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○西郷環境バイオマス政策課長 おはようございます。定刻でございますので、第５回

食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会を開催させていただきます。

本日は、佐々木晨二委員、寺島委員、永松委員、渡邉委員が所用によりご欠席となって

おります。

それでは、開催に当たりまして、白須事務次官から一言ごあいさつをいただきます。

○白須事務次官 皆さん、おはようございます。それでは、第５回ということでござい

ますが、この地球環境小委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと

思います。

委員の皆様方には、年度末の大変お忙しい中をご出席を賜りまして、まことにありがと

うございます。厚く御礼申し上げる次第でございます。昨年の９月にこの地球環境小委員

会、設置されまして、約半年にわたりまして、農地土壌の二酸化炭素の吸収機能につきま

してご議論をいただいてまいったわけでございます。本日はいよいよそのとりまとめ案に

つきましてのご議論をお願いしたいと思っております。

この地球環境対策、農林水産省としても全力を挙げて取り組んでいるところでございま

して、その一環といたしまして、４月には、環境バイオマス政策課のほうに地球環境対策

室というものを設置いたしまして、この農地土壌の取り組みを初めといたしました当省の

地球環境対策への取り組みを強力に推進してまいりたいと思っているわけでございます。

本日、このご議論をいただきますとりまとめ案につきましては、今後の国内対策を検討

いたします上からも、また国際交渉に臨むに当たりましても、まさに出発点となる大変重

要な位置づけになると考えております。このため、委員の皆様方におかれましては、ひと

つ忌憚のないご意見を賜りますようにお願い申し上げまして、開催に当たりましてのごあ

いさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○西郷環境バイオマス政策課長 ありがとうございました。

それでは、以降の議事進行につきましては林座長にお願い申し上げたいと思います。

○林座長 承知しました。それでは、早速審議に入りたいと思います。

事務次官がおっしゃいましたように、本日はこれまでの４回にわたる論議を踏まえて、

地球温暖化防止に貢献する農地土壌の役割について、本委員会の検討結果のとりまとめ案

について論議いただきたいと思います。

それでは、このとりまとめ案について、事務局からご説明いただきます。

○西郷環境バイオマス政策課長 かしこまりました。それでは、資料をごらんいただき
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たいと思います。本日は、「地球温暖化防止に貢献する農地土壌の役割について（案）」

と、それから参考といたしまして、一枚紙で「これまでの検討経緯」というものがついて

ございます。まず、一枚紙の「これまでの検討経緯」をごらんいただきたいと存じます。

次官、それから座長からもお話がございましたように、10月25日に第１回を開催しまし

てから、本日で５回目の開催となってございます。ざっと、どのようなことをご議論いた

だいたかをおさらいしたいと存じます。

10月25日の第１回におきましては、農地土壌の二酸化炭素吸収機能に対する知見の集約

をしていかなければならないといったことで、この地球環境小委員会のミッションが与え

られまして、ご議論が始まったわけでございます。同時に、地球環境問題の取り組みへの

ご紹介、あるいは国際交渉がどのようになっているかといったご紹介をいたしまして、ご

議論いただきました。

11月30日には、農業と地球温暖化の関係についてのメカニズムですとか、そういった諸

々の状況を分かりやすい資料でご説明申し上げました次第でございます。それから、その

間に会議等が幾つかございましたので、米国での検討状況などにつきましても、出張者か

らご報告をいただきました。それから農地土壌をめぐる国際的な議論につきましても、出

張者よりご紹介申し上げたところでございます。

12月19日の第３回では、主要国の農業環境政策ということで、ＯＥＣＤに出向し、いろ

いろな農業環境政策の議論を生で行っております倉重参事官に来てもらいまして、議論の

紹介や質疑をしたところでございます。

それから１月30日、前回でございますけれども、農村振興局で検討されました「農業農

村整備における地球温暖化対応検討会」の概要のご報告をいただき、また、生産局で検討

いただきました「今後の環境保全型農業に関する検討会」からの報告をいただいたところ

でございます。それで、それをミックスする形で、地球温暖化防止に貢献する農地土壌の

役割につきましてのとりまとめ骨子案についてご議論いただいております。それで、これ

までのとりまとめ骨子案にご議論いただいたことを足してとりまとめ案をつくるようにと

いうご指示をいただきましてきょうに至っているということでございます。

それでは、「地球温暖化防止に貢献する農地土壌の役割について（案）」についてご説

明申し上げたいと思います。

まずめくっていただきます。本文は大体９ページにわたってございまして、これを中心

に、後ろに、今まで地球環境小委員会で紹介させていただいたような参考資料をつけてご
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ざいますので、それを時々参照しながらご説明申し上げたいと存じます。

最初に「まえがき」でございます。「まえがき」では、京都議定書の第一約束期間に入

ったこと、それから農水省では、農林水産分野・食品産業分野一体となった戦略を作成し

て、それに基づいて取り組みを進めていることを記載しております。

それから３パラグラフ目には、昨年のＩＰＣＣの第４次報告書によると、地球温暖化は

加速的に進行しており、その原因は人為活動によるものだということがほぼ断定されたと

いうこと。それから、当然のことながら、農林水産業・食料問題にも深刻な影響を及ぼす

ということが予測されておりまして、農業分野においても何らかの対策を着実に取り組む

ことが求められているということでございます。

それから最後、第４パラグラフでございますが、既に今年、京都議定書の第一約束期間

が始まったのでございますけれども、既に次期枠組みにつきましての議論が始まっている

ので、それへ対応していくことが必要だという状況について触れております。

次に「基本的な考え方」といたしまして、まず地球温暖化と農業の関係でございます。

ここでは、農業が排出源、あるいは吸収源になっているといったようなことについての一

般的な考えが書いてございます。農業は生産過程で機械やハウスなどに油を使います。そ

れから肥料やマルチなどには、当然、製造の過程でも温室効果ガスが排出されるというこ

とでございます。また農地土壌、稲作の水田、あるいは家畜でございますが、これは何か

を燃やすわけではございませんけれども、メタンや一酸化二窒素といったような非エネル

ギー起源の温室効果ガスの排出源とされているということでございます。

一方で農業は、バイオマスなどを中心といたしまして、低炭素社会の構築に当然大きく

貢献しているということでございます。また、農業は温暖化の影響をすごく受ける産業で

あって、米の品質劣化だとか、ミカンやリンゴの着色の遅れなどの影響が既に出てきてい

るといったこと。それから生産基盤である農地、農業用水、土地改良施設にもいろいろな

影響があるのではないかという懸念がされていることが書いてございます。こうしたこと

でございますので、農業としても率先して温室効果ガスの排出削減の促進に取り組んでい

くことが重要であるといったことでございます。

それから２ページの真ん中辺、（２）でございますけれども、京都議定書では農業はど

のように位置づけられているかといったことについてまとめてございます。京都議定書に

おいては、農業活動は、エネルギー起源の二酸化炭素排出、先ほど申しましたようなもの

でございますが、いろいろ燃やすものとか、あるいは家畜とか稲作土壌からの一酸化二窒



- 4 -

素、メタンといった非エネルギー系のものが排出源として位置づけられているということ

でございます。

一方、吸収源については、京都議定書の第３条第４項という有名な条項がございますが、

そこにおいて、農用地の土壌並びに土地利用の変化及び林業分野における温室効果ガスの

発生源による排出量及び吸収源による除去量の変化に関連する追加的な人の活動――ここ

は少し分かりにくいのでございますが、要するに、農業を通じた人為的活動で排出・吸収

について数えることができるとされていますが、この追加的な人為活動と申しますのは1

990年以降に限られると議定書の枠組みで決まっておりまして、具体的には、後ろに添付

しております参考資料の７ページをみていただくと書いてございます。

実際は、森林経営、植生回復、農地管理、放牧管理など４つのカテゴリーが決まってい

るわけでございまして、このうち我が国は森林経営と植生回復の２つを選択しているとい

うことでございます。今後の枠組みでは、残りについてもきちんと検討していかなければ

いけないというご議論でございます。

次に「農地土壌と温室効果ガス」につきまして整理してございます。まず「炭素ストッ

クとしての農地土壌」でございますが、土壌は炭素循環の中心的な役割をしているという

ことが言われてございます。参考資料の17ページをみていただきますと、世界的にみます

と、土壌は表層１メートルのあたりに約２兆トンの炭素を土壌有機物の形で保持しており

まして、大気中の炭素の２倍以上、植物中の炭素の約４倍に相当する量がある。そのうち

40％が農林業の影響下にあると予測されているところでございます。

我が国をみますと、農地土壌においては、表層30センチに水田1.9億トン、畑で1.6億ト

ン、樹園地で0.3億トン、合計約3.8億トンの炭素を貯留しているということが生産局から

の報告で出ておりますので、このような農地につきましてきちんと管理していくことが重

要だという認識でございます。

次に、もとへ戻って４ページでございますが、「温室効果ガスの排出削減・吸収増加の

促進に効果的な農地管理手法」でございます。真ん中にございますように、堆肥等の有機

物の投入量を増加させること、それから不耕起栽培や省耕起栽培、または土壌改良資材、

木炭などの施用、あるいは多毛作の促進による緑肥等の有機物の投入などが挙げられると

いったことが検討されました。

ところが、高温多湿で雑草が多い我が国の農業生産環境を考えると、不耕起とか省耕起

は若干難しいかなといったようなご指摘もございましたので、我が国の場合は、堆肥等の
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投入、土壌改良資材の施用とか多毛作の促進等といった農法が中心的な取り組みになろう

かと考えられるということでございます。

次に（３）「農地管理による温室効果ガスの排出削減・吸収増加見込み量」でございま

す。これにつきましても生産局の検討会のとりまとめを経てございますけれども、参考資

料の23ページにその資料が出てございます。全国の農地土壌に対して堆肥を1.0～1.5トン、

10アール当たりでございますが、水田で1.0トン、畑で1.5トンを施用していきますと、炭

素貯留の増加量は年間約220万炭素トンが試算できるということでございました。

ただ、炭素の施用に伴いまして、水田土壌から追加的に16.8～27.4万炭素トンに相当す

るメタンが発生すると見込まれ、これを差し引きますと、193～204万炭素トンを毎年吸収

できるキャパシティがあるということでございました。これは、第一約束期間に比べます

と、我が国の削減目標量の約１割のキャパシティがあるということでございますが、ここ

につきましては、本当に農地の近くに十分な堆肥等の有機物があるのかとか、実際それだ

けの有機物を農地に投入する労働力があるかといったことも検討しなければならない。ま

た、さらなる科学的データも集めなければならないという附帯条件もございましたことを

付言したいと思います。

次に「今後の課題」でございます。５ページでございますが、まず「次期枠組みづくり

に向けた国際交渉への参画」でございますが、参考資料の26ページに今後の予定など、大

体みえておりますことをつけてございます。昨年の12月のインドネシア・バリ島で開催さ

れました、いわゆる気候変動枠組み条約のＣＯＰ13では、バリ・ロードマップというもの

が採択されておりまして、これによりますと、今年中には、吸収量・排出量の算出方法で

すとか、それから来年にはどのように次の枠組みをつくるかというのを合意していくとい

うことになってございまして、このスケジュールに沿って我がほうも努力していかなけれ

ばならないということがございます。

５ページに戻って、「国際交渉に向けた基本的な考え方」でございます。第一約束期間

につきましては、なぜ農地土壌は選択しなかったのかというご議論ございましたが、これ

は当時の我が国における知見が不十分であったことなどが主な理由でございますけれども、

その他にも、農地土壌を選択したとしても、吸収量を大きく稼ぐことができるかどうかが

はっきりしなかったことも一因として挙げられます。

次期枠組みづくりにつきましては、農地面積の大きいアメリカ、カナダ、豪州などが非

常に関心を有している中で、農地面積の小さい我が国の事情など、よく反映されるような



- 6 -

ルールをつくっていくことが重要であることは間違いないと考えております。

具体的には、堆肥投入、あるいは家畜排泄物の管理などでございますけれども、特に堆

肥として投入可能なものがどの程度あって、投入していったことが吸収源対策にどう結び

つくかということをしっかりと説明しなければならないということでございます。ただ、

国際的な議論の場へ持ち出すに当たっては、我が国のメインの吸収源対策でございます森

林吸収源対策との、既存の分野におけるものと議論がかみ合わないことがないように、整

合性に配慮してやっていかなければならないということでございます。それと、堆肥投入

で炭素を貯留していくという考え方は、欧米の考え方とは若干異なりますので、その辺に

ついてよく説明していかなければならないということがあるわけでございます。

いずれにしろ、こういったことにつきましては、単なる交渉だけではなく、研究陣にも

頑張っていただいて、我が国の農業の事情が反映するようにしていかねばならないと考え

てございます。

３番目に報告・検証、これは若干技術的でございますけれども、毎年この条約事務局に

温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）を報告をすることになってございます。現

在のところ、農地の温室効果ガスの吸収量・排出量に関しましては、真ん中辺にございま

すように、転用がない場合は、ストック量は変化してないとみなしまして、ゼロという報

告をずっとしてきているところでございますけれども、今後はここに政策が必要となると

いうことでございます。

それから（４）「農地土壌における適切な温室効果ガスの排出削減・吸収増加の促進に

向けた政策措置の検討」でございますが、まず農業の多面的機能の中に土壌炭素の貯留と

いったものもきちんと位置づけていかなければならないといったことが６ページに書いて

ございます。

それから７ページにまいりまして、ただ、こういったことについては、毎年大量に堆肥

や緑肥作物を施用していくということになりますと、農業者の協力をいかに得ていくかと

いったことが一番重要だということになります。これは大変な作業でございますので、も

しかすると、協力を得られないといったことも想定されるわけでございますけれども、そ

のためには何らかの方向づけを行うことが必要ではないかといったことを考えてございま

す。

それから７ページのパラグラフの途中でございますけれども、これは八木委員のご指摘

にございました、不確実性が非常に高いといった、要するに、堆肥を一定量投入したとし
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ても、土壌の性質、天候や自然条件によって温室効果ガスの排出削減・吸収増加量が違う

こともあるかもしれないといったことでございますので、実際に個々の農地に炭素がどれ

だけ貯留されたかを測定するということは非常に難しいということなので、農法による炭

素貯留量を特定して、それに基づいて政策を講じていくという方法が必要なのではないか

と考えております。

具体的には、農業環境政策の議論のところでございましたけれども、規制的な手法、ク

ロス・コンプライアンス、ラベリング、排出権取引、環境税、農家の取り組みへの支援と

いったことが書いてございますけれども、いずれもまだ我が国ではきちんと導入された例

がございませんので、きちんと検討していく必要があるだろうということでございます。

それから政策導入の是非ということを考えますと、諸外国の例もございますけれども、

我が国で既に開始されました農地・水・環境保全対策など、こういったことにつきまして

の比較考量を踏まえながら検討していかなければならないと思います。

さらに、７ページの一番下に書いてございますけれども、農地管理に係る取り組みを支

える技術ということで、いろいろございますけれども、めくっていただきますと、基盤整

備の観点からも取り組みをしていくことが重要であろうと思っているところでございます。

それから（５）「我が国の知見及び技術を活かした国際協力」。これにつきまして八木

委員からご指摘があったところでございますけれども、開発途上国においては、全体の温

室効果ガスの排出量に占める農業分野の割合が非常に多うございますので、この点につい

ては我が国の技術を活かしていったらどうであろうかということでございます。

ただ、よくバイオマス分野の協力などもございますけれども、協力の実施に当たっては

食料と競合しないという形で、総合的な環境影響にも留意しながら推進することが重要か

と考えてございます。

それから（６）「国民への説明責任と理解の醸成」。これにつきましては、岡本委員か

ら毎回のようにご指摘をいただいているところでございますけれども、国民への説明をし

て理解を深めていただくことが非常に大切であるということと、それに当たって農業の存

在価値を再認識していただくことが必要であろうということでございます。

それから亀山委員、吉水委員からご指摘ありましたように、ライフスタイルの変革とい

ったこともこういう世界では必要であろうといったことについても触れてございます。ど

の程度温室効果ガスの排出削減に取り組まれたか分かるような表示などを工夫してはいか

がといったご意見もちょうだいしたところでございます。
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最後に「その他」でございますが、農地管理が地球温暖化防止に果たす役割、これに注

目して促進させていくということに当たっては、以下のような点に留意する必要があると

いったことで幾つかまとめてございます。まず最初に、施策の経済効率的な観点、環境効

果的な土壌管理の実施。これは栗山委員にご指摘いただいたところでございますが、要す

るに、経済効率的で、かつ環境効果的でなければいけないというご指摘をいただいたかと

存じております。

それから２番目といたしまして、ライフサイクルを通じた温室効果ガスの削減といった

ことでございます。これは、やり方によっては、取り組み方法によっては二酸化炭素の増

加を招くこともあるのではないかということなので、いろんな農法を特定した場合につい

ては、ライフサイクルを通じて計算していきましょうとか、あるいは農業機械のバイオ燃

料への活用とか、そういったことも含めまして、全体として温室効果ガスの削減・吸収増

加に努めることが重要であるということでございます。

あと、これは②にも関係ございますけれども、他の温室効果ガスとのトレードオフ、要

するに、ＣＯ２を貯留するとメタンの排出が多くなったりとか、一酸化窒素の排出が多く

なって、トータルとして温室効果ガスの排出量が多くなってはいかんだろうといったこと

でございます。

それともう一つは、ＣＯ２の排出が削減され、あるいは吸収するかもしれないけれども、

それによって地域の水だとか、あるいは悪臭なども含めまして、地域の環境を悪化させて

はいけないということも考えなさいというご指摘がございました。

以上、ご議論いただいたことをとりまとめまして、このようなことについて、まだ科学

的知見も十分とは言い切れないところもございますので、今後また検討していくといった

ことがとりまとめの内容かと存じております。

以上でございます。

○林座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまいただいたご説明に対して、自由にご意見、それからご質問いただ

きたいと思います。どこからでも結構ですので、どうぞ。栗山委員。

○栗山委員 私のほうからは２点コメントさせていただきたいと思うんですけれども、

１点目につきましては国際交渉に関する話です。ここで、農水省側として、温暖化に関連

する国際交渉に関して戦略的に交渉を進めるということを位置づけている点は、私は非常

に高く評価したいと思います。つまり、農水省側としても、かなりここは戦略的に考えて
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いく必要があると思うんですね。ただ、その具体的な中身をみていくと、それに対して何

をやっていくのかというのが幾分ちょっとあいまいというか、具体性に欠けるかなという

感じがいたしております。

例えば６ページ目の一番上側の場所ですね。これに対して、「研究機関や外部の有識者

等と有機的に連携しながら省を挙げて交渉に臨む」という形でいってはいるわけなんです

けれども、これを具体的にどのような体制をとるのか。それに対して、例えば委員会でい

くのか、それとももっと小規模な何かをつくるのか、もしくは審議会をつくるのか、いろ

んな考えがあると思うんですけれども、それと研究機関との連携のあり方、そこら辺につ

いてももう少し踏み込んで、できるだけ短期間に戦略をつくらなければいけないという、

それに対する柔軟な体制は何かということまで、できれば踏み込んだほうがよかったので

はないかと思っております。これが１点目です。

それから２点目は、農地の多面的機能及びそれに対する農家に対するインセンティブ、

助成に関する問題なんですけれども、農業がもちろん多面的機能をもっているのは間違い

ないと私は思うのですけれども、ただ、だからといって、それに対して国民の皆さんにお

金を求めるということをしても、多分なかなかそれは通らないと思います。ましてや国際

交渉の場面において、日本農業はこれこれこういう機能をもっているからといっても、な

かなかそれは受け入れられないと思うんですね。

今後、国際交渉の場面でこういったことを追求するためには、従来の農業がこのように

多面的機能をもっているんだというだけではなくて、今後新たな環境保全型農業にどうや

って変えていくのか、あるいはさらに踏み込んでいうならば、今回、温暖化対策を重点的

に取り上げているわけですから、単なる環境保全型農業でなくて、温暖型対策農業のよう

に、温暖化対策に特化したような農業のあり方ということに関して、日本農業としても変

えていくんだと、そのぐらい大きな方針を示していく必要があると思うんですね。

そうした方向性に変えることに対して、例えば農家に対して助成を与えるとか、あるい

は国際交渉の場面においてもそういった農業の中身を大きく変えることによって、これを

例えば削減として認めていただきたいという形で交渉に臨むとか、そういった形でもう少

しここの部分に関しては大きな方針転換ということを明確に打ち出したほうがいいのでは

ないかと思っております。

○林座長 ありがとうございました。林陽生委員、どうぞ。

○林（陽）委員 国内の効果的な農地管理、これを実効性、どんなものにしたらいいか
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という点で１つ気づいたところです。ＩＰＣＣでは、ご存じのように、第４次評価報告書

で、メインストリーミングということで、既存の政策にどれだけ載っけていって、かつ効

率のある温暖化防止対策ということが求められています。それが多分、これから新しい一

つのことを、大きなこういった施策をやっていくときには、実効性のあるものとして考え

る場合にはそれも有効ではないかということではあると思うんですが、その辺、これまで

のそうした政策の中でどこをどう改善すればこうした目的に整合していくのかというよう

な観点で考えると、少し先が、実効性が上がるという具体的なものがみえてくるのではな

いかと思いますので、この辺もしお考えがありましたら、また後ででも。

○林座長 ありがとうございました。亀山委員、どうぞ。

○亀山委員 ページ８の（５）、国際協力に関する部分について、２点、追加コメント

させていただきたいと思います。

まず第１点は、ここに書かれている途上国に対する協力の多くが排出削減、緩和策に関

するものなんですが、適応策についても協力が非常に重要なのではないかと。つまり、気

候が変わった地域でより適応する品種をアドバイスするとか、そのようなことが特に食料

供給の観点から重要ではないかと思います。

２点目は、中ほどに「カーボンニュートラルという性質を有するバイオマス」というく

だりがございますけれども、最近非常に話題になっているのは、バイオ燃料をつくるため

に熱帯雨林をどんどん切ってしまうということが問題になってございますので、多分書き

ぶりだと思うんですけれども、カーボンニュートラルを達成した上でのバイオマスの活用

とか、何かちょっと書きぶりを変えたほうがいいのではないかと思います。

○林座長 ありがとうございます。八木委員、どうぞ。

○八木委員 これまでの私の意見を幾つも取り入れていただきまして、ありがとうござ

います。

それと関連するんですけれども、１つは、４ページの「農地管理による温室効果ガスの

排出削減・吸収増加見込み量」の最後の部分で、「一層の科学的知見の集約が必要であ

る」と。これが、読んでいて何のためにということがちょっとわかりにくいと思います。

そこで、前回のこの検討会で環境保全型農業の検討会の松本先生から報告がありまして、

我が国の農耕地土壌の炭素吸収量に関するところで繰り返しおっしゃられたことは、この

数値というのがあくまでも試算であると。まだまだ不確実性等ありますので、これについ

ても研究側で精緻化する必要があるということが１つ。それと、そのためには、ここに書
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かれているように、データの収集に努める。つまり、これはモニタリングによるデータの

収集ということを少し具体的に示したものです。ですから、この部分について、科学的知

見の集約が必要であるということの目的として、農地土壌の炭素吸収量の推定値の精緻化、

それとモニタリングデータの収集、そういったことを具体的に書かれたほうがより強くな

ると思います。

それに関連して、今度、６ページの「報告・検証体制の整備」なんですが、その上にも、

これは国際交渉の基本的考え方ですけれども、研究機関との連携体制の必要性が書かれて

いるのですが、「報告・検証体制の整備」のところにも研究との密な連携というのがぜひ

盛り込まれるべきだと思います。

その中で、（３）の一番最後に書かれております炭素量の把握手法の開発、これにもモ

ニタリングの重要性、それとモデリングを含めた推定値の精緻化の必要性、そういったこ

とを具体的に書くことが必要かと思います。

もう一つ、ちょっと話は変わるんですが、今度は同じ６ページの（４）の部分です。こ

こで、農業がもつ多面的機能が認識されていて、それに含めて炭素貯留機能というものを

考慮していくことが重要だと書かれているんですが、この中で、多面的機能ですとか環境

保全型農業を検討している環境保全型農業の検討会のほうで、環境保全型農業の位置づけ

について、これまでは環境負荷の低減に配慮した持続的な農業ということだったんですが、

それに加えて、今回、環境負荷の低減、さらには「農業が有する環境保全機能の向上に配

慮した」という文章が加わりました。新たな環境保全型農業の位置づけをしたわけですが、

そのことをここに明記することによって、環境保全型農業の推進と、その農業のもつ多面

的機能の一つである土壌炭素蓄積機能、同じ方向を向いているわけですから、先ほどのご

意見にもありました、地球温暖化防止を前面に出した政策、施策に環境保全型農業の推進

ということを加えていただいて、それを一緒に進めていく、そういった姿勢をここに記し

ていただくことがより効果的ではないかと思います。

○林座長 ありがとうございました。ほかの委員いかがですか。それでは、佐々木陽悦

委員と岡本委員、お願いします。

○佐々木（陽）委員 私は、農業者という立場から、これをどう実践していくのかとい

うことが農業者の課題だと思っているわけです。今そういう中で、置かれている状況どう

なのかというと、１つには、お米の価格低迷などによってかなり経済的に大変になってき

ていると。そうした中で生産意欲の問題や後継者問題などいろんな課題を抱えているこの
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日本の農業と農村の中でこれを実践していくということが大事なことだろうと。

しかしながら、もう一つ、新しく土づくりとか環境保全型農業を実践してきた人たちに

とっては、この問題が一つの追い風になって、いろんな研修の場などでこれが検討された

り、消費者団体の中でも、例えば生協の中でも組合員にこれを、そういうものを利用する

ことによっての、組合員が環境問題に参画できるフードシステムとか、そんな検討に入り

つつあるということは非常に変わりつつあるんだなという思いをもっております。

しかしながら、今まで先生方おっしゃったように、これを最大のテーマとして、日本の

農業の生産者なり生産者団体が取り組むような条件をつくっていかないと、なかなか進ま

ないんじゃないかと危惧しているんです。農業者も、それに対してはみずからの問題とし

てこれをどうとらえていくのかということをどう指導していくのか。それから営農指導に

かかわる部門、行政のところ、農協もですけれども、そこに行ってみますとまだまだこの

レベルではないんですね。全く関心がないというんですかね。ほんの一部、試験場などで

それの調査に入らなければならないという思いをもっているぐらいで、具体的な営農指導

にかかわるところまではまだ入ってない。

したがって、１つは、生産者みずからが取り組めるような、みずからの課題として受け

とめられるような、実践できるような体制をどう組むのか。それからあらゆる営農指導に

かかわる分野での強化、とりわけ行政の中でも大きな、先ほど八木先生からもありました

ように、環境保全型農業の位置づけが１つ変わったんだということで、今までの農薬、化

学肥料の削減などというレベルではなくて、新たな広域的活用をつくっていくというその

辺を強く打ち出して、国民的な課題として実践していく、そういう体制をとる必要がある

のではないかという気がしております。

ですから、この７ページあたりには、いろんなそれに対する国の施策、それから将来的

な課題等も示されているんですけれども、もう少しこれで強調していくというんですかね、

国民的な課題、農業者の最大のテーマになりつつあるんだというところを打ち出していく

必要があるのではないかという気がしております。

○林座長 ありがとうございました。それでは、岡本委員。

○岡本委員 私は、多分、８ページの（６）「国民への説明責任と理解の醸成」に一番

かかわっている人間じゃないかなと思っています。私はいろいろなことを、私もそうなん

ですが、普通の人に伝える立場にありますので、ここのところがとても気になりました。

今までお話に出ていたように、戦略的に考えて、こういうことが必要ですというのもとっ
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てもわかります。それから、こういう土の中のこと、相手は生き物のことだし、天候も全

部作用されるから、不確実だというのもとってもよくわかるんですね。

でも、こういう不確実なこととか戦略的なことというのはなかなか受け入れてもらえな

いところがあると思います。知識を受け入れて、また行動に移すというのもまたワンラン

ク難しいところがあるんですけど、まず知識を受け入れる段階でもちょっと、このままだ

と難しいかなと個人的には思います。

どう理解してもらうかというのは、やっぱり私たちにとって必要だったり、危険を避け

るためだったり、お財布にやさしいためだったり、何かインパクトがあるもの、影響ある

ことがないと伝えにくいというのがありますので、そういうところを絡めながら具体的に

やっていただけたらなあと思います。

農林水産省さんはすごくきれいな立派なパンフレットがたくさんあるのに、余り内容が

伝わってないのが私はとても……すみません。もどかしく感じることがあるんですが、例

えばこんなこというと怒られるかもしれませんが、環境省さんよりはかなり豊富なパンフ

レットをもっていらっしゃると思うんですが、そのわりに何か伝わってないなというのが

寂しく思いますので、パンフレットをつくって終わりじゃなくて、何かもっと伝わるよう

につくってもらいたいというか、そういう一段階を踏んでいただけたらとてもありがたい

なあと思います。

なおかつ、それを消費行動に変えるとか行動に移すにはもう一壁ありますので、そのと

ころも、ラベリングするとかいうのもいいと思いますが、それが確実にいいんですよとい

うことが伝わってないとまた、意識が高まったのが低まってしまうので、そこは考えてい

ただきたいなと思います。

再生紙の問題なんかで、結構皆さん最初のころ頑張って、私は最初から使っていたのよ

といってらっしゃった方が、この前の事件で何となく声が小さくなってしまったりとかい

う現実もありますので、難しい、矛盾したことをいわせていただいていることは承知して

おりますけれど、考えていただけたらありがたいなあと思います。

○林座長 それでは、吉水委員、どうぞ。

○吉水委員 今の岡本委員と私も立場が似ていますし、関連して発言させていただきま

す。

７ページに、「削減吸収量の測定の不確実性が大きい」という文言がありますけれども、

それプラス、効果がみえづらい、実感しづらい問題だということもあるかと思います。受
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益者が多い反面、自分の問題としてとらえづらい。ただ、農業というのは結果的に温暖化

の影響を最も受けやすく、産地がどんどん変わってしまうとか、実際に被害が出ている状

況というのがこの冊子の中にも紹介されていたかと思います。

それで、私の関心も、８ページにある、「国民の食生活の分野においてもライフスタイ

ルの変革を推進し」とか、あとは、「どの程度温室効果ガスの排出削減に取り組まれたか

わかるような表示等」という文言がありますけれども、今まさしく岡本委員がおっしゃら

れたように、なかなか理解しづらい、実感しづらい問題というのがあり、少し実質的な問

題を超えてしまうかもしれませんが、国民、一般の消費者にわかりやすい形で伝えること

が必要です。

例えばＣＯ２という関連でいいますと、地産地消で輸送に伴うＣＯ２が削減されるとか、

実際に産地が変わってしまうと、今まで旬のものを食べていた、その土地のものを食べて

いたという日本独自の食文化みたいなものが失われてしまう。そういったことはもちろん

この委員会の直接的な問題ではないということは重々認識しておりますけれども、消費者

とのコミュニケーションという意味では、少し温暖化問題、あるいは温室効果ガス問題と

いうのを実際の消費者の危機感またはベネフィットに置きかえてコミュニケーションする

ことが必要ではないかと感じました。

○林座長 ありがとうございました。どうぞ、佐々木委員。

○佐々木（陽）委員 この審議の過程で、今まで蓄積された資料があるわけなんですけ

れども、それを公開というとあれですけれども、農村地域に、この地域のここの場所では

こうだったというのなどが公表していただけないのかどうなのか。それから定点観測とい

うのを私たちはしたいと思っているんですけれども、例えば農地・水・環境向上の中に水

の問題があるんですけれども、土壌の例えば調査なども入れていってはいかがなのかなと。

あれには堆肥の導入などがあるわけですので、入れていった場合はどうなのかというのを

実際産地で理解できるように。少なくとも農地・水・環境に取り組んでいる人たちは、自

分たちのところの水田の定点観測を一定程度やって、こう変わっていくとか、それから他

と比べてこういう成果があるとか、そういうものを出せるような何かないのかなという気

がしているんです。

今までの結果の報告と、それから具体的には、今すぐおろせるとすれば、農地・水・環

境向上の中に１つ土壌の調査などを入れていくことはできないのか。義務づけるというの

は難しいかもしれないですけれども、それなどもちょっと入れてはいかがなのかなという
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気がしてます。そうすると目にみえてくるというんですかね。そういう何かできないかと

いう気がしてますので、少なくともこの地域の結果の報告等があれば。これから私たちも

定点観測していきたいと思ってますので、何かやれる手法をお願いしたいと思います。

○林座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

大体一回りご意見、あるいはご質問いただきましたので、ここで一回、まずお答えいた

だいた上で、また続けたいと思います。

○西郷環境バイオマス政策課長 いろんなご指摘いただきましてありがとうございます。

まず栗山委員から、交渉の具体的体制についてのご指摘がございました。実は、まずこ

の国際交渉、どういうふうになっているかということを説明いたしますと、温暖化の交渉

は農業だけではございませんので、様々な体制がございまして、日本政府としては、４省

庁体制といいまして、主なところは、内閣官房、外務省、環境省、経済産業省、この４つ

が大体交渉の枠組みを取りまとめておりまして、公式には、農林水産省、国土交通省、い

ろいろありますけれども、それがそこにインプットするという形式にはなってございます。

ただ実際は、交渉に各省の担当者が同席して、議論に参加してくるという感じになってご

ざいます。

農業につきましては、実は第２回地球環境小委員会で出張の報告を申し上げました渡部

農林水産政策研究所次長が交渉担当として、今、大臣官房に併任かかってございまして、

今もワシントンにエネルギーの会議に出かけておりますが、それだけでは少し不足がござ

いますので、それを支える省内の体制につきまして今事務局的につくっておりまして、技

術会議事務局にも参画を求めておりまして、国内の研究機関にはそこを窓口としていろい

ろ調整をしていただいたり、あるいは技術的な会合については研究の方にもご対応いただ

くといった体制をつくっていくことにしてございます。

それから次に政策措置につきまして、栗山委員からご指摘がありましたが、基本的に支

払い等に関する議論につきましては、まだまだこれから先のお話になりますので、まだ詳

しく言及できるような状況でも何でもございません。ただし、考え方といたしましては、

環境保全に資するから農業者に対して補助金等を支払うということではどこも認めていま

せんので、要するに社会がどれだけ求めていて、例えば環境の管理人たる農業者に今まで

やってもらう以上のことをしてもらうためには、ここまで合意してもいいんじゃないかと

いう判断基準のようなものがない限り、どのような施策でも受け入れられないと思ってご

ざいますので、説明、あるいは知見の集約にますます努めてまいりたいと考えているとこ
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ろでございます。

それから林陽生委員からＩＰＣＣのメインストリーミングとの関連でご指摘がありまし

て、いろいろ実効性のある施策について、既存の施策との整合性等を検証をすべきという

ことでございます。それは当然のことでございますので、今も大分、生産局や農村振興局

の検討会で、ご指摘の点について検討も進んでございますので、それを整理することと、

今後も諸外国の例も参考にしながら勉強してまいりたいと存じております。

それから亀山委員から、国際協力につきまして、適応策についてもしっかりと入れこむ

べきとのご指摘がございました。ごもっともだと思います。ただ、今のところまだ、正直

なところ、温暖化対策に資するような協力は幾つかあるかと思いますけれども、それを完

全に目的に入れた協力についてはそうないと思いますので、今後、国際協力を推進するに

あたっては、温暖化対策等についてもきちんと配慮してやっていきたいと思います。

それからカーボンニュートラルについて、バイオ燃料、いろんな議論があるといったこ

と、おっしゃるとおりでございますので、それについては、きちんとしたＬＣＡシステム

のようなものを、今いろんな議論になってございますけれども、きちんと確立していくと

同時に、個々の考慮点につきましてもそこはきちんと管理することが必要かと存じます。

次に、八木先生から、不確実性とかにつきまして、モニタリングにつきまして、いろい

ろご指摘がございました。それはどの程度具体的に書けるかでございますが、いろいろご

議論いただきたいところでございますので、何らかの記述の追加を試みてみたいと存じま

す。

それから多面的機能につきましては、環境保全型農業の考え方の概念が若干広がってい

る部分についても記述すべきだということにつきましても、生産局の検討会の報告書、あ

るいは生産局と相談いたまして、その辺の記述については検討いたしたいと存じます。

それから佐々木陽悦委員から、農業者としてどのように取り組んでいくか考えていくに

あたって、いろいろ条件整備が必要だといったご指摘がございました。これは栗山委員か

らのご指摘と裏腹だと思いますけれども、ここにつきましてはまだまだだというご指摘で

ございましたが、今後の検討とさせていただきたいと思いますし、一部で、消費者団体と

リンクした、既に始まっている取組もあるというようなお話もございましたので、そうい

った研究をしていきたいと存じております。

それから岡本委員から、いつもご指摘ありがとうございます。このままでは一般国民の

方々から理解を得ることが難しいというお話でございますが、なるべく私どもの考え方を
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整理し、それを提案の形にしていろんなコミュニケーションを図っていきたいと思います。

当省には立派なパンフレットはあるのに、施策について国民の方々に十分に伝わっていな

いといったこともご指摘いただきましたし、それから環境省と比べて見劣りがするという

大変ストレートなお話もございましたので、負けないように頑張ってまいりたいと思いま

す。

ただ、非常に重要なご指摘だったのは、施策に対する理解が行動の変化に繋がるとは限

らないといったところでございますが、そこは、変えなきゃだめだと国がいうよりも、や

っぱりお示しして、それでどう変えていただくかというのは消費者のご判断もあろうかと

思いますので、ご判断いただける材料、なるべく琴線に響くといった資料づくり、あるい

はご説明の仕方、議論の仕方といったことについて考えてまいりたいと存じております。

それから吉水委員からは、ライフスタイルを変えていくためには、岡本委員からのご指

摘と同様、消費者にとって実感しづらい点をいかにはっきりさせることが重要かというご

指摘をいただきました。ラベリングの話ですとかフードマイレージのことですとか、要す

るに目にみえる形で、行動がどの程度の影響を持ちうるかといったことについて、積み重

ねていくと結構大きな影響がございますので、ご指摘いただきながら今後とも検討してま

いりたいと思っております。

それから最後に佐々木委員からもう一度、資料の公開といった点がございましたが、資

料そのものはすべて公開になってございます。どこの地域でこういった農法をとったら、

どの程度の影響があるかどうか、お示しできるような適切な資料があるかどうかについて

は調べてみたいと思います。

○小栗技術会議事務局研究総務官 今、国際協力なり国際研究協力の話もございました

が、たまたま私、先週、官房の案件で、タイで、アジアにおけますバイオ燃料振興の国際

シンポジウムに出席してまいりまして、これはアジアの中国とか韓国、インドネシア、タ

イ、フィリピン、インド等の９カ国が参加しまして、今注目されているバイオ燃料の政策

について意見交換するシンポジウムを日本の農林水産省の主催で開催してまいったわけで

ありますが、その中におきましても、各国、取り組みはさまざまでありますけれども、共

通の考え方として、バイオ燃料は、食料と競合があるので、やっぱり食料優先でやってい

かなきゃいけないということと、それからバイオ燃料生産自体が環境に悪さをしちゃいか

んという、環境配慮でいかなきゃいけないということ、この２つが共通認識として認識さ

れ、進めていこうということにされております。
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ただ、その過程では、例えば環境配慮という意味で、ＬＣＡを進めていくためには、情

報交換なり研究協力も必要であります。また食料と競合しないという意味では、生の油料

作物やでん粉をそのまま使うのではなくて、副産物からの製造系を共同研究できないか、

特にタイの農業省からは、日本と共同研究できないかというな要望も受けております。そ

ういった意味で、各国、バイオマスの位置づけというのは難しいことを認識しながら、情

報交換しながら進めていきたいということで、日本としても国際協力に果たすべき役割が

あると思っております。

以上は主に緩和策になりますけれども、適応策では、日本のように、米、作物の影響や

適応策は様々でなかなか難しい面がありますけれども、基本的には温暖化が進んでいきま

すと乾燥が進むということでありますので、乾燥適応作物をいかに世界的に導入していく

かが重要であります。私ども、遺伝子の機能解析で成果を得まして、乾燥とか塩害に強い

遺伝子というものも特定していますので、そういったものを、国際の農業研究機関のＣＧ

ＩＡＲという研究グループがございまして、そういうところに遺伝資源等を供給しながら、

乾燥適応作物を世界的に開発していくというのが、今、広い意味で温暖化適応策の主要な

ねらいになっているのかなということで、今年度からそういったことも強化していきたい

と考えております。

○林座長 ありがとうございました。どうぞ、齋藤部長。

○齋藤農村振興局企画部長 先ほど佐々木委員から、農地・水・環境保全向上対策の話

がございましたのでご説明させていただきますと、おっしゃったように、農地・水・環境

保全向上対策は非常に大きな可能性を秘めていると思っています。ただ、基本的には農業

者を中心に地域の方々に共同活動をしていただくというのが基本ですので、なかなか強制

などは難しいのかなと思います。

ただ、地球温暖化問題のみならず、例えば生物多様性の保全、耕作放棄地対策など、地

域でいろいろな活動をされるわけですので、おっしゃったように、データをとる、そうい

った活動が政策的にどんな意義があるのかというようなことを整理し、そういう活動が地

域から巻き起こるように努力してまいりたいと思います。

○林座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。先ほどからいただいたご質

問、あるいはご意見に、事務局として、また農林水産省としてお答えいただいたわけです

けれども、追加でいろんなご意見、ご質問。――林陽生委員、どうぞ。

○林（陽）委員 佐々木委員がおっしゃった点というのは大変重要な点じゃないかと思
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うわけですけど、こうした報告書が出ていって、これが基本的な考え方になっていく場合

に、例えば自給率の向上みたいな、そういうことと少し結びつけた説得力のあるような書

き方があると、またそれが生きてくるような場面があるんじゃないかと思うんですが、そ

うした全体の農政の中で、大きくていいんですけれども、どこに関係していて、これが効

果的なんだ、新しい視点としてということをもう少し強調されるあれがありますかね。と

いうふうに思いますので、その辺いかがでしょうか。

○林座長 そうですね。自給率の向上、あるいは生物多様性の向上といったようなもの

と結びつけば、もっとわかりやすくなる。先ほど吉水委員がおっしゃったように、効果が

みえづらい、実感しづらいというのが、これはかなり多くの人にとってつらいことなんで

すが、明示的に温暖化適応型農業というのは、これはある程度イメージしやすくなってい

るんですが、温暖化防止型農業というのは何かわかりやすいイメージというのは……。そ

のときに農地土壌との関係でうまく示せたらいいなという感じがするんですが、いかがで

しょうか。

○吉水委員 先ほど、私ちょっと舌足らずでうまくいえなかったことを両林先生がご指

摘くださったと思います。やはり自給率の向上ですとか、安心・安全な食料の確保ですと

か、耕作放棄地を減らして国土の美観を保つですとか、そういったことが、うまく説明で

きないんですけど、同じことでつながってますよね。そういった仕組みみたいなことがう

まく説明できると、もうちょっと消費者、国民全体の総意を得られるのではないかなあと

いう思いは、林先生がおっしゃるのと全く同じです。

○林座長 いかがでしょう。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 少し話変わるんですけれども、この報告書のタイトルについてなんですが、

これは「農地土壌の役割」となっておりまして、この報告書の中身は、多分、農地土壌の

話は非常に重要ですのでこういうふうになったと思うんですけれども、中身をみずに一般

の方がこれをみると、多分かなり、農地土壌に関する技術的な報告書というイメージをと

られると思うんですね。ですから、もう少し報告書のタイトルをわかりやすくできないか

なというのが私の考えでして、例えば「地球温暖化防止に貢献する農業のあり方につい

て」とか、もしくは「農地管理のあり方について」とか、農地土壌という非常に技術的な、

専門家でなければ余り意識しないようなものにするのはちょっとかなあと思うんですが、

ここら辺、修正ってできるんでしょうか。

○林座長 これは非常にわかりやすいことをおっしゃいました（笑声）。
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○吉田技術総括審議官 非常にわかりやすくて厳しいご指摘をいただいたんですけれど

も、この懇談会といいますか、この検討会を始めるときに、ここにお願いした事柄、それ

からそのときに同時にこういうことも検討しておりますということ、繰り返しになるんで

すけれども、１つは、こういう地球温暖化防止も含めた農地土壌の管理といいますか、農

業土壌に十分注目したそういう農業のあり方というのは別途の検討会のほうで、生産局の

ほうでこの間報告いただきましたけれども、あちらのほうで、さっき八木先生からも紹介

ありました、従前の環境保全型農業、これも極めて消極的な位置づけだったわけですが、

それをより積極的な位置づけに変えて、その中で当然、地球温暖化防止にも貢献するとい

う形での環境保全型農業というものを出しております。

もう一つ、こちらのほうの検討会に課せられたというか、私どもお願いいたしましたの

は、次期、地球温暖化の防止の枠組みの大きなところがことしに大体決まるという中で、

これまで我々としては国際的には訴えていなかったこういう農地土壌の役割、これを国際

的に訴えていけるのかいけないのか、いくためには何が必要なのか、もしそれをやるとす

るとどういう対策が必要なのかということについてご検討いただいたという経緯がありま

すので、極めて専門的なタイトルになっておりますけれども、まさにお願いしたタイトル

がこれそのものでありますので、このタイトルを変えて、大きく、農業のあり方とかいた

しますと、これまで検討してきた内容と結果が、あるいはタイトルが少し異なってしまう

のではないかなと思っておりまして、できればこのタイトルでいかしていただいたほうが

私どもとしてはありがたいなと思ってます。

○林座長 よろしいですか。

○栗山委員 はい。

○西郷環境バイオマス政策課長 あと、今のご意見に関連いたしまして、自給率の話で

ございますとか、生物多様性との関連とか、すぐに整理できるようなお話ではないし、そ

れなりの専門家のご意見もいただく必要があるということもございます。ただ、吉水委員

がおっしゃった、他の分野に関する施策であっても、どこかでつながっている、同じ方向

を向いている話ではないかというのは確かにあるかもしれませんので、長くなりますけれ

ども、そういう考えのもとで議論していったということを「まえがき」の中に、関連する

内容とか、あるいはそういったことを今後もやっていくことが必要だということをどこか

に入れるとかいう形で対応させていただくということでよろしければなあと思いますが、

よろしゅうございますでしょうか。
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○佐々木審議官 今ご指摘をいただいていることは、外からみると、まあそういうふう

にみられるんだろうなという感じがしますので、この検討会のメインストリームというの

は今事務局のほうでご説明されていることだと思いますけれども、これを外に向かって発

信するときに、その場面場面でいろいろ考えていかなくちゃいけないということのご指摘

だと思いますので、そういうときは工夫のしどころがあるのではないかと思います。

○林座長 ありがとうございます。恐らく、これは専門的にいうと、農地土壌に役割が

あるということをこの委員会側もはっきりいったということ、それはそれですばらしいこ

とだろうと思うんですが、確かに、栗山委員おっしゃったように、土壌という言葉じゃな

くて、もう農地でいいんじゃないかというふうな。わかりやすさからいえばですね。そこ

はいろいろ考えて宣伝に努めていただければと思います。

ほかにいかがでしょう。大体ご意見はいただいたように思いますが。事務局のほうでさ

らにご追加等はありますか。まだ時間ありますので、もしご意見あれば……。

○岡本委員 ちょっとずれて申しわけないんですけれども、先ほどの、原風景を守ると

か、つながっているというお話なんですけれども、私も、全部つながっていて、こういう

動きがあってとわかるんですが、例えば今、都会部のお子さんとか、その親御さん、若い

お母さんたちにそういう話をしようと思っても、通じないんですね。どうしてかというと、

まず第一に、田んぼの風景とかいうのが自分の原風景になってない方が多いんです。寂し

い話なんですけど、都会部に住んでいると、稲作をみたことないとか、里地・里山が循環

しているとかいうのがわからないので、まずそこから説明しなきゃいけないんですね。

そういう理論的なというか、知識としてそういう話をしてもなかなか伝わらないんです

けど、例えば里地・里山にこんな生き物がいて、でも、絶滅危惧種の半分が里地・里山に

すんでますよ、かわいそうだねというと、じゃ行動を変えようかというふうな形になるん

ですね。だから、ストレートにつながらない。農地が大事だから守らなきゃいけないとい

うんじゃなくて、もう一クッション置いて、里地・里山が大事なのは、かわいそうな生き

物を守るために大事だから、じゃ変えようという。意味、何となくわかります？ そうい

うふうに、伝わりやすいことと伝わりにくいことがあるので、そういうことをもう少し実

際に伝える立場の方にお聞きしながらやられたほうが、きっと効果のある伝え方の道がで

きるんじゃないかなあと思いました。

すみません。わかりにくいことをいいました。失礼しました。

○林座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
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○佐々木（陽）委員 ここで、土壌というとやっぱり限定されてくると思うんですけれ

ども、技術というといろんな形でもうあるので、それはそれとして、いろんな場面場面で、

生物多様性なりも含めて、例えばこんな生き物がいることによってどう変わるかとか、そ

れから藍藻類とか、光合成の問題とか、田んぼにいるいろんなのがあるわけでして、それ

らを、土壌とはまたちょっと離れると思うんですけれども、生物多様性の問題や環境保全

型の技術問題と兼ね合わせて、一緒に、統一的に検討していけるし、それが大きな成果を

生むんだということに絵を書くことはできるし、一つの物語としてないといけないんじゃ

ないかと思うんですね。そういう物語性があるものであれば国民の中にも入っていけるし、

生産の現場でもわかりやすい。その１つ何か物語をつくっていただければなという気がし

ているんですけどね。それは、今回は土壌の問題ですけれども、あらゆる技術のところで

出てくるし、私たちも実際目でみせたり、そういう機会をつくっていて、それは非常に消

費者の方にも参考になっていくんじゃないかと思っています。

しかしながら、少しずつ動いているなと思うのは、最近のシンポジウムとかいろんな企

画があったときに、気候変動の問題が比率が高まってきているというんですかね。今まで

は農薬問題とか何か、もちろんあったんですけれども、環境保全型農業のところで温暖化

との兼ね合いが出てきているということは、国民の中にそういう気が、一つの意識として

これが自分たちの問題だというふうに少しずつなりつつあるんだなということはみていか

なければならないんじゃないかなという気がしています。

○林座長 ありがとうございました。大体ご意見をいただいたようですが、よろしいで

すか。――どうぞ、亀山委員。

○亀山委員 時間が余っているようなので。８ページの国民への理解の醸成という部分

で、私がもしここまで広げて書けるのであればと１つ願っているのは、教育なんですね。

先ほど岡本委員もおっしゃったとおりなんですが、例えば学校教育の中で温暖化というの

は大体理科の時間で習うんですが、大気中にＣＯ２がふえてみたいな、頭でわかっていて

も余り実感がないまま終わってしまうという話を聞いたことがあります。そんな中で、例

えば給食に、自分たちの住んでいるところ、近いところでとれたものをなるべく取り入れ

るようにして、それを子供たちに、あそこでとれたのが使われているんだよとか、今これ

が旬なんだよとか、そういう教育の仕方ということから、次世代の子たちにこの問題の重

要性を知ってもらうというのもあるんじゃないかなと思ったんですけれども、学校教育と

いう言葉をここに入れることは可能なのだろうかという点で、ご質問です。
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○林座長 これはまた非常に重要なポイントですね。

○西郷環境バイオマス政策課長 ありがとうございます。書くのは書けるかもしれませ

んが、では、どこでやるんだということを明確にする必要があるかもしれません。ただ、

一般的に、ご承知のように、今そういう体験教育だとか、それから学校給食の中に地域の

食材を取り入れるという取り組みは、温暖化のためとはいってないかもしれませんけれど

も、ひいては温暖化にも資しているのかもしれないといったことについては、しっかりと

した検証を踏まえたうえで、記述することができるかとうか考えてみたいと存じます。

○林座長 確かに食育なんかも文部科学省が随分積極的に取り組まれるようになりまし

た。そういう意味でも、これはできる限りの工夫をお願いしたいと思います。よろしいで

しょうか。――どうも長い間論議いただきましてありがとうございます。

私、最後に一言申し上げたいんですが、先ほど栗山委員もおっしゃったように、タイト

ルは変えないとしましても、例えばこれまで生物多様性向上に貢献する農地管理のあり方

というのもあり、それから農村景観を向上させるための農地管理のあり方というように、

国民の多くの人たちが望んでいる農地管理のあり方が提示されてきたと思うんですね。そ

れにこの地球温暖化防止に貢献する農地管理のあり方がもう一つ加わったというのは、こ

れは今後戦略的に使い得るいろんな武器を私たちは用意できたのではないかと思います。

したたかな言い方をすればですね。しかも、それはうそじゃなくて本当なんだと。本当だ

という言い方もおかしいですけれども、本当です（笑声）。最初、うそだと思った人も結

構いるんじゃないかと思うんですね。だから教育の効果というのは重要だと思います。と

ても短い期間にこういう論議をいただいたというのは座長としてもありがたいなと思いま

す。

最後に、事務局からまとめをいただいた後、吉田技術総括審議官からお言葉をいただき

たいと思いますが、まずは課長から。

○西郷環境バイオマス政策課長 どうもありがとうございます。本日はいろいろご議論

いただきましたが、今、座長にいっていただいたように、きょういただいたご意見につき

まして反映できるものは反映させて、事務局で必要な修正を行った上で座長に確認してい

ただき、小委員会としてのとりまとめとするということでよろしければ、座長のほうから

そういうふうにさせていただければと思います。

○林座長 今、課長がおっしゃったような形で進めてよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）
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どうもありがとうございました。

○西郷環境バイオマス政策課長 ありがとうございました。

次に、今後のとりまとめのスケジュールですけれども、今ご承認いただいたように、当

然修正を加えまして、小委員会の報告とさせていただきまして、実は今月19日に、この小

委員会の上にある食料・農業・農村政策審議会の企画部会、そこに報告させていただくと

いったことを考えてございます。ですので、そこで食料・農業・農村政策審議会の考え方

だということでだんだん広めていくということになると思います。

今後のこの地球環境小委員会でございますけれども、今回、中間とりまとめいただきま

したので、また何か検討すべき議題が出ればすぐお集まりいただくことになろうかと存じ

ますけれども、一段落というか、とりまとめいただいたので、次回は、この地球環境問題

について、再び農林水合同で一回ご議論いただくといったことで、今度は、京都議定書の

第一約束期間が始まっておりまして、政府全体の目標達成計画も、年度明けると改定版で

スタートすることになりますので、毎度ご議論いただいたようなことは反映されておりま

すから、方向、やっていきますといったことにつきましてご議論いただこうかと思ってお

りまして、年度明けに、そういった一体の会合として開催することを事務局で考えてござ

います。時期につきましてはまたご相談申し上げます。

○吉田技術総括審議官 それでは、最後にごあいさつ申し上げます。

本日は、委員の皆様方、幅広いご意見を承りまして、本当にありがとうございました。

また、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。この委員会、第５回目

で一応のとりまとめをいただきました。最初に開催したときには、そういう機能があるん

だろうなと事務局のほうでもある程度理屈の世界ではわかっておるんですけれども、まだ

データのほうのとりまとめも片一方で進んでいる最中でして、どこまで一体はっきりした

ものがいえるのかと。委員の皆様方におかれましても、それぞれいろんな問題意識をおも

ちの上でご参加いただいて、非常に短い期間にここまでとりまとめできたことについては、

改めまして、心から皆様に御礼を申し上げたいと思います。

今後は、洞爺湖サミット、ことし７月、北海道でありますが、その開催を踏まえまして、

地球温暖化、あるいはバイオマスを初めとする農林水産分野におけます資源、環境対策に

積極的に取り組む必要がありますので、このとりまとめをその中でしっかり生かしていき

たいと思っておりますし、次期対策に向けての国としての取り組みを受けまして、戦略的

にやっていきたいと思っております。
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課長から冒頭説明いたしましたように、森林吸収源対策とか、既存のものとの整合性を

図る非常に難しい問題も抱えておりますけれども、そういうものを何とか調整しながらし

っかりやっていきたいと思っておりますし、それから今後１年の農水省の施策になります

新農政2008、あるいは骨太方針、こういったものの中にも今回のとりまとめを十分反映さ

せていきたいと思っております。

また、きょういろいろご意見をいただきました、国民に対して理解を求めていく上でど

ういった説明ぶりをするか、あるいはこの農地土壌の役割だけ切り出して説明することの

危険性といいますか、そういったことについてもご指摘ございました。その辺十分踏まえ

て国民の理解を求めていきたいと思っておりますので、今後とも引き続き皆様方のご指導、

ご協力をお願い申し上げまして、最後に重ねて感謝申し上げまして、閉会のあいさつとさ

せていただきます。本当にありがとうございました。

○林座長 ありがとうございました。それでは、これで終わらせていただきます。

――了――


