農の技術の指導というか、取組の指針にも

基本的に載っておりますから、これは問題ないですけど、ぼくちょっとね、ここ不耕起栽

培ということなんですけれども、この不耕起ということはですね、単純に土を動かさない

ことが温室効果ガスを吸収するということなのか、ちょっと解説して欲しいと思いますの

で。

よろしゅうございますでしょうか。○西郷環境バイオマス政策課長

はい、どうぞお願いします。○鈴木部会長

不耕起につきましては、耕しますとその分、土壌に酸素○西郷環境バイオマス政策課長

が供給されるため微生物の働きが活発になり、土壌中の有機物が分解・放出されることで

排出するということなので、なるべく耕さないと排出が少なくなるということと、あと諸

外国が言っているのはどういうことかと申しますと、70年代、80年代にたくさん耕した結
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果、土壌が流亡してしまったということで、土壌保全施策として不耕起とかあるいは休耕

ということをしたわけでございます。そこで炭素を測ってまいりますと、例えば草が生え

たりして、あるいは植物帯であったものが土に還っていくと。何も耕さないので、要する

に今まで土からなくなった炭素が徐々に戻ってきているという状態で、不耕起だと貯まり

やすいというふうなことが知られております。ですから、もともと耕起により排出してし

まったものがまた貯まるというようなことを吸収と呼んでいいのかといった議論もござい

。ます。ただ具体的に測ると確かに増えているということは言えるということでございます

ですので、もし過去たくさん排出してしまったところであると、そこは不耕起にすると貯

まっていく余地があるということが知られているということでございます。

もう１点いいですか。○宮田委員

はい、どうぞ。○鈴木部会長

いや、よくわかります。耕しますと風で飛ばされるとか流亡していくという○宮田委員

ことがありますけども、土を動かさない、いわゆる酸素に会わさないということ。それか

らもう１つは、今もありましたけれども、植物が繁茂するといったことも大きな点なんで

すね。なるほどね。わかりました。どっちがポイントかということをちょっと確認したか

ったので、以上でいいです。

その他の点、平田委員どうぞ。○鈴木部会長

ちょっと教えてほしいんですけれども、今、炭酸ガスの吸収というようなこ○平田委員

とで国の間で売買するというようなことが起こっていますよね。そういったことで、農村

、というのは土壌への吸収の問題、それから森林で65％ぐらい森林面積がありますけれども

そういうところで炭酸ガスをどんどん吸収しているというようなことで、そういった効果

に対して、例えば都市の人が負担するだとか、そういった売買ということは可能なんでし

ょうか。

今の点、いかがでしょうか。○鈴木部会長

排出権取引ということだと思いますけれども、ヨーロッ○西郷環境バイオマス政策課長

パで炭素の排出権取引が導入されておりますが、その他の国でも試験的にいろいろやって

みようといったことはございます。ただ、排出吸収の目標を達成するための取引といった

ことをきちんとやっているというのは今のところはヨーロッパだけでございます。この他

にも京都メカニズムと呼ばれるものがございまして、例えば途上国に植林をして、その分

吸収したものについては先進国のクレジットに入れてもいいのではないかだとか、あるい
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は途上国で省エネの発電所をつくり、その分排出が減るので、それをクレジットにすると

か、そういったものはＣＤＭと呼んでございます。こうしたものについては一部動いてい

るものがございます。我が国もそれは非常に積極的にやっているということでございます

が、このいわゆる土壌だとか森林につきましては、燃料のように燃やせば二酸化炭素がど

のくらい出ていくか、比較的分かりやすいものより若干不確実性が高いと申しますか、同

じことをやっても同じだけ貯まる、あるいは出ていくということがなかなかわかりにくい

ということもございまして、メカニズムの中に入れていくことについては若干技術的な検

討が必要だというふうな議論もございまして、どういうふうにやったらいいのかというの

が国際的に議論中ということでございます。国内でも自治体で色々取り組みをされたりと

かといったことがございますけれども、きちっとした制度として、やっているということ

ではないと承知しております。

ありがとうございました。○平田委員

ほかに、いかがでしょうか。○鈴木部会長

榧野委員。

すいません。１つ基本的なことを教えてください。資料集23ページの炭素量○榧野委員

の試算なんですけれども、今、毎年堆肥を１トンから1.5トン水田や畑に入れるということ

で試算しているということでしたが、それで実際には100キロぐらいしか入っていないとい

うことですよね。これはその相当いろんな措置を講じないと１トンぐらいは入らないよう

な状況であると思うのですが、そういう状況で１トンというのを何か前提に試算して、そ

の根拠は大丈夫なのかなというのがまず１点と、これもちょっと素人なりの疑問なんです

が、毎年日本の田畑で220万トン増加するということなんですけど、幾ら何でも毎年220万

トンやったらいつか飽和点が来るんじゃないかという気がするので、その辺はどうなって

いるのかなというのが第２点。もう１つは、この炭素収支が193～204万トンとなっていま

すが、これは炭素の吸収とメタンの排出を差引で引いているわけですよね。ちょっと聞き

ますと、温室効果は炭素よりもメタンの方が数倍か数十倍高いという数字があったと思う

んですが、ここで単純に差引していいものかどうか、その疑問がちょっとあるので、その

３点をちょっと教えてください。

ご説明お願いします。○鈴木部会長

１点目の１トンとか1.5トンとかという数字はべらぼうで○西郷環境バイオマス政策課長

根拠がどうなっているのかということでございますけれども、実際に１トンぐらいきちん
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と入れている農家もいらっしゃることはいらっしゃるわけです。水田で１トン、あるいは

畑で1.5トンと言っておりますのは、先ほどちょっとご説明いたしましたけれども、地力増

進法という法律に基づきまして、地力増進基本指針を定めております。我が国の土壌をう

まく保つためにはこれだけが必要だろうといったことで、昔からこの指針に基づいた指導

を行っているということでございます。実際はそれだけ入れられていないという現状がご

ざいますけれども、それを一応やってみたらどうなるかということで根拠としたというこ

とでございます。

２点目のどのくらい吸収することができるのか、そのうち飽和になるのではないかとい

うことですが、おっしゃるとおりどこかで平衡に達するものと思われます。ただ、専門家

のご検討によりますと、我が国の土壌では、向こう数十年は吸収するキャパシティはある

ということでございまして、二、三年でおしまいになってしまうというものではないとい

うことでございます。

それから、メタンの方が温暖化に対する効果が高いのではないかということでございま

すけど、おっしゃるとおりでメタンは確か二酸化炭素の数十倍ぐらい、たしか……。

（澤大臣政務官 入室）

ただいま澤大臣政務官が見えられましたので、説明の途中ではございます○鈴木部会長

が、ごあいさつをいただければと思います。よろしくお願い申し上げます。

皆さんおはようございます。政務官の澤雄二でございます。○澤大臣政務官

公用がございまして遅れまして大変申しわけございません。一言ごあいさつを申し上げ

ます。

今日はお忙しい中、委員の皆様方にはお集まりをいただきまして、本当にありがとうご

ざいます。

さまざまな食をめぐる課題を今までご審議していただいてまいりまして、私は日本の食

をめぐる多くの問題というのは、突き詰めれば食料の自給率向上、そしてそれが食料安保

に結びついていくのではないかというふうに考えています。例えば、地球温暖化でござい

ますが、この地球温暖化に対しましては、農水省は森林吸収源で3.8％達成という大きな目

標がございまして、精力的にこれに今取り組まさせていただいております。また一方で、

農地も吸収源にならないかという研究も進めさせていただいておりますし、また市街地、

都市における緑、これも森林吸収源と認定して、この緑をそのことによって守っていく、

もしくはさらに緑を広げていくという試みもさせていただいております。
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しかし、一方で地球温暖化はどんどん進んでいるわけでございます。２年前にＮＨＫが

衝撃的なシミュレーションを発表いたしました。50年後、100年後、地球温暖化で日本はど

うなるかというスーパーコンピュータによるシミュレーションであります。それによりま

すと、50年後はもう既に、皆さんとっくにご承知のとおりでございますが、九州、四国、

中国の一部ではもう作物が非常に不作になる。また感染症が広まってくる。

50年後でございます。ふと自分の年を考えて、私は生きていないからセーフだなと。だけ

ど、子どもはぎりぎり引っかかっている。でも、孫は間違いなくこれに立ち向かっていか

なければならない。これは大変な課題を与えられたと思ったのでございます。

農水省に来てびっくりしましたのは、実はその九州の温暖化に対応するための稲の研究

開発が進められていたということを知って私はびっくりしました。ああここまで日本の政

府はやっているんだと。先月、実は九州に視察に参りました。さらにびっくりしたのでご

ざいますが、その改良していた品種は「にこまる」というんですが、この「にこまる」に

既に植え替えが始まっていた。というのは、今九州はヒノヒカリという非常においしいお

米をつくっておりますが、これも作況がもう既に悪くなりつつある。つまり地球温暖化は

そこまで来ているということでございます。ですから、これに対応しなければいけない。

いろんなことに対応しなければいけないのでございますが、食料の自給率の問題とか食料

安保を考えると、日本は森林の国でございますからなかなか耕作地がない。そうすると、

どうすればいいかというと、やっぱり外国から安定的にどうすれば供給できるかというこ

とも同時に考えていくことが必要なんだろう。で、今までご審議をいただいていたわけで

ございます。ですから、 近私、外国の要人と会うと、あんたのところは何がとれるのと

か、いろんなことを聞いて、この間、モンゴルの外務大臣と話をしましたら、あそこは緯

度が高いので、地球温暖化が来ても大丈夫だと。耕作地がいっぱいあるから、日本の技術

で何でもつくってくれというようなことを外務大臣がおっしゃっておりましたが、冗談で

。はなくて、そういうことを多分これから考えていかないといけない時代が来るんだろうと

それから、食の安全もご審議をいただいておりますが、これは中国ギョウザ、言うまで

もなく突き詰めるとやっぱり日本の国民は一番安全なのは国産だと思っている。そうする

と、やっぱり自給率を上げるためにどうしたらいいんだと。それから、私は地球の温暖化

対策本部長を今仰せつかっていて、同時に知的財産本部長に仰せつかっているわけでござ

いますが、この知財というのは地域ブランドで地域の活性化をしようということで、今精

力的にこれに取り組んでいるわけでございますが、私は農業新聞を、今まで全く縁がなか
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った新聞でありますが、政務官になってから毎日読ませていただくと、必ずどこかに一つ

ヒントがあるんですね。 近得たヒントでぼくが気に入っているのを一つご紹介申し上げ

ますと、生産調整でどんどん耕作地がなくなってまいります。これは輪作だとか土壌障害

があって、何を植えるかというのはなかなか難しいのでございますが、そこから出てきた

一つのアイデアで、樽にトマトを植えて、その樽でトマトを育てる。育ってきて実がなっ

て色づいてくる。色づいてくるとたくさんの樽を市街地周辺の市場に卸す。そうすると、

お客さんが、植わっているトマトを見て、色づきぐあいを見て、自分の好きなトマトをも

、いで買っていく。毎日毎日違うトマトが色づいていくから、楽しみに買っていく人もいて

あっという間にそれが売り切れていくという話が載っていました。これは土壌障害などは

ありませんから、土を持ってきて植えればずうっとそれができる。こういうアイデアが実

は農業新聞に毎日載っておりまして、私も知財関係で日本全国視察に回らせていただいて

おりますが、いろんなところにそういう芽はございました。ですから、いろんな考え方を

投入すれば、日本の農業、絶対大丈夫だということを、この半年間政務官をさせていただ

いて私は感じるのでございますが、今日は 後の皆さんの委員のご審議でございます。ど

。うぞ皆様が今のたくさんお持ちのお知恵で幅広いご意見を今日は賜ればと思っております

どうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

なお、澤大臣政務官におかれましては、ご公務のため、ここでご退席されます。

（澤大臣政務官 退室）

それでは、メタンの説明を引き続きいただけますか。○鈴木部会長

では、３つ目のメタンの方が温室効果ガスが高くていい○西郷環境バイオマス政策課長

のかということですが、確かにおっしゃるとおりで、この参考資料の３ページというのを

見ていただきますと、ガスによって温室効果が異なるということで、その左下にございま

すが、メタンの場合は、これは分子１個当たりでございますが、二酸化炭素の21倍ほどの

温室効果があるということになってございます。それで、23ページの試算でございますけ

れども、この係数を用いて二酸化炭素に換算いたしまして、計算をしてございます。

どうもありがとうございます。○鈴木部会長

今のご説明でよろしいでしょうか。

はい、わかりました。○榧野委員

ほかにご意見、ご質問ございましたら。○鈴木部会長
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平田委員、どうぞ。

すみません。今、持続可能な循環型の農業ということで、国土全体について○平田委員

もそうですけれども、そういった中で非常に大量の有機物というのが毎日排出されている

わけですが、それをどうこれから処理しようとしているのか、そういう問題は今後健全な

国土を維持する上でも非常に大切なことになってくると思うんですけれども、我々は可能

な限り堆肥というのは施用していますけれども、そういったことを進めていかないと、な

かなかそういった循環型の農業ないし国土を守るということは非常に難しいのではないか

と思いますけれども、これは農水省だけの問題ではないと思うんですが、その辺の今後の

お考えについてお聞かせいただければと思います。

はい、お願いします。○鈴木部会長

まさにおっしゃるとおりでございまして、今も政府で循○西郷環境バイオマス政策課長

環型社会基本計画というのがございまして、これも改訂作業中でございますが、そこでも

そういった有機物関係のリサイクルにつきましても今まで以上に進めていかなければなら

ないといったことで、大分ボリュームが増えてきてございます。それから、農水省関係で

は、食品リサイクル法が 近改正されまして、もっとリサイクルが進むようにしてきてご

ざいます。そういったことを色々整えつつあるところでございますけれども、なかなかお

っしゃるとおりに循環させるということについては、言うのはやすいのですが、なかなか

難しいということがございます。いろんなことを考えつつ、少しずつではございますけれ

ども、政策も整ってきているところかというふうに考えてございます。農水省としても努

力をしてまいりたいというふうに考えてございます。

ありがとうございました。○平田委員

どうぞ。○鈴木部会長

今の温室効果ガスの問題ですけれども、これは農水省の審議会ですので、農○藤岡委員

業に関係した分野かと思いますが、この問題というのは、何といいますか、幾ら農地が吸

収するといっても、排出する、そちらの方のものをどう削減していくかというのが非常に

大事かと思いますので、これは農水省だけじゃなくてほかの省庁との連携といいますか、

それがうまく機能していかないと、これは全体の問題ですから。また、一方、これは国内

だけの問題でもなくて地球全体の問題ですから、日本が一生懸命頑張っても隣の中国あた

りがどんどん排出してくると、これはまた全然一向に効果が出てこないんじゃないかと思

いますので、省庁を超えた関係ともう一つは諸外国との関係ですね、その辺のところはど



- 11 -

う考えているかと。

はい、お願いします。○鈴木部会長

まず国内で関係省庁はどうなっているかということでご○西郷環境バイオマス政策課長

ざいますが、政府の中では京都議定書の目標を達成するということで京都議定書の目標達

成計画といったものが閣議決定されてございます。約束期間に４月から入るということで

ございますので、改定計画をまとめまして、今それはパブリックコメントが出ているとこ

ろでございますして、年度末に閣議決定の予定となっております。改訂にあたっては、地

球温暖化の関係閣僚会議といったことが頻繁に開かれておりまして、もちろん農水大臣も

参加してございますけれども、いろいろ案をつくって、それで相当の議論をしてきている

ということでございます。どんな方法がいいかといったことの調整は政府部内でも行われ

ておりますし、それから関係の業界の方々にもいろいろお願いをしているということでご

ざいます。

それから、国外についてですが、京都議定書の枠組みと申しますか、温暖化の実際の国

際枠組みというのは、共通だけども差異のある責任と申しまして、まず先進国が 初にた

くさん排出したんだから、先進国から排出削減に取り組むべきであるというふうなことで

ずっと進んできたのでございますけれども、議論が進むうちに、もう排出量だけ見ている

と中国とかインドがものすごく増えてございますので、昨年の12月に行われました温暖化

の大きな会合が、インドネシアのバリ島であったのでございますけれども、そこでは京都

議定書の次の枠組みにつきましては、すべての国が参加していこうということだけは決ま

。って、その枠組みについてこれから交渉して考えていこうということになってございます

ただ、はいそうですかと言って各国の意見がまとまるわけではないので、相当対立は激し

ゅうございますけれども、そういった交渉がもう既に始まっているということでございま

す。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、ほかにご意見、ご質問ないようでしたら、これで地球環境小委員会のとりま

とめ案についての審議はこのぐらいにしたいと思います。

今、いろいろと貴重なご意見、ご質問もいただきましたが、今私が見たところでは、こ

のとりまとめ案そのものを修正する必要まではないのではないかと思われますが、専門的

な分野にかかわる問題でございますので、そちらの方でももし必要な修正や調整があり得

るということにつきましては、今のご意見を踏まえて、ご検討いただきまして、その点に
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ついては部会長にご一任いただくということで、このとりまとめ案を企画部会として承認

していただいてよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、地球環境小委員会の議論を経てとりまとめられたこの「地球温暖化防止に貢

献する農地土壌の役割についてのとりまとめ （案）が承認されたものとみなさせていただ」

きます。地球環境問題は農林水産業の維持発展を図る上で大変重要な課題でありまして、

今後の交渉や国内政策の構築に向けて、いろんな形で打ち出していっていただければとい

うことを期待しまして、次の議題の方に移らせていただきます。

続きまして、議題４の審議に入りたいと思います。

企画部会は、講じようとする食料・農業・農村政策について議論する場でありますが、

ご承知のとおり、これらの施策は食料・農業・農村基本法に基づきまして、食料・農業・

農村の動向を考慮して作成することとされております。このため 「動向編」と「平成20年、

度食料・農業・農村施策 、両方とも案ですが、についてあわせて事務局から説明いただい」

たあと 「動向編」と「20年度施策」の両方について、委員の皆様からご意見を伺いたいと、

思います。

なお、今回、本日がこの「動向編」及び「20年度施策」を議論する 後の部会となりま

すので、委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、情報課長から説明をお願いします。

それでは、情報課長の中村でございます。説明に入らせていただきます○中村情報課長

が、時間も限られておりますので、お手元にお配りしている参考資料１、印刷物で薄めの

もので 「動向の概要（案 」と書いてあります。これにつきまして、 初に説明させてい、 ）

ただきます。

それでは、ページをめくっていただきますと 「白書のポイント」です。白書のそれぞれ、

の部分で課題を記述してございますけれども、それを簡潔にまとめた部分でございます。

もうちょっと厚い参考資料２が白書本体でございますけれども、その本体で一番 後に

「まとめ」として掲載してある部分と同じ内容でございます。おおむね第Ⅰ章、第Ⅱ章の

節ごとにまとめて記述しているということでございます。

それから、ページをめくっていただいて目次がございます。全体の構成でございますけ

れども、冒頭に１年間の主な出来事をトピックスとして掲げ、それから第Ⅰ章が特集の部
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分でございまして 「農業の体質強化と農村地域の活性化 「地球環境対策と農村資源の保、 」、

全・活用」という２つの特集です。それから第Ⅱ章では第１節が「食料 、第２節が「農」

業 、第３節が「農村」についてまとめて動向を記述したという形をとっております。」

めくっていただきますと、ここから下の方にページ番号がついてございますけれども、

左側がトピックスの１番目といたしまして 「食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻、

、発」ということです。薬物中毒事件や不適切な表示等の事件が頻発した１年ということで

関係省庁の連携の強化、食品企業のコンプライアンスの徹底等が重要であるということを

まとめてあります。

右のページは２つ目の項目として、真ん中にグラフでお示ししておりますが、穀物や大

豆の国際価格が非常に高騰しているということ、それからそれに伴いまして食料品の価格

が値上がりをしております。原油価格の高騰が畜産経営、施設園芸の経営に大きな影響を

与えているということで、食料自給率の向上等に積極的に取り組む必要があるということ

でございます。

めくっていただきまして、３つ目は2007年度の自然災害による農林水産関係の被害額が

1,862億円であったということでございます。４ページ目は、農林水産物・食品の輸出が

4,000億円を大きく超えまして、順調に伸びている状況。４つトピックスを掲げてございま

すけれども、唯一明るい話題ということでございます。

１枚めくっていただきますと、第Ⅰ章の部分で、 初に「農業構造と農業経営の動向」

ということです。農業で経営規模の拡大が課題ですが、一番下に経営規模の拡大・縮小に

関する調査結果のグラフが掲げてございます。拡大理由は「農地を引き受けてほしいとい

う依頼があった」とか 「拡大する農地が近くにあった」というのが多いわけですが、反対、

に縮小理由は 「高齢化で労働投入量が減少している 「農産物価格や単位面積あたりの収、 」、

量が低迷している」ということが多くなっております。

それから、右のページの下のグラフをごらんいただきますと、水田作の個別経営につい

て見ていますが、５ha以上層から農業所得が所得の過半を占めるようになっております。

規模拡大によりまして、土地生産性は低下をしておりますけれども、労働生産性が向上い

たしますことによりまして、農業所得が拡大するという形になっております。

めくっていただきまして、７ページと８ページは「米政策改革の取組」についてまとめ

てあります。2007年産は過剰作付けによりまして供給過剰となり、米の価格も大きく下落

したわけでございます。このため、７ページの下にございますような、米緊急対策が10月
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に決定をされました。それから８ページの上にございますけれども、生産調整の進め方の

見直しが行われたわけでございまして、そういうことについて説明をしております。

めくっていただいて９ページと10ページは 「新たな経営所得安定対策の取組」について、

まとめてあります。2007年産から始まっておりますけれども、生産現場から多くの不安、

不満の声が出されたということがございましたので、10ページにございますような、地域

の実態に合った見直しを行ったということを説明しております。

次に11ページ、12ページをごらんいただきたいと思いますけれども、ここは「農地の利

用集積の促進」の部分でございます。担い手が経営する農地面積は全耕地面積の４割程度

でございますけれども、さらにこの利用集積を進めることが必要になっております。11ペ

ージの右上のグラフに利用集積の進まない理由が示してございますけれども 「農業所得や、

、 」、農産物価格の不安定さ」といった経営環境のほかに 「経営する農地が分散していること

「集落内に担い手がいないこと 「農地の資産保有意識が強いこと」など、さまざまな要」、

因が複合的に関係していると考えられます。

このため、右のページの真ん中より下の方に５つ掲げてございますけれども、農地改革

を５つの柱で順次具体化するということにしております。

めくっていただいて 「多様な農業経営の発展に向けた取組」としてまとめてございます。、

13ページの上のグラフにございますけれども、直売所等で販売する農家の数は５年間で４

倍に増加をしているという状況です。下のグラフでは、稲作等の法人経営では多角経営に

なればなるほど売上高が高くなる傾向が伺えるということで、14ページでは福岡県と新潟

県の先進的な取組を紹介してございます。

次に、15ページからが特集の２つ目の項目でございます。先ほど来議論になっています

地球温暖化の関係で、15ページではＩＰＣＣの第４次の評価報告書の内容を紹介しており

ます。それから16ページの上の図では、我が国の農業生産への影響を説明しているという

ことでございます。下のグラフでは、削減をしないといけないわけですけれども、基準年

よりも6.4％逆に増加しているということから、京都メカニズムのほかに７％の排出削減が

必要ということを説明しております。

めくっていただきまして、そういうことがございますので、2007年６月に農林水産省地

球温暖化対策総合戦略を策定したこと、それから2013年以降の枠組み構築に向けまして、

温室効果ガスの排出削減、または吸収源とする農地の管理方法の開発を進めていくことが

重要である、先ほどご議論いただいたことですけれども、そういうことを説明しておりま
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す。右の18ページでは、バイオ燃料をはじめといたしますバイオマスの利活用の加速化に

ついて説明をしております。

めくっていただきまして、19ページと20ページは「生物多様性の保全に向けた取組」で

すが、2007年の７月に策定いたしました農林水産省生物多様性戦略の内容について説明す

るとともに、右の方ではエコファーマーが着実に増加をいたしまして15万５千件になるな

ど、環境保全型農業について説明をいたしております。

次に、21ページと22ページは農村資源という切り口でございますが、左の方では農業等

の多面的機能、毎回登場する絵でございます。それから、右の下の表ですけれども、これ

は2007年度から実施しております農地・水・環境保全向上対策の取組状況について説明し

たものです。この対策の関係では、2008年度から申請書類の半減等の事務手続きの大幅な

簡素化を図ることにしております。そういったことで、対策への取組の拡大が期待されて

いるということでございます。

めくっていただいて23ページからは、今度は第Ⅱ章に入ります。

初の食料分野でございますけれども 「世界の食料事情と農産物貿易交渉」ということ、

で、上のグラフの棒グラフになっておりますけれども、世界の穀物の期末在庫率が、食料

危機と言われました1970年代初めの水準まで低下しているという状況の中で、食料需給が

逼迫する可能性が高まっているということです。右下のグラフにありますけれども、遺伝

子組換え作物の生産が拡大しておりまして、我が国が非組換え作物を安定的に確保するこ

とが困難になる可能性があるのではないかということでございます。

24ページでは、農産物輸入額が過去 高の５兆5,219億円となっております。下の方に示

してございますけれども、国内の農地の2.7倍に相当する農地を海外に依存しておりますし、

それから仮想水ということで大量の水を海外に依存している状況、そういったことを説明

しております。

めくっていただきまして右の方、26ページではＷＴＯ、ＥＰＡ等の交渉状況を紹介して

おります。

次に27ページからは「食料自給率の向上と安全な食料の安定供給」という部分でござい

ます。この分野、 近の食料の価格上昇等から非常に関心が高まっておりまして、白書本

体でもページを割いて記述をしている部分でございます。28ページでは、上の折れ線グラ

フにありますように、1985年ごろから円高の進展等によりまして、果実、肉類、牛乳、乳

製品、野菜の輸入率が増加しているといったことを説明してございます。
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それから、めくっていただいて29ページでは、食料自給率の向上に向けまして、米、飼

料作物、油脂類、野菜といった４つの重要品目に着目し、６つの集中重点事項について、

生産、消費両面から国民運動として取組を強化することが必要ということを記述しており

ます。右側の30ページの上のグラフをごらんいただきますと、毎日朝食をとる子どもは学

、力調査の正答率が高い傾向がうかがえます。食事バランスガイドを効果的に活用しまして

日本型食生活の実践を促進することが食料自給率の向上に資するといったことも説明して

おります。

めくっていただきまして、31ページですが、地産地消の状況を説明しております。下の

方に図がございますけれども、米飯給食の実施状況と、１人当たりの米の消費量に相関関

係が見られるということでございますので、多くの利害関係者を調整するコーディネータ

ー等の人材育成が重要ではないかということを記述しております。

32ページは食品リサイクルについて説明した部分でございます。

続いて、33ページと34ページは 「食の安全と消費者の信頼の確保」ということで、食品、

産業におきましては、ＨＡＣＣＰ手法の導入が重要、農業生産現場におきましては2011年

度までに主要な産地においてＧＡＰ手法の導入を目指すことにしているということを説明

しております。34ページの下の方ですけれども、食品表示特別Ｇメンの新設、業者間で取

引される加工食品等にも表示の義務付けを行うこと、そういったことについて説明してお

ります。

めくっていただいて35ページからは農業分野について記述しております。35ページと36

ページでは農業労働力の現状を説明しております。

次いで37ページと38ページは、農協改革の状況ということで、37ページの下に総合農協

における各事業別収支の推移が示してございますけれども、経済事業の赤字を信用事業等

で補っていることがうかがわれます。このため、経済事業の収支均衡を図る必要があるわ

けですけれども、流通コスト縮減や事業の見直し等によりまして、担い手をはじめとする

生産者の利用の拡大を図る必要があるということが書いてございます。

それから、めくっていただいて39ページからは「個別品目の生産と政策」についての記

述です。39ページでは配合飼料価格の上昇、配合飼料価格の安定制度の発動の状況を説明

しております。下の方にありますように、２月に決定した畜産・酪農緊急対策の内容も説

明しているということでございます。

めくっていただきまして、41ページと42ページは 「農林水産物・食品の輸出促進の取、
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組」でございます。42ページの上の方にございますけれども、2007年５月に「我が国農林

水産物・食品の総合的な輸出戦略」を定めました。これに従いまして、輸出環境の整備、

品目別の戦略的な取組、意欲ある農林漁業者等に対する支援、日本食・日本食材等の海外

への情報発信を進めてございます。

めくっていただいて、2007年３月に策定されました、先ほど政務官からも話があった農

林水産省知的財産戦略に基づく施策の概要、それから右の方ではさまざまな研究とか技術

開発の状況について説明した部分でございます。

45ページからは 後の農村の部分でございます。46ページをごらんいただきますと、市

町村合併が進んでおりますけれども、旧市町村間での農政の熱意とか土地利用計画のばら

つき、地域の個性や特徴の埋没といった懸念材料がございますけれども、他方で、多様で

豊かな地域資源の活用、専門部署の設置や担当職員の専任化といった面で合併の効果が期

待されるわけでございます。このため、農業関係機関が役割分担を明確にしつつ、連携し

て農政推進体制を確立することによりまして、今申し上げました市町村合併のメリットを

生かした取組が推進されるようにすることが重要だということを説明しております。

めくっていただいて47ページでは、200億円に達しております鳥獣被害につきまして、議

員立法で鳥獣被害防止特措法が成立したことなどを説明した部分でございます。48ページ

は 「食品産業等の異業種との連携強化」となってございますが、一番下にありますように、、

農商工連携の促進等によりまして地域活性化のための取組を推進することが重要というこ

とでございます。

めくっていただいて50ページからは、右の方のページですけれども 「都市と農村の共、

生・対流の促進」の部分でございます。ここでは農業生産等の２割を占めております都市

農業の重要性、それから次の51ページに行っていただいて、５年前から２割増加しており

ます市民農園の状況、そういったことの説明をしております。

さらにめくっていただいて53ページでございます。子ども期の農作業体験が子どもの感

情面でいい影響を与えるといったことを説明いたしまして、子ども農山漁村交流プロジェ

クトを関係省庁が連携して推進していることを説明しております。

それから、54ページ、 後のページでございますが、都市と農村の共生・対流の促進を

通じまして、都市に集積した人材、知見、技術等を取り込み、農村の活性化に結びつける

ことが重要ということで締めくくりをしております。

動向編の説明は以上でございますけれども、次に「施策（案）のポイント」と書いてあ
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るちょっと薄い横長の資料３でございますけれども、これをごらんください。中身は説明

いたしませんが、平成20年度の予算案と今国会提出予定法案等の概要を、食料・農業・農

村基本計画の項目等を踏まえまして設定された構成に沿いまして取りまとめたものが施策

編の資料４ですが、そのポイントの資料でございます。

以上でございます。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、意見交換の方に移りたいんですが、 初に松本委員が所用により途中退席さ

れますので、 初に松本委員からお願いしまして。

恐縮です。機会をいただきまして。ちょっと所用でこのあと退席させていた○松本委員

だきますので。

初に、お礼を申し上げたいと思います。幾つかこれまでの検討の中でお願いをしてき

た事項について大変精力的な分析をいただきまして、しかもこの中に記載していただいた

ということで、まず 初にお礼を申し上げます。

その上で、１点ほどお願いなんですが、46ページ、市町村合併の懸念とか期待という整

理のところがございますけれども、懸念で確かにきちんと指摘いただいていると、こうい

うことだと思うのでありますが、特に土地利用計画、農業でいきますと具体的な土地の利

用をどうするかということもありますけれども、マスタープランの農振計画というのが基

本となるんですが、特に合併市の農振・農用地の線引きの再検討といいますか、そういう

ことを懸念から一歩踏み出て促す、そういうような指摘を記載していただければというこ

とをお願いしたいと思います。これからの農地なり土地利用、農村のことを考えますと、

このままですと大変いろんなところで齟齬が出ると思いますので、そういうことについて

促す観点の記載をお願いできないかということが１点であります。

以上であります。

ありがとうございました。○鈴木部会長

今の点については先に事務局の方から説明いただきたいんですが、農村振興局の方から

お願いします。

農振地域の指定市町村は15年の時点で3,050、18年の３月で○齋藤農村振興局企画部長

1,700ということです。農振計画の見直しというのは市町村合併の見直しとあわせて重要で

あると、このように思っております。これまでも市町村合併後、早期に農振整備計画の見

直しを行うよう、会議等で助言とか指導してきたところでございまして、その結果、市町
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村合併によって誕生した560市町村のうち約２割に当たる130の市町村におきまして農振整

備計画の見直しを行って新たな計画を策定したというところでございます。今後とも、一

層早期に農振整備計画の見直しが行えるよう、指導とか助言をしてまいりたいと、このよ

うに考えております。

よろしいでしょうか。○鈴木部会長

加速していただきたいと思います。○松本委員

それでは、これ以降につきましては、いつものように３人から４人ぐらい○鈴木部会長

の委員の皆様からご発言をいただいた後、まとめて事務局の方からお答えいただく形で進

めさせていただければと思います。どなたからでも、どうぞ。

何点か、ちょっと私の考え方というか、思想もかねてですけれども、まず１○宮田委員

点目なんですけれども、食品表示の問題でちょっと申し上げたいと思いますけれども、今

食品表示の中では賞味期限とそれから消費期限とがあるんですね。これ２つあるものです

から非常に消費者の方が買う面での迷いというのかな、要するに賞味期限というのは一番

、おいしい期間ですよと。それから消費期限は食べられる期間ですよというんですけれども

どうしても食べられる期間ということで賞味期限も理解をして、それが過ぎるとなかなか

手が出ないということがあるわけでありますし、ですから私はこの期限の表示を一本化す

るということを私は大事じゃないかと思うんですよ。この理由としては、今言った迷いも

あるわけでありますけれども、今非常にやっぱり食品の廃棄の問題が非常に大きな問題に

なって、これを少しでも下げようという大きな運動を今農水省も全体を挙げてやっている

んですけれども、国を挙げてやっているんですけれども、なかなか効果が上がらないとい

うことは、やっぱりこういった表示の２つの問題が大きく左右しているような形もあるん

じゃないかと思うんですね。ですからもう賞味期限が切れるともうこれは食べられないん

じゃないかと思って買わない、また手が出ないということもあるものですから、やはり消

費といった期限のそういった面では一本化していくということが消費者の混乱とか、そう

いったきちっと食べられる間は安心して購入しても大丈夫ですよという意識の浸透で私は

効果あるんじゃないかと思います。それが１点。

、それから、もう一つ大きい問題。今回は中国の加工食品でも問題になりましたけれども

要するに原産地表示をきっちりやるということで、国内ではかなり我々としてもトレーサ

ビリティ、作物のいわゆる栽培管理記帳をきちんとやっておりまして、国内ではかなり浸

透しておりまして、それはもう当たり前の話になってきましたけれども、輸入の品目は今
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のところ野放しとなっているか、はっきり消費者にわかりづらいという面があるわけであ

りますし、今回来年度政府が業者間の取引における加工食品の品質表示を義務化したとい

うことで一歩進んでおりますけれどもね、加工食品のお互いに表示をするということでは

一般の店頭に表示はしないということはね、非常に私は政策として不完全だと思うんです

ね。今回だってやっぱりこういった問題は消費者がきちっとそういうことがわからないと

。いうそういった面もあったわけでありますから、やはり消費者に届く原産地表示をですね

今までは量の一番多いものを表示するということになっておったとか、あるいはまた非常

に加工業者、輸出・輸入業者に負担がかかるということで避けていたわけでありますけれ

ども、このように食の安全、特に輸入加工品の問題も含めて大きな問題になっておるわけ

でありますから、やっぱり20年度にはすべてそういったものを、原産地表示をするという

ことを積極的に取り組むようなひとつ、白書の中でも20年度の取組の表示はやっぱりして

いく、表明をしていくということは、私は消費者の期待にこたえる農林行政ですから大事

じゃないかと思いますので、あえてこれは提案でありますけれども。特に東京都なんかは

特に都としてやりますよということもありますわけですから、表示の点では２点ですね。

それからもう一つは、自給率の問題、ここにも出ておりますし、出ておりますけれども

ね、要するに2015年には自給率を45％にするということで明確にうたってある。これは今

までもうたってあったんですね。もう普通、計画を達成していれば45になっているわけで

ありますけれども、逆に19年度は39になったということがありまして、いろいろプランは

書いてあるんですけれどもね、やっぱり私は、例えばさっき言ったように、日本食への理

解だとか、あるいは農業を振興して生産を挙げていく、あるいは飼料の国産化とかいろん

な項目を挙げておりますけれどもね、ただこの項目だけを挙げても私はなかなか目標の達

成を期しがたいと思うんですよ。ですから、少なくとも各項目ごとの年次計画ぐらいまで

細かく挙げていくということがやっぱり達成のために私は大事だと思いますよ。やはり具

体性の中で自給率を上げていくプランづくりをしていくと、そういったことでやっぱりま

た年ごとにその効果を検証していくということでないと、なかなか私は2015年に自給率を

45にすることは難しいと思うんですね。ですからやはりそういったものを白書の中でもっ

と具体的にそういった年次計画を立てた中でこれは必達していくと。特に今の世界的な食

料の問題等々を考えれば、これは絶対必要なことでありますので、そういったことが私は

大事じゃないかということで２点目に申し上げたいわけでございます。

それから、３点目、農村の活性化、こういったことと裏腹に、いわゆる非常に耕作放棄
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地の増加等々あり、特に非常に農村の過疎地域が増えてきておると、言うならば限界集落

という言葉で表現されておるわけでありますので、一つは地域農業の活性化において既存

のそういった面をより高度化、それから改革をしていくという政策も必要でありますけれ

ども、今逆にそういった地域をどう保全し助けていくかというのが私は大事だと思います

、ので、特に限界集落の面から言いますと、これは私どものＪＡの調査でありますけれども

全国のそういった地域において一番問題は、そういった地域こそ交通機関もなく、しかも

老齢化しておると。しかも、ライフライン、要するにお金を下ろしたくても銀行や信用金

庫が近くにない。さらにまた生活用品を買いたくても店がないということでありまして、

逆にまた町村の合理化でもって支所なんかも統合してしまうと。残っておるのはＪＡの店

だけだということが現実に全国で何十カ所かあるわけですね。これもなかなか合理化の面

、がありますので、維持していくのが大変だということで、地域の皆さんの支援を受けたり

いろんなまた町村の自治体の支援を受けたりして維持をして地域を守っているというケー

、スもあるわけでありますから、こういった面を調査をして、町村も今大変でありますから

国はそういった地域を維持し、守っていくということを、よく調べればわかるわけであり

ますから、活性化の裏面にある限界集落における農村地域、そういったものをどう今私が

言ったような具体的な支援をした中で維持し、地域の住民を守っていくか、農村を守って

いくかということももう少し関心を高めて、施策として私は持っていく必要があるんじゃ

ないかということで、その３点を今見た中で意見として申し上げておきます。

以上でございます。

どうも貴重なご意見ありがとうございました。○鈴木部会長

ちょっとよろしいですか。○荒蒔委員

宮田委員の意見について、ちょっと私は反論と言っては変なんですけれども、食品表示

の問題で賞味期限、消費期限のお話がございましたが、これは現在に至るまでに以前は、

製造年月日ということから始まって、業界でいろんな食品の実態を踏まえて、議論をして

現在の制度になってきている。しかし、ここで問題が出たということは事実なので、これ

をもっとわかりやすくしていかなければいけないということには賛成なんですが、消費期

限、賞味期限の性格というのは全く違うということを踏まえて、今までずっと数年間議論

をしながらこういう現状に至っているわけですから、その経過というのをよく消費者の皆

さんも交えてしっかりつくっていく必要があるんじゃないかと考えます。今の問題が出た

からこれを一緒にすべきだとか、あるいは製造年月日だけでやるべきだとか、併記にすべ
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きだとかいろんな議論がありますけど、やっぱり本当に消費者にとって一番単純でなおか

つよく理解できる方法は何かということについては、もう少し歴史的な経過を踏まえてち

ゃんと議論していく必要があるんじゃないでしょうか。例えば日本の消費者だけが特殊と

いう話ではなく、食料というのは世界中で行ったり来たりしていますから、一般的に世界

のマーケットというのはどういう形で食品の特に期限に関する表示というのが理解されて

いるか。あるいはそれは一般的にはどういう形で通用しているのかということも十分検討

しながら、これを今平成20年度の新ルールから一挙に適用できるのかどうかについて、も

う少ししっかり議論しないと、結局また混乱を招くことになるんじゃないかというような

印象を持っております。

ご意見ありがとうございます。○鈴木部会長

今の件についてほかにご意見ございませんでしょうか。では榧野委員お願いします。

すいません。私も11時半ごろに途中退出させていただきますので、意見を言○榧野委員

っておきたいと思います。

この白書の要約の29ページに、稲発酵粗飼料の生産の取組というトピックスが書いてあ

りますが、これは非常にぼくも読んでなるほどなと思って感心した点です。要するにここ

に書いてあるのは飼料、要するに飼料用米をつくってうまくして売っていたら、普通の米

をつくるぐらいの、助成金もあわせたんでしょうけれども、収入が得られたということで

すね。これは大変な話だと思うんですよね。昨今の世界的穀物価格の上昇の中で、何がポ

イントになるのか。その中で日本の食料自給率を上げていくということを考えると、やは

り飼料米というのが一つの切り札になるのかなとぼくは考えていたものですから、そうい

う流れの中でいうと、こういう実際に飼料用米をつくってペイする農家が出てきたという

のは、これは本当に画期的なことだと思うんですよね。ですから、ここで白書で取り上げ

たことは非常に結構だと思うし、この８ページを見ると飼料用米とバイオエタノールのそ

ういう新規需要米ですか、そういうのが生産調整にカウントされるようになって、今後い

ろいろ新たな助成が入るということで、非常にここは白書に限らず、農水省でもぜひ 大

とは言いませんけれども、かなりの力点を置いて、この辺で飼料米の生産を全国的に後押

ししていくということで自給率も向上するし、休耕田とか耕作放棄地対策にもなるし、農

家の収入の増加にもつながる。一石三鳥も四鳥も効果がある施策だと思いますので、ぜひ

この辺を力を入れてやっていただきたいというのが私の希望だということです。

どうもありがとうございます。○鈴木部会長
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では、ほかの委員の方から、できる限り関連で。平田委員お願いします。

すみません。何点かちょっとお願いしたいんですけれども、時間も押してい○平田委員

ますので簡単に申し上げますが、特に食料問題というのは国防、それから教育と同じよう

に国の将来の命運にかかわる課題ですから、これを今地方の時代と言われていますけれど

も、地方のいろいろな裁量といいますか、そういうものに任せるというのは、私は間違い

じゃないかなと思うんですね。国が責任をもってやっぱり食料というのは担保すべき問題

であって、いろいろないい施策をされてもそれが地方で本当にやられるかどうかというこ

とが地方の裁量にかかっているということでは私はいけない問題じゃないかなというふう

に思います。したがって、食料問題についてはやっぱり国が責任をもって、適地適作の問

。題もいろいろございますし、やるべき課題ではないかなというように私は思っております

それで、 近の農水省の行われる施策は非常に実情に合った、時代に適応した形でどん

どん今されていますので、非常にいいことだなというふうに思っていますけれども、その

施策が、この中にも、白書の中にも書いてございますが、現状はまだまだ品目横断にして

も農地・水・環境保全の問題にしても、現場ではなかなか導入、やりたくても非常に事務

的なものが煩雑でできないといったようなことがございます。デジカメとパソコンを駆使

してやらないととでもできないような対策になっています。そういう面で、本当に地域の

方々ができるような形で、結果としていい形になればいいわけですので、あまり入口の辺

で難しい問題にならないような形にしていただきたいなというのがございます。

それともう一点、今いろいろ食料問題云々されていますけれども、そういった中で、や

はりこれは国民的なコンセンサスがどうしても必要だと思うんですね。今農水省が描いて

いる方向のものを国民的に十分世界的な食料事情等を開示して、日本はこういう形で、多

、少負担は増えるかもしれないけれども、自給率を高めるというようなことをやはりやって

国民的なキャンペーンを展開してほしいというように思います。もっともっとやはり国民

の人は、国民は将来の50年後、100年後の食料がどうなるかということをしっかりとやっぱ

、り知っておく必要があるんじゃないかなというように思います。そのためには、今の農村

農業で一番大切なのはいわゆる担い手の問題で、特に若い人のことなんですね。それで

。1970年に66万人いた30歳以下の若者が今は４万人ぐらいに、20分の１に減ってきています

今、農業をやるためには、やはり若い人でないと、少なくともパソコン等が利用できる方

でないと、できないような農業になっています。そういう中で、今県によってはいろいろ

と若者の育成にいろいろと予算を割いていらっしゃいます。しかしながら、それは例えば
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ある県であればそこの県でしか就農できない。市であればその市でしか就農できないとい

うような、非常に狭い範囲の育成になっています。これを国がやれば、例えば広島県でそ

ういった教育を受けても、それは北海道でも鹿児島でもどこでも就農できるわけですね。

やっぱりそういったようなことからして、国が責任をもって将来の担い手を育成するとい

う形のものを私はやっていく必要があるんじゃないかなというように思います。

それと、これから観光立国を目指すということですが、そういう中でグリーンツーリズ

ムというのは非常にこれから大きな目玉になっていくと思うんですけれども、そういった

中で、本当に美しい農村というか、そういった景観というのは必ずしも今耕作放棄田とか

、増えて、できていないと思うんですね。どこの国へ行っても非常に美しい農村というのは

景観というのは、維持されています。そういった面で、やはり農業を永続的にやっていく

ということが一番大切でありますので、特にその辺のことをやっていただきたい。今、私

どもの地域で今度10校ぐらいが廃校になります。そうした廃校を利用したグリーンツーリ

ズムの活用だとか、今度120万人の小学校の農村体験を民泊でやることになっていますが、

民泊についてもほとんど整備されていないような状況です。政策はいい形で打ち出されて

いますけれども、現場ではそういった受け入れ態勢がなかなかできていないというような

ことがございます。そういった面で、ぜひそういった農村を中心としたグリーンツーリズ

ムが外国と同じように立派なものになっていくように支援をしていただきたい。

それで、ちょっと長くなりますけれども、あと農商工連携、今私どものところでもやっ

ていますが、ぜひ農地規制等を改めて、企業的な農業者を育成するというような面から、

土地持ちの非農家が非常に今増えていますよね、そういった面も改めるというような関係

の中で、ぜひ今後とも農商工連携というのを進めていただきたいというように思っており

ます。

それと、時間がありませんが、もう１点だけ。今お米の消費が非常に減っているわけで

すが、そういった中で若い人たちが時間がないから結局パンとかそういうものを食べると

いう問題がございます。そういった面で 近、いわゆる電子レンジで温めればすぐ食べら

れるお米だとか、おもちなんかが今非常にブームになっていますけれども、それと外国に

行きますと麦だとかトウモロコシだとかそういう、どういうんですかね、乾燥したものに

ミルクだとかヨーグルトだとかをかけて食べるようなものもございますよね、ああいった

米の多面的な消費というものをもっと進めていくべきじゃないかなというように思います

ので、よろしくお願いします。
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以上です。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

じゃ、ここで一旦切らせていただきまして、まず、すいませんが、時間の関係もござい

ますので、飼料米についてのご意見というかコメントをいただきましたが、もし生産局の

方から何かありましたら、先に。

生産局でございますが、ご指摘いただきましたように、食料自給○佐々木生産局審議官

率の向上については飼料、餌ですね、この自給率の向上が大変重要な役割を果たしており

ますし、特に水田を活用した自給飼料、これは大きなウエートを持っていると考えており

ます。この29ページの事例に書いてございますのは、稲発酵粗飼料ということで、稲の利

用には２つございまして、この発酵粗飼料は穂の部分と茎の部分、そして葉っぱの部分、

この全体を使って漬物風にするという使い方なんですが、これは、飼料用米、いわゆるお

米の収穫期まで待ってお米だけを使うものに比べてコスト面でも非常に有利だということ

で、私どもとしても推進していくということでございます。今取組も全国で増えつつあり

ますので、一層こうした取組を強化していきたいというふうに思っております。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、食品の表示の関係で消費期限と賞味期限の問題とか、原産国表示の点につい

て、消費・安全局の方からお願いいたします。

消費・安全局でございます。○嘉多山消費・安全局消費・安全政策課長

宮田委員と荒蒔委員からお話がございました。荒蒔委員からもご指摘がありましたので

すけれども、賞味期限、消費期限の話は平成７年の製造月日の議論から始まったものであ

りまして、その後厚生労働省と農水省の間で共同で食品の安全に関する共同会議を開催し

て、消費者の方、事業者の方も含めていろいろ議論をしてきた経緯があります。それから

国際的にも期限表示だということで、現在の形になっておるということでございます。そ

ういう中で、宮田委員からご指摘のとおり、消費者の皆さんに賞味期限というものについ

てよくご理解をいただかないと、期限が切れてしまうとすぐに食べられなくなるというこ

とで、廃棄等が増え、あるいは環境への配慮ということも考えなければいけないというこ

とがございます。農林水産省としては期限表示の意味についてパンフレットなりをつくっ

て、まずよく知っていただけるように普及・啓発に努めていくということで取り組んでお

るところでございます。

それから、原料原産地表示でございますが、消費者の方が食品を購入する際の重要な判
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断材料でありますので、そういう情報を提供していくということは重要だというふうに考

えております。ただ、一方で、中小の業者も含めて義務付けし、 終的には罰則も科すと

いうことになりますので、取り扱いについてはやはり海外の制度との整合性ですとか、規

制を実際に実行できるのかというようなことについても考慮して検討する必要があるとい

うふうに考えております。しかしながら、事業者の方が自主的に原産地についての情報提

供をするということも既に行われてきておるということで、農林水産省としても業者が自

主的に加工食品の原料原産地表示をする場合の手引きといったものをつくりながら、混乱

のないようにしていきたいというふうに考えておるところでございます。

ありがとうございます。○鈴木部会長

、次に、自給率の年次計画の問題とか、それから米の消費拡大の関係もございましたので

総合食料局、あわせてお願いいたします。

総合食料局の次長でございます。○平尾総合食料局次長

まず、宮田委員から食料自給率の向上のために工程管理みたいなものが必要なんじゃな

いかというふうなご指摘がございました。その点については私どももまさに同じような考

え方でございます。これはご案内かと思いますけれども、行政、地方公共団体ですね、そ

、れから農業者団体、それから食品産業業界とかあるいは消費者の方も入っていただく形で

食料自給率向上協議会というのを持たせていただいております。そこで、毎年工程表の、

既に行動計画をつくっておりまして、課題ごとにですね、評価をしていただいて、また次

の年の課題も設定をしていただいておりますので、そういうこともまたさらに宮田委員か

らのご指摘もございますので、十分周知徹底をして、きちんとその評価をして、確実に実

行するというふうな形を進めていきたいと思っております。

それから次に、平田委員のご指摘でございます。米の消費拡大の件でございます。ご指

摘のように、水田の果たす機能というのは極めて重要だというふうに私ども思っておりま

す。一方、水田270万ヘクタールのうちの６割でほぼ主食用を賄うという状況でございます。

その残りの４割についてどういうふうに活用するかというふうなことが、ここの食料自給

率を上げるというふうなことからも重要でございますので、委員からもご指摘がございま

した、米の多様な、主食用以外の、多様な活用の仕方というふうなことに我々もさらに課

題を設定しまして、取り組んでいきたい。例えば、ご指摘もありましたパン用にも適する

米粉の開発をするとか、あるいはそれ用の生産を拡大するとかいうふうなことで、多様な

米の利用をできるような取組を進めていきたいと思っております。
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以上でございます。

ありがとうございます。○鈴木部会長

それでは、限界集落の問題とグリーンツーリズムの関係について、まず農村振興局から

お願いします。

限界集落ということでありましたけれども、一般的に農山漁○齋藤農村振興局企画部長

村とか、とりわけ中山間地域においては、先ほどご指摘あったように、共同活動とか相互

扶助機能が低下しているということで、本来、その食料の安定供給とか多面的機能の発揮

という農業・農村の持つ機能が失われてきつつあるということだと認識しております。こ

のため、従来から、平場と中山間地域の条件不利を補正するための政策、いわゆる中山間

直接支払い、それから農地・水・環境を保全する地域共同活動への支援、それから生産基

盤と生活環境を一体的に総合的に整備すると、こういった施策を講じてきているところで

ございます。私どもそういう限界集落対策が大事だと思っておりまして、20年度の政府案

におきましては、直接支払いに取り組んでいらっしゃる集落等が集落間で連携して助け合

いということを基本に、小規模で高齢化が進むその集落に出向いて、水路とか農道等の保

、全・管理、そういった活動をするような仕組みを予算計上したところでございます。今後

これらの施策を総合的に組み合わせて、集落をいろいろと支援してまいりたいと、このよ

うに思っております。

それから、グリーンツーリズムでございますが、農山漁村の活性化という観点からそう

いったことも非常に大事だと、このように思っております。先ほど来、話題になっており

ます子ども交流プロジェクトも、今日もおいでですが、文科省さんと総務省さんと３省で

20年度から始めるということでございます。特に大事だと思っておりますのは、農水省に

とりましては、受け入れ地区のモデル地区づくり、それから来ていただいたら有意義に過

ごしていただくために、農業体験等の体験プログラムをつくる、それから農家に民泊して

いただくわけですから、宿泊態勢の整備、そういった準備を進めている。それからさらに

おっしゃいましたが、廃校等を活用して、受け入れ拠点施設を整備する。それから、全国

的に展開したいと思っていますので、コーディネート組織を整備する。それからウェブサ

。イト等で情報の提供、こういったことをあわせて行いたいと、このように思っております

いずれにしましても、各省と連携を取りながら、全国的に取組を進めたいと、このように

思っております。

ありがとうございます。○鈴木部会長
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それでは、次に食料安保に関連する問題が提起されましたので、これは塩川参事官の方

から。

官房参事官でございます。○塩川企画評価課参事官

平田委員の方から食料問題は国が責任もってやれ、あるいは自給率の向上について国民

に対してしっかりキャンペーンを行えということでございました。白書の今回のトピック

スにも掲げておりますように、世界の人口増加、あるいは経済発展により食料需要が大幅

に増加しています。さらにバイオ燃料のように新しい需要が増えてきています。一方で、

生産はなかなか拡大が望めない中で、異常気象だとか水不足という問題があって、まさに

世界の食料需給というのは不透明感を増してきていると思います。そのような問題認識の

下で、昨年の７月から、農林水産大臣の主催のもとに「食料の未来を描く戦略会議」とい

うものを開催しております。総理にもご出席いただいている会でございまして、年度内を

目途に国民に対してわかりやすいメッセージをとりまとめていただくこととしています。

。これを国民に発信し、国民的な議論を巻き起こしていきたいというふうに思っております

２つ目は、そのキャンペーンでございますが、20年度に17億円という自給率の向上のた

めの予算を活用しながら、戦略的に国民に対して普及啓発をしていきたいというふうに思

っています。

それから、国が責任を持ってという話でございますが、４月から大臣官房に食料安全保

障課という組織をつくりまして、そこで食料自給率、食料需給見通し、それから食料の情

報を収集・分析して、国民に発信していくということを司令塔としてやっていくこととし

ております。

ありがとうございます。○鈴木部会長

続きまして、経営所得安定対策の事務手続きの関連とか、あと新規就農の問題もござい

ましたので、経営局からお願いします。

品目横断対策、名前を変えまして水田・畑作経営所得安定対策とい○今井経営局審議官

うふうに変えましたけれども、事務手続きが非常に煩雑であるというご指摘が現場からあ

りましたので、既に政策見直しの中で現場の負担が軽減できるように提出書類を簡素化す

るだとかそういうことを決めたところでございます。４月からの新しい加入申請では、そ

の軽減された申請書類で手続きを進めてもらおうと思っています。事務手続きの簡素化に

つきましては、これでもうすべて終わりということではありませんので、さらに引き続き

現場の状況をよく聞きながら、できることはさらに簡素化に努めていきたいというふうに
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思っております。

あとは、若い人の就農についての政策の提案をいただきました。ご指摘のとおり、今の

農業経営は、農産物をつくるというだけでは成り立たないわけですので、パソコンを含め

て、 新のそういう機械なども使いこなせるような、そういうことが非常に重要だと思い

ます。就農対策につきましては、農政の中でもかなり段階を追って充実に努めてきた分野

だと考えておりまして、農地の情報ですとか、金融支援ですとか、あと研修におきまして

も、農業大学校のようなところだけではなくて、法人に雇われるという形でＯＪＴで研修

を積んでもらうだとか、いろんなことをやってきておりますが、さらに提案の趣旨を踏ま

えまして、充実できるところは充実していきたいというふうに考えております。

以上です。

ありがとうございます。○鈴木部会長

それでは、今の説明も受けまして、引き続き意見交換を進めたいと思います。

藤岡委員、お願いします。

２点ほどお伺いしたいなと思っております。○藤岡委員

先ほどの説明の７ページに下の段に米の緊急対策の件が載っていますが、備蓄の適正水

準ということで、今100万トンに達しているわけですが、間もなく今年はまた半年後に20年

産の米が出てくるわけですが、このまま行きますと、政府米の買い入れができないという

状態であるわけです。途中で補充するのか、しないのか、その辺のところもちょっとわか

りませんが、この100万トンという備蓄の水準が果たして昨今のいろんな世界の穀物状況を

見ると適正なのかどうか。さらにこれを枠を広げるつもりはあるのかどうかということも

含めてお願いしたいのが１つ。それが１点と。

もう１点は、これは米の米価の下落も影響、関係あるんですが、昨今のえさの高騰です

、ね。それから化石燃料の高騰、もろもろの資材等の高騰が絡んで、いわゆる大規模の経営

法人も個人も含めてですが、そういう経営破綻の懸念が非常に心配されている。米どころ

を中心にしてそういう例が相当数出てきているんですね。したがって、この経営破綻後の

農業の再生スキームをきちっと構築しておかないと、地元に与える経済の影響はもちろん

雇用関係あるいは資金を提供している金融機関、このもろもろから見て相当の影響が出る

んじゃないかと思っております。そういう面で、そういう農業再生委員会なるものの農水

省の考え方をひとつお伺いしたいなと思っています。

ありがとうございます。○鈴木部会長
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引き続きお願いします。岡本委員、お願いします。

岡本です。３つお尋ねというか、提案させていただきたいと思います。○岡本委員

１つ目は、生物多様性についてです。欧米など畑作を中心とした国々では農業は環境に

対して悪いというイメージがあるとお聞きしております。それに対して、水田を中心とし

た日本のような農業は、ある意味、自然と共存してきたというか共生してきたところがあ

るのではないかと思います。それは、もっと言えば例えば生物多様性に貢献してきたこと

。ではないかと思いますが、それがあまりにも知られていないかなというのが私の感想です

１年ほど前に生物多様性国家戦略の見直しの際、地方説明会でも意見発表させていただい

、たんですが、保全とか保護というものと、生業、なりわいとしてのバランスが難しいから

なかなか伝えにくい部分はあるのではと思います。でも、日本のような農業のやり方であ

っても、もちろん農薬を入れ過ぎたりとか、肥料を入れ過ぎたり農薬をまき過ぎたりとい

、った時代もありましたし、水路の問題でもわかるように、効率を求め過ぎて生物にとって

自然にとってやさしくないという部分はあることもありましたが、そういうことにも気が

ついて、今それを直そうとしているとか、多面的機能がありますということをもっと普通

の人にもわかるような形でアピールするのがいいのではないかなと思います。

２点目は、私たち消費者への働きかけをもっと強めてはどうかなと思っております。そ

の手段の一つとして、食育の問題が伝えやすいのではと思います。ただ、私は環境カウン

セラーとして動かせていただいているので、環境から食育の話に持っていきます。例えば

バーチャルウォーターの話とかフードマイレージの話と、ライフサイクルアセスメントな

どの話から食育の話に持っていきます。そうするとやはり地産地消がいいよねとか、旬産

旬消がいいですねというお話にはなります。その上、今はこの食の安全・安心に関心が高

く、国産のものを使うことに対して追い風になっています。それにうまく乗ることが大切

だと思います。

この追い風を活かせないのには訳があると思います。第一に、食育もそうなのですが、

地場のものに何があるかということを知らない。例えば外食や中食では国産のものが使わ

れていないということを知らないということが根本にあるので、それをうまく知ってもら

うことが大事じゃないかなと思います。

第二には、知っても行動にならない方たちがほとんどです。例えば、国産がいいとはわ

かっているけど、やっぱり安いものを買ってしまうという方が実際問題としては大多数な

ので、その方たちにどう伝えていくか、ということが大事じゃないかと思います。
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第三は、バイオ燃料に関してです。バイオ燃料は今いろいろお話を聞いているとやっぱ

りバイオエタノールとかディーゼルの話は出ますが、例えばそのままペレットにして燃や

すとかというお話があまりにも聞こえてこないので、それはどういうふうな扱いをなさる

のかなというのが気になっています。

それから、これは 後のおまけですが、これはこのまま白書として販売されると思うの

ですが、私のような伝える立場の者にとって、今回のようにＣＤになってデータがとれた

り図表がとれたりというのはとてもありがたいのですが、もう少し進めて、例えば写真な

ども入れていただけないかなと思います。というのは、例えば鳥獣害の場合、被害の写真

を見せた方が口で言うよりよっぽど早いという部分がありますので、そういうものもでき

たら入れていただきたいと思います。

以上です。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、森野委員、お願いします。

今日の、この文書はこれでいいとして、来年以降のためにちょっと今年をぜ○森野委員

ひ参考にしていただきたいと思います。

、１つは、地産地消と45ページ以降の共生・対流の話がちょっと別のところにあるという

、今回の構成はこれでいいかもしれませんが、地産地消も大変重要なことなんですけれども

、全国的に人口減少、高齢化、今日もいろいろ話題になった限界集落の問題などがある中で

ただ地産地消だけやっていると、本当に消費者も減少してしまって、縮小傾向もしくはあ

るいは尻すぼみになってしまうというのは、そういうこともあり得る、懸念されるので、

むしろ地産地消からもう少し販路拡大へつなげていくようなストーリーというものを考え

た方がいいのかなと思いました。

じゃ、どこと結びつければいいのかというところが49ページです。例えば、ここの事例

で上がっています湯布院のこの旅館、私20年来付き合いがあって、実は先週も行ってきた

んですが、そこで旅館のご主人とお話をしていたときに、やはり昔から農家の地元農産物

を引き取れるのはそこの旅館が高い値段で引き取れると。しかもそれを加工して出したと

きに高い宿泊料を取れる旅館だけそういった野菜を引き取れたと。 終的には相当そこの

旅館はかなり首都圏あるいは近畿圏のような大都市圏からのお得意先が非常に多い旅館な

んですが、そういう遠くから、都会から行っているお客が 終的にその由布市の農産物を

買っているわけです。それだけではなくて、またそこでのゆずでできたジャムとか、また
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そういったものもそこでもお土産で買うし、そのものを取り寄せると。そういうような方

で継続的な関係ができています。そういうようなことから、地産地消、その地域の中で消

、費するだけではなくて、農産物が 終的に大消費地のところにも販路が拡大されるという

そういうルートをきちっとつくっていくということがこれからますます重要になってくる

のかなと思います。

そういう意味では、今回ちょっと私事務局にお話しして取り上げていただいた八王子の

道の駅の例なんですが、こういうふうに非常に大都市近郊の「TOKYO X」が飛ぶように売れ

るというようなそういう消費地でやはり販売ルートをどこにつくっていくのか、そういう

ところでの、それは単なる販路の拡大だけではなくて、農業に対する理解の促進という意

、味でも意味があるのかなと思いました。今年はこれで結構ですけど、来年まとめるときに

そういうような新しいストーリーのつくり方という、構成の仕方もご参考に今年のものを

例に申し上げました。

もう１点、先ほど来、パソコン云々という話がありましたけど、今国土形成計画という

のがもうすぐ閣議決定されることになっておりまして、その中で二地域居住という新しい

考え方が一つの柱になっています。そういう中でＩターンとかＵターンのもう少し進んだ

ものですが、これから必ずしもパソコンを使ったような操作を全部農家の人がやるのでは

なくて、いわゆる団塊の世代で企業をリタイヤして農山漁村に住みたいという、そういう

ような人たちがそんなにたくさんの仕事はできないし、みずから全部これから農業をでき

るかというと、それほどのことはできないけれども、パソコンぐらいは操作できると、そ

ういう人がこれから二地域居住で居を構えることもかなり想定されているわけです。そう

いう方々のスキルというのをこれから活用していくということも少しお考えになったらど

うかなと思いました。

以上でございます。

どうもありがとうございます。○鈴木部会長

深川委員は。

ちょっとあまり出ていない観点かと思うんですけれども、やっぱり確実に人○深川委員

口は減っていくので、マーケットはその分少なくとも相当シュリンクしていくと思わざる

を得ません。拡大していく道をやっぱり何か求めようと思えば、やっぱりグローバリゼー

ションというのはある程度所与のものとしてお考えいただくことが必要かなというふうに

感じています。特に36ページに研修生が既に９万人も来ていて、年間の技能研修生が４万
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人を超えているお話とかいろいろ載っているんですけれども、その中で農水産分野にかな

りの方が実際に来られているというお話もあると思います。

他方、ＥＰＡ交渉をさまざまにやっているわけですけれども、そこをいつも「守るべき

ものを守り」というふうに割と抽象的に書かれているんですけど、もう少し守るものとい

。うのを関税交渉の品目とかいう狭い範囲の話ではなくて、例えばこういう人の移動ですね

日本に来て研修していく人たちの中で、わざわざ不正行為認定件数も増加しているという

、ふうにお書きになっていますけど、やっぱりお互いに不愉快な思いをしなくて済むように

こういうところをもっと合理的にＦＴＡを結ぶ相手というのは、できれば食料安保も含め

て我が国に友好的になってくれる方が望ましいに決まっているわけですので、そういう人

の交流をふやしていくとか。それから、あと唯一明るい材料として輸出の増加というのも

出ておりましたけれども、別に日本人だけが安全にセンシティブなわけじゃなくて、世界

中の消費者もみんな安全の方がいいと思っているのは当たり前ですので、特に 近、検疫

の話というのが非常に重要になってきていると思います。こういうところでお互い信頼関

係ができて、かつできれば物流の問題もやっていただければ、つくったところから消費さ

れるまで、トレーサビリティというのが国境の間でやれないことは今はない時代になって

きています。そういったことを視野に含めて、できればＥＰＡ交渉ですね、狭い範囲では

なく日本の農業が高付加価値で生き延びれて、かつ生産が拡大すれば自給率も上がるわけ

ですから、そういう攻める方を、守る方だけじゃなくて攻める方を包括的にお考えいただ

いた方がサステナブルではないかと思うのですが、いかがでございましょうか。

どうもありがとうございます。○鈴木部会長

それでは、今までの、これで委員の皆様から大体ご意見いただきましたので、時間がち

ょっと押してきています。12時までという予定でございますが、事務局の方から簡潔にコ

メントいただければと思います。まず、米の備蓄水準の問題については、総合食料局から

お願いします。

藤岡委員から米の備蓄の今後の取り扱いについてご質問がござい○平尾総合食料局次長

ました。まず100万トンの扱いについては、まだ今後の需給動向とかいうのを見てから決め

なければいけませんので、これは今のところコメントする、できるような状況ではござい

ません。あと、100万トンについて、今後の需給環境からどうするのかというふうなご質問

がございました。この100万トンにつきましては、ご案内かと思いますけれども、10年に１

回の不作に加えまして、通常年の不作、これは10年に１回というのは作況指数が92でござ
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います。通常年というのは94でございます。それが続けて２年間起きたときでも安定供給

に支障がないというふうなことで見積もった数字でございまして、今のところこの数字に

ついて食料の状況から見直すことを我々は考えていないわけでございます。

一方、ご指摘がございました国際的な穀物の需給状況が非常に逼迫しているというふう

なことがございます。そういう意味から、私どもはこの米とかあるいは麦、大豆の備蓄を

しておりますので、それを基本に今後の対応を考えなきゃいけないわけでございますけれ

ども、そういう国際的な穀物、あるいは食料全体の需給動向というのは、しっかり見て対

応しなければいけないと思っておりますので、そういう意味から、今後国際的な各国の取

組についてはさらに監視体制といいますか、調査体制を強化して情報収集に努めて、混乱

のないような対応をしていかなきゃならないと思っております。

ありがとうございます。○鈴木部会長

次に、水田経営の破綻の問題につきまして、経営局からお願いします。

農業版の経営再生スキームについての考え方ということでした。現○今井経営局審議官

在でも仕組みといたしまして、金融機関、関係する農業団体、行政等が入りました再生委

員会というスキームがございます。昨年、北海道に一事例そのスキームで畜産農家でした

けれども、実際に再生がうまくいった、経営がほかのところに継承できた事例も生まれま

した。ご指摘にありましたように、農業経営には非常に難しい面がたくさん出てきていま

すので、政策的な対応としても、そういった面での政策をもう少し充実させていく、検討

していく必要があるかなと、今研究しているところです。現在ありますスキームは手挙げ

方式で、すべての県ででき上がっているというわけではなく、まだ県の数にして一桁台に

とどまっておりますので、もう少し広がりをもつためにはどうしたらいいのかだとか、ま

だ一事例しかありませんが、実際にもう少しこの制度を動かすためにはどんなことを考え

、たらいいのかと。特に農業の場合には農地という資源をうまく継承しなければいけなくて

その農地の継承には制度的な制約があるというようなこともうまくスキームが回らない原

因の一つだというようなことも言われていまして、そういうことも含めて検討していきた

いと考えているところでございます。

ありがとうございます。○鈴木部会長

次に、生物多様性の問題とバイオ燃料の関係を環境バイオマス政策課の方からお願いし

ます。

生物多様性についてご指摘いただきました。この参考資○西郷環境バイオマス政策課長



- 35 -

料の19ページ、20ページに大体記載してありますけれども、要はその風土に合ったと申し

ますか、健全に農林水産業を営むことによって、逆に生物多様性を保全していこうと。そ

れでまた生物多様性の恵みをいただいてずっと持続的に続けていこうという考え方で、農

林水産省の生物多様性の戦略を昨年７月に策定しました。この考え方は昨年11月に閣議決

、定されました第三次生物多様性国家戦略に全て反映されているところでございます。ただ

アピールの仕方が少ないということにつきましては、またいろいろ勉強させていただきた

いと思ってございます。

それから、バイオ燃料については、要するにバイオエタノールやバイオディーゼルとい

った輸送用の燃料ばかりをやっているんじゃないかというご指摘がございましたが、そう

いうわけでは決してございませんで、木質のペレットでございますとか、あるいはバイオ

ガス、そういったバイオ燃料につきましても、地域の実情に沿ったバイオマスの利用とい

ったことで進めていきたいというふうに考えてございます。平成２０年度税制改正におけ

るバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の軽減措置においても、バイオエタノール、バイ

オディーゼルのみならず、木質ペレット、バイオガスの各製造設備も対象になってござい

ますし、今国会に提出しております農林漁業バイオ燃料法案というのがあるのでございま

すけれども、それにつきましても幅広くバイオ燃料として指定して、取組を進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

ちょっと関連で。○竹谷技術会議事務局長

はい、お願いします。○鈴木部会長

生物多様性の件ですけれども、生物多様性は非常に日本の農業○竹谷技術会議事務局長

の場合は配慮していると思うんですけれども、そこはなかなか見えにくいんですね。そこ

のところにつきまして生物多様性をあらわす指標づくりというものを20年度から始めたい

と思っています。大体２年ぐらいで大まかな指標をつくって、2010年に名古屋で生物多様

性の国際会合が開かれますから、それに向けて日本としてこういう指標があるんだという

ことを示していければなということで準備をしています。そうしたある程度分かりやすい

指標によって皆さんに非常に理解しやすい形になっていくんじゃないかなと期待しており

ます。

ありがとうございます。○鈴木部会長

次に、食育について消費安全局からお願いします。

岡本委員からご指摘の食育でございます。農○嘉多山消費・安全局消費・安全政策課長
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林水産省といたしましては、食事バランスガイドを活用して日本型食生活を普及啓発しよ

うということと、もう一つは教育ファームを全国的に設置していこうというこの２つを両

輪として食育の取組が全国で幅広く展開されるように支援をしております。このような取

組を通じまして、米を中心とした日本型食生活の実践を促進をするということと、食品あ

るいは農業に対する国民の皆様の理解を深めていきたいということでございまして、また

ＰＲの仕方なりいろいろご意見をいただければありがたいというふうに考えております。

それから、外食産業のことでございますが、総合食料局でございますけれども、外食産

業の業種・業態ごとにパンフレットを作成するなどということで、外食事業者による原産

地表示の取組というものも促進をしているということでございます。

それから、さらに国産のものであれば何でも安全ということではございませんので、当

然ながら科学的な知見に基づいて、国内にもたくさんある危害要因に対応して、できるだ

けリスクを低くしていくという取組を生産工程管理なりの考え方を入れながら進めていく

ということもあわせて実施をしているということでございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

次に、国際問題の関係を国際部の方からお願いします。

深川委員からご指摘ございました 「守るべきものは守る」というこ○小風国際部審議官 。

とをいつも言っているというご指摘ですが、例えば豪州のように経営規模が1,800倍ぐらい

違うという、農家が努力しても越えられないところもございますので、そういうところは

どうしても「守るべきものは守る」という立場を農林水産省としては出さざるを得ないと

いうことが一つございます。それから、もう一つございました、物だけではなくて人の移

動についてもいろいろ考えていくべきであるというご指摘、もっともなところだと思いま

す。ＥＰＡ交渉だと物だけではなくて人の移動、サービスの方も交渉の対象になります。

物資ですと、外務省が中心になり、農林水産省、経済産業省、財務省が交渉に当たります

けれども、サービス、人の移動となりますと国土交通省あるいは法務省等も一緒に加わり

まして、ＥＰＡの交渉でサービス、あるいは人の移動ということも円滑にできるかという

ことで、２国間トータルで、物だけではなくてそういう広い範囲での信頼関係を構築して

交渉していきたいと考えております。

それから、輸出に関してご指摘ございました。日本人だけではなくて世界中の人が安全

なものをやはり求めているというご指摘をいただきました。輸出振興もしておりますけれ

ども、例えば日本の食料品、農産物が評価されていること、日本のマーケットで売れてい
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ることがその商品価値を高めています。例えばパッケージに日本語で表記されているもの

が外国で売られることでかえってその商品価値が高くなるということも聞いております。

そういう日本マーケットで売れているという強みも生かして、輸出を推進していきたいと

思います。ご指摘のようにその際には動物検疫とか植物検疫とか、いろいろこれは中国と

の米の輸出の問題もございますけれども、そういうものは引き続き政府間で、専門家同士

で協議を着実に進めていきたいというふうに考えております。

ありがとうございます。○鈴木部会長

それでは、白書の構成等にかかわる点については情報課の方からお願いします。

岡本委員からのＣＤに写真をというお話でございましたので、昨年○池渕情報分析室長

度から市販版にＣＤをつけておりますので、今年も写真を含めてより中身を充実したいと

考えております。よろしくお願いいたします。

それから森野委員からご指摘ございました地産地消ということのストーリー立て、これ

は来年度の白書でご指摘を踏まえて対応させていただきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、既に時間も過ぎておりますので、このぐらいで、ほかにどうしてもという方

がいらっしゃらなければ 「平成20年度食料・農業・農村施策」についての審議を終えたい、

と存じます。本日の貴重なご意見を可能な限り白書の方に反映できる部分は反映していき

たいと思いますので、今後修正、調整が必要と考えられる部分につきましては、部会長の

私の方にご一任いただくということで、事務局案を企画部会として承認していただいてよ

ろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

ありがとうございます。○鈴木部会長

それでは、そのように取り扱わせていただきます。

それでは、 後に今後の日程等について事務局からご説明を願います。

今ご承認いただきました白書につきましては、来年度初旬に食料・農○中村情報課長

。業・農村政策審議会が開催されますので、そこでご報告をするということにしております

それから、公表時期でございますが、いろいろな手続きがありますので、５月中旬ごろ

ということでございます。

それでは、本日は有意義なご議論をいただきまして、ありがとうございま○鈴木部会長
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した。これで閉会とさせていただきます。

午後 ０時１０分 閉会


