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１ 開会  

    

○会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会

の第１回施策部会を開催いたします。  

    



  皆さん御案内のとおり、去る９月６日に第１回食料・農業・農村政策審議会が開か

れました折に、企画部会及び施策部会を設置することを御了承いただいておりますが、

それを受けまして、私の方で委員の皆様方の御意向を伺った上で、それぞれの部会

毎の委員及び専門委員の構成を決めさせていただきました。企画部会は既に 10 月１

日に第１回の会合を開催しましたが、本日は施策部会の第１回ということで、皆様に

お集まりいただいたところでございます。  

  なお、本部会のメンバーは、お手元にお配りしてありますとおり、委員８名と専門委

員５名の計13名でございます。本来ならばお一人ずつ御紹介すべきところでございま

すが、時間の制約がございますので、メンバー表をごらんいただいて御了承いただき

たいと思います。  

  なお、本日は、◯◯委員が尐し遅れるという事前の通知をいただいておりますので、

まだ◯◯委員がおいででございませんけれども、時間の関係でこれから進めさせて

いただきます。  

   

   

２ 部会長互選  

    

○会長 それでは、まず最初に施策部会の部会長を選出していただく必要がござい

ます。食料・農業・農村政策審議会令第５条第３項の規定によりまして、部会長の選

出は部会に属する委員の互選によるということにされております。つきましては、部会

長の選出について何か委員の皆様方から御意見がございましたらお願いしたいと思

います。  

   

 ◯◯委員、どうぞ。  

○委員 部会長には、食料・農業・農村について大変幅広い見識をお持ちで、現在畜

産振興審議会の委員をお務めでありますし、かつて農政審議会の動向部会の専門

委員も務められた甲斐委員が適任ではないかと考えて、推薦いたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

○会長 ありがとうございました。ただいま◯◯委員から甲斐委員を御推薦したいと

いう御提案がございましたけれども、皆様方、いかがでございましょうか。  



              〔「異議なし」の声あり〕  

○会長 ありがとうございました。それでは、御異論ないようでございますので、皆様

の互選により、甲斐委員が部会長に選出されました。それでは、甲斐委員、部会長席

へお移りいただきたいと思います。  

   

   

３ 部会長挨拶  

    

○会長 それではここで、甲斐部会長から御挨拶をいただきたいと思います。なお、こ

れからの議事は甲斐部会長にお進めいただきますようお願い申し上げます。よろしく

お願いいたします。  

○部会長 ただいま本施策部会の部会長に選任されました甲斐でございます。大任

でありますけれども、皆様の御協力を得まして円滑な部会運営を行ってまいりたいと

考えております。  

 本部会は、平成 12 年度において講じようとする食料・農業・農村施策について議論

する重要な場でありまして、食料・農業・農村の動向を幅広く分析した上で、これを的

確に踏まえたものとしていく必要があります。新基本法の理念に即した施策のあり方

について皆様と一緒に考えてまいりたいと思っておりますので、忌憚のない御意見を

いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。  

   

   

４ 農林水産総括政務次官挨拶  

   

○部会長 それでは、これから食料・農業・農村政策審議会の第１回施策部会の議

事を進行させていただきます。本日は、谷津農林水産総括政務次官に御出席をいた

だいておりますので、ここで御挨拶をいただきたいと存じます。  

○総括政務次官 おはようございます。このたびの内閣改造によりまして総括政務次

官を仰せつかりました谷津でございます。どうぞよろしくお願いいたします。御挨拶申

し上げます。食料・農業・農村政策審議会第１回施策部会が開催されるに当たり、一

言御挨拶を申し上げます。  



 21 世紀を間近に控えた現在、食料・農業・農村を取り巻く状況を見ますと、食料自給

率の大幅な低下、担い手の減尐や高齢化、過疎化の進行などの諸課題を抱え、農

業・農村は大きな転機を迎えております。  

 このような時代の転換点にあって、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮と

いった農業・農村に対する国民の期待に応えていくためには、農山漁村の現場や消

費者からの声を積極的に汲み取って、食料・農業・農村基本法に即した諸施策を 21

世紀に向け力強く推進していく必要があります。  

 当施策部会では、食料、農業及び農村の動向を踏まえ、「平成12年度において講じ

ようとする食料・農業・農村施策」について論議を深めていただくこととなっております。

新基本法に基づく具体的な施策のあり方について御審議をいただく本部会の重要性

には非常に大きなものがあると考えているわけでございます。  

 大変難しく、重要な課題でありますが、甲斐部会長のもと、委員の皆様のそれぞれ

の御専門の立場から十分かつ活発な御審議をいただき、21 世紀に向けた食料・農

業・農村施策の具体化について忌憚のない御意見を賜りますよう、心からお願い申し

上げます。  

 この新農業基本法に魂を入れていただく仕事をやっていただくわけでございますの

で、ひとつよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。  

○部会長 どうもありがとうございました。政務次官は公務御多忙のため、ここで退席

されます。         

             〔総括政務次官退席〕   

   

   

   

５ 部会の進め方について  

   

○部会長 本日は第１回の会合ということで、今後の施策部会の取り進め方について

協議をいたしたいと存じております。 事務局で何かお考えがありますでしょうか。  

○事務局 お手元にお配りしております資料の６(後掲）をごらんいただきながら、これ

からのお話をお聞きいただきたいと思います。  



 この施策部会で御審議をいただきます「平成 12 年度において講じようとする食料・

農業・農村施策」につきましては、食料・農業・農村基本法第 14 条第２項に規定され

ておりますとおり、まず、食料・農業・農村の動向を幅広く分析した上で取りまとめるこ

とが必要であると考えられます。また、「講じようとする食料・農業・農村施策」は、「食

料・農業・農村基本計画」に即した単年度ごとの実施方針とも言えるものでありますの

で、別途企画部会で、基本計画にかかわります食料・農業・農村あるいは自給率につ

きましてのひとあたりの御審議をいただいた後で議論していただくこととしてはどうか

と考えております。  

 したがいまして、本日の第１回では、「食料・農業・農村の現状」について事務局から

御説明をいたしました上で、「動向に関する年次報告」の編成方針について御議論を

いただき、年末の第２回目の部会では、「講じようとする施策」の考え方につきまして、

「動向に関する年次報告」の草案とあわせて御論議をいただくこととしてはどうかと考

えております。その上で、年明けの２月ごろ、第３回目の会合で「講じようとする施策」

につきまして御審議をいただきまして、あわせて「動向に関する年次報告」の案につ

いて事務局から御説明を申し上げたいと思っております。  

○部会長 ただいま事務局から御説明がありました今後の進め方について、事務局

案のとおりでよろしいでしょうか。  

   

              〔「異議なし」の声あり〕  

○部会長 異論ないようでございますので、それでは、そのようにさせていただきます。  

   

   

   

   

６ 資料説明  

   

○部会長 本日は、第１回の会合として、「食料、農業及び農村の動向に関する年次

報告」の編成方針について議論することとしますが、事務局から「食料・農業・農村の

現状」と「平成 11 年度食料、農業及び農村の動向に関する年次報告」の主要検討課

題案についての資料を提出していただいておりますので、まず、その説明をお願いい

たしたいと思います。  



○事務局 それでは、お手元の資料№３(掲載省略）について、まず御説明申し上げ

たいと思います。  

 本日当部会で御審議をいただきますのは今年度の年次報告、いわゆる食料・農業・

農村白書でございますが、その主要検討課題でございます。これから御説明をいたし

ます資料№３（掲載省略）の資料でございますけれども、本日の御審議の参考として

いただくために、最近の動向について特徴的な動きを中心に取りまとめたものでござ

います。その意味で全体をまんべんなく網羅したものではないということをあらかじめ

御了承いただきたいと思います。早速でございますが、目次を開いていただきますと、

この資料は大きく三つのパーツから成っておりまして、１ページ目のⅠにありますよう

に、まず最初が「食料供給の動向」ということで、最近の動きを資料としてまとめており

ます。また、２ページから３ページにかけまして、二つ目の大きな柱としまして、「農業

生産及び農業構造の動向」についてまとめております。最後に、Ⅲにありますように

「農村の動向」ということもまとめております。  

 早速でございますが、次の４ページ以降でございます。最近の経済動向は、御承知

のように景気の低迷ということで、経済成長率もこの２年マイナスでございますし、５

ページの表などをごらんいただきますと、実質賃金もここ２年連続して対前年で下回

っている。 こういう状況の中で、７ページにありますが、非農家世帯、一般世帯の１

人当たりの食料消費支出を見ましても、平成９年度以降、対前年でマイナスが続いて

おります。食料消費という最も基礎的な支出項目につきましても最近は支出が伸び悩

んでいるということでございます。  

 こういった消費の動向も背景といたしまして、９ページにありますように、最近の我が

国の農産物の輸入も大きな動きはしておりません。停滞ぎみということでございます

が、平成 10 年度は御承知のように年末に野菜が高騰いたしました。その関係で野菜

などにつきましては輸入量がかなり大きく伸びているというのが特徴でございます。  

 11 ページは最近の食料品の消費者価格の推移でございます。今申し上げましたよ

うに全体としては動きは落ちついておりますけれども、生鮮野菜や生鮮果物につきま

して、この表の中ほどにありますが、平成 10 年度の秋から今年度の初めにかけて大

きく高騰した部分、一時そういう局面もございました。  

 12 ページ以降は、食生活という視点から見た幾つかの特徴的な動きをまとめたとこ

ろでございます。  



 まず、12 ページから 13 ページにかけましては、「食」の外部化・サービス化ということ

でございます。外部化・サービス化ということは言われてかなり久しいわけでございま

すが、13 ページの上のグラフをごらんいただきますと、食料消費支出に占めます調理

食品なり外食の支出割合がコンスタントにシェアを拡大しておりまして、最近の数字で

は全体の食料消費支出の４分の１以上を占めております。約 27％ということでござい

ます。  

 また、こういった調理食品なり外食への支出の特徴的な動きでございますが、13 ペ

ージの下のグラフをごらんいただきますと、外食につきましては、バブルがはじけて以

降頻度も１回当たりの単価もほとんど横ばいでございますが、いわゆる「中食」でござ

います弁当類への支出につきましては、単価は上昇しておりませんが、頻度が相当

大きく伸びているというのが特徴でございます。  

 14 ページ、15 ページは最近の話題ということで、食料のロスなり廃棄の問題でござ

います。残念ながら我が国におきましては食料のロスについての全国的な統計がま

だございません。12 年度で農林水産省としまして新たな調査をすべく、今予算要求も

しておりますが、ここにお示ししてありますのは京都市の事例でございます。平成４年

と平成９年に、ごくわずかのサンプルで調査したものがございます。右上の表の下か

ら二つ目の段をごらんいただきますと１世帯１日当たりの食べ残しの量というものが

ありますが、平成４年に比べまして平成９年は、若干ですが増加しております。このよ

うに食料ロスも最近ふえているのかなということを知る手がかりでございます。  

 16、17 ページは、三つ目の問題でございますが、子供たちの食生活の問題というこ

とで取り上げてみました。17 ページの上の方に小さな表がありますけれども、男女別

に見まして、特に若い世代では、エネルギーだけではなくてカルシウムや鉄といった

微量元素の摂取比率でございますが、必要とされる量に対しましてかなりの程度それ

を下回っているという問題がございます。  

 また、小学生や中学生の最近の食事の状況を調べたグラフを中ほどに載せており

ます。これは金曜日と土曜日。土曜日は学校の授業がない日でございますが、この２

日間連続して調べたものでございます。エネルギーやカルシウム、鉄分の摂取状況

が示されておりますけれども、いずれも第２日目、学校に行かない日の栄養素の摂取

状況が必要量を下回っているということが一つの特徴でございます。  

 下の方には欠食児童生徒の割合も載っておりますけれども、休日の方が特に朝食

での欠食が多いということでありまして、このように２日目の食事の状況が悪くなる要

因としまして、一つは家庭で菓子類や清涼飲料水といったおやつによります栄養摂取



が大きくなって栄養バランスが悪化するといったことが考えられますし、学校給食の重

要性ということもあるわけでございますが、全体としまして子供たちの食生活を栄養バ

ランスのとれた健全なものにしていくためには、家庭における食事はもちろんのこと、

中食、外食という食生活全体のあり方を見直す必要があるということがこういった資

料からもうかがわれるところでございます。  

 18、19 ページは、子供たちの「食」に関する関心・知識について、家庭のお母さん方、

主婦の方のアンケート結果であります。一般的に関心はあるが知識が不足している、

あるいは関心も知識も不足している、といった認識を示されている方の割合が多いこ

とがこの資料から見てとれます。  

 20 ページ以降、四つ目の課題としまして表示の問題でございます。消費者の方々

は鮮度、健康、安全性に対する関心が非常に高まっておりまして、「消費者行政に望

むこと」という右上のグラフをごらんいただきましても、品質や表示についての制度の

充実、安全性を確保するための対策の充実といった要望が高くなっております。先般

の国会におきましてＪＡＳ法の改正がなされました。こういった消費者の関心の高まり

を踏まえまして、品質表示の面で、すべての生鮮食料品について原産地表示をする

ということ、あるいは有機食品について認証制度を新たに設けるといった制度の充実

を図ったところでございます。  

 22 ページ以降、「遺伝子組換え食品の表示問題」。これもマスコミ等で取り上げてお

りましたので、委員の方々は既に御存じのことかと思いますけれども、検討会での結

果を踏まえまして本年８月に、消費者の要望にこたえ、遺伝子組換え食品の含有が

科学的に立証可能な指定食品につきまして表示を義務づけることを内容とした最終

報告書が取りまとめられたところでございます。  

 24 ページ以降は「食料供給」ということで、自給率の問題について記述しております。 

この関連では 29 ページをごらんいただきたいと思います。我が国の食料自給率は、

供給熱量ベースで見まして、昭和 40 年度の 73％から、最近では 41％まで、この 32

年間に 32 ポイント低下しておりますが、この要因といたしまして、長期的な観点から

見ますと、自給品目であります米の消費が減尐してきた、あるいは油脂類や畜産物

の消費がふえてきた。それに対応して、こういった消費の増える品目の生産がいずれ

も国内ではなかなかできない。特にえさなどの生産が難しいということもあって、低下

の要因は、長期的に見ますと、棒グラフにありますように主に食生活面での要因によ

るということになるわけでございますが、その大きな流れの中で、昭和 60 年度以降最

近までの動きについて同じように要因を見てみますと、最近の自給率低下の要因とし

ましては、麦や大豆、あるいはイワシがとれなくなったといったように魚介類の生産が



落ちてきているということもかなり大きな要因になっております。このように需要面、生

産面両方の要因が自給率低下の背景にあるということを御説明するための資料でご

ざいます。  

 次に、ちょっと飛んでいただきますが、32 ページ以降は食品産業について取りまと

めております。その中で 34 ページ、35 ページをごらんいただきたいと思います。  

 35 ページの図でございますが、全国一本として見まして、消費者の飲食料への最終

の消費額が平成７年の数字でありますが、80 兆円。一番右端のところでございます。

この 80 兆円という支出が、生鮮食品の購買ということで約 20％、加工品の消費に約

50％、外食として 30％という比率で使われております。この絵の左端に「農水産業」と

ありますが、原材料となります農水産物、国内生産で約 13 兆円、生鮮品等の輸入で 

3,000 億円強ということで、こういった原材料、食料品が直接消費に向けられたり、加

工に仕向けられたり、あるいは外食産業の原材料となったりということで、こういった

流れを経ながら、今申し上げたような形態で消費をされておるわけであります。  

 右の下に小さな表がありますけれども、平成７年では 20％・50％・30％という構成比

になっておりますけれども、長期的に見ますと、生鮮食料品という形で直接消費され

る割合が徐々に低下し、加工食料なり外食といった形で消費される比率が高まってき

ていることが読み取れると思います。食料供給の面で食品産業の果たす役割が増大

してきているということがこういった動きからも見てとれるところでございます。  

 そこで、36、37 ページでありますが、我が国の農産物、これから生産を高めていく際

に、現在ですと生鮮食品向けに国産の農産物の７割が仕向けられております。外食

や加工食品向けは３割であります。他方、37 ページの上のグラフを見ていただきます

と、輸入食料品は相当部分が加工や外食に仕向けられているという状況にあるわけ

でありまして、食品産業のニーズにこたえて国内農業生産を増やしていく、そういった

ところにこれからの努力の一つの分野があるかということでございます。そういう意味

で食品産業と農業との連携強化が大変重要になってきているということをお示しした

ものでございます。  

 40 ページ以降は国際関係の記述をしておりますけれども、国際的な需給あるいは

主要先進国での農政の動向につきましては、後ほど時間があればごらんいただきた

いと思います。  

 44 ページ、45 ページは、いよいよ来年の初めからＷＴＯの次期農業交渉が始まりま

す。今度の交渉は 21 世紀の世界の農産物貿易ルールの方向が決定されるという意



味で極めて重要な交渉になるわけでありますが、先般成立いたしました新しい基本法

に基づきます農政改革の進行と並行して行われる交渉になっておりまして、新たな基

本法の理念、あるいはこれに基づきます施策が国際規律の中で正当に位置づけられ

るようにしていくことが大変重要でございます。そのために国民の各界各層の意見を

踏まえた交渉方針を固めた上で交渉に臨むということで、これまでいろいろな方々、

団体の意見を聞きながら、去る６月末に「次期交渉に向けての日本の提案」ということ

で取りまとめられたところでございます。広く日本の主張を御理解いただくために、次

回の白書ではこういった内容についても記述をしてはどうかと考えているところでござ

います。  

 46 ページ以降は「農業生産及び農業構造の動向」について書いてございます。個別

品目の動きは省略させていただきまして、58 ページから 59 ページのところまで飛ばさ

せていただきます。  

 一つは米の生産調整でございます。平成 10 年、11 年と、過去最高の約 96 万 ha 規

模での生産調整を行っておりますけれども、その中で転作という形で米以外の作物を

つくるという土地利用の姿は約 57％の 55 万 ha ぐらいでございます。作物を作付けな

い形での生産調整というものも最近は増えているということでございます。  

 その中で、自給率の向上との関係もありまして、麦、大豆、飼料作物といったものを

これからどう水田作を活用しながらつくっていくかというのが大きな課題になりますけ

れども、61 ページの上の棒グラフをごらんいただきますと、過去、生産調整の実施面

積は年々かなり動いておりますが、こういった生産調整規模の変動に伴って大豆、麦、

飼料作物の作付面積も変わってきている。なかなか十分な定着が図られないという

のが一つの問題でございます。また最近は、農業者の高齢化の進展等によりまして

不作付け、今申し上げましたが、作物を作付けしない形での生産調整の取り組みが

増えているということで、昭和60年以降、耕地利用率の低下ということも問題になって

いるわけでございます。  

 そこで、60 ページの一番下のパラグラフにありますように、これから麦、大豆等を適

切に組み合わせた水田農業を確立して、需要に応じた米の計画的な生産とともに、

水田を活用した麦、大豆の作付けの進行ということが大事になってきます。こういった

ものを適切に組み合わせて農業経営全体として所得を確保していくということが課題

でございます。  

 麦につきましては、64 ページにありますように、実質的に全量政府が買い入れてい

た従来の仕組みから、市場原理をより一層生かすようにした仕組みへ転換していくと



いう取り組みが既に始まっております。12 年産の麦につきまして既に入札が行われま

したし、それに伴って契約栽培という形で進められているという状況を紹介してござい

ます。  

 次に 68 ページ以降でありますが、今度は畜産の分野での幾つかの課題を書いてお

ります。一つは国内での飼料生産の問題でございます。  

 自給飼料の生産を進めることは、自給率の向上だけではなくて、経営の安定、ある

いは家畜排泄物の草地への還元ということで、畜産環境問題などへの対応上も大事

な課題でありますけれども、実態としてはなかなか拡大していかないという現状でご

ざいます。  

 69 ページの中ほどに、どういったところがネックになっているかということで棒グラフ

が出ております。労働力の不足、利便性の問題といったところが多いわけであります

が、これからの飼料生産の拡大に向けての課題ということで、一番下の棒グラフにあ

りますように、コントラクター、一種のアウトソーシングでありますけれども、そういった

取り組み、あるいは施設整備の一層の充実といったことが必要になってきているわけ

でございます。  

 もう一つ畜産関係でこれからの取り組みの課題としまして、畜産経営の円滑な継承

ということがございます。何らかの理由で経営をやめられる方々の持っている農地や

施設を新たに農業に参入してくる人たちに円滑に譲り渡すシステムが必要になってき

ているということで、検討会も開かれ、来年度から新たな取り組みを行うための予算

要求もしているところでございます。  

 72 ページ以降は、技術開発の問題、特に遺伝子組換え技術の問題を書いてござい

ますが、後ほどお読みいただければと思います。省略をさせていただきます。  

 76 ページ以降は、生産面、特に環境問題についてでございます。農業生産を行うこ

とによって環境に与える負荷をできるだけ尐なくしていくという環境保全型農業の取り

組みということが大変注目されております。市町村レベルでいきますと約 1,000 の市

町村で既に「環境保全型農業推進方針」が策定され、取り組まれておりますけれども、

77 ページの下のグラフにありますように、市町村におきましては、生産者の意識が低

いとか、生産技術が未確立といった問題もありますし、農家の側からみましても、こう

いった農法では収量が不安定、あるいは労働力がかかり過ぎるといった問題も指摘

されております。  



 そこで、78 ページ以降、耕種部門につきましては、こういった環境保全型農業への

取り組みを促進するために、堆肥による土づくりと化学肥料や農薬の低減を一体的

に行う生産方式を導入する農業者に対して一定の支援をしていくための法律が新た

に先般の国会で可決成立しております。  

 また、80 ページでは、畜産の分野におきまして、家畜排泄物の適切な処理あるいは

リサイクルを推進するための法律も新たに成立しております。  

 また、82 ページにありますように、食品産業も含めた全体としての食品や農畜産物

に由来します有機性の資源のリサイクルを進めていく。一つの例が、堆肥化をして農

地に還元していくことを促進する一環として、肥料取締法の改正をいたしまして、堆肥

の成分等の品質表示を義務づけたところでございます。  

 84 ページ以降は、「担い手、農業経営及び生産基盤」について、まず、農家戸数や

就業人口の推移について数字を載せておりますが、ここは説明を省略させていただ

きます。  

 94 ページでは、一般的に農業従事者が数の減尐あるいは高齢化が進んで脆弱化

してきているという現状の中で、新たな就農者の確保が課題になっております。最近

では 39 歳以下の方々の新規学卒就農者と、かつての仕事をやめて農業につかれる

離職就農者を合わせた数が約 9,700人ということで多尐は増えてきておりますけれど

も、我が国の将来にわたる担い手を安定的に確保するという意味ではまだ十分な水

準とはなっておりません。こういった新規就農される方々の営農面あるいは生活面で

どういう点が問題になっているか、どういう点に支援が必要かといったことを 95 ページ

の棒グラフで載せてございます。  

 最近は就農形態も多岐にわたってまいりまして、就農経路によって必要とされるニ

ーズも多様でございます。国、県、市町村等関係機関の連携をとりながら適切な支援

をしていくということが課題でございます。  

 96 ページ以降は農業の担い手ということで、特に専業的、プロ的な農家として、いわ

ゆる効率的・安定的な農業経営の育成という観点から、認定農業者制度というものが

ございます。望ましい農業構造をつくっていくということからしますと、こういった経営

者が生産の相当部分を占めるような農業構造にしていくというのが一つの課題でござ

います。既に認定農業者として約 14 万の経営の方々が認定を受けておられます。全

国的な分布につきましては右に地図が載せてありますけれども、北海道、東北あるい

は九州といったところで認定農業者の方の比率が高いことが見てとれます。  



 次に 98 ページになりますが、一方では、専業的で、効率的・安定的な経営体を数多

く育てていくための政策も重要でありますが、他方、我が国の農業生産を維持してい

くという面では、特に兹業地帯を中心に、農業集落の構成員が役割分担をしながら、

その地域の農業を支えていくという取り組みも大変大事なものとなっております。全国

で、最近のデータですと約 8,000 の集落営農と呼ばれる取り組みが行われておりま

す。地域的にかなりの差がありまして、一般的には兹業地帯でこういった形での取り

組みが多いということが 99 ページのグラフでごらんいただけると思います。こういった

集落営農につきましても、その役割をきちんと位置づけ、安定的に地域農業の維持・

発展のために機能するように必要な支援もしていかなければならないという状況でご

ざいます。  

  100 ページ以降は農村の女性の問題でございます。農業就業人口の６割が女性で

すし、生産面での重要な役割はもとより、さらに最近の動きとして、食品加工や朝市な

どでの販売分野で女性の方々だけで事業を起こされるという事例も増えております。

上から４行目にありますように、平成 11 年は約 6,000 のこうした取り組みが報告され

ております。この２年間で５割ぐらい増えているということでございます。事業を始める

に当たっていろいろな困難もあるわけでして、 101 ページに「起業時に直面した問題」

ということでアンケートの結果をお示ししてございます。生きがいを持って事業に取り

組んでいただくために、いろいろな困難をできるだけ軽減するような支援策も必要とさ

れているところでございます。   

 102 ページ以降は「農業経営」ということで、一つは規模を拡大していくための農地

の権利移動の関係。最近は賃貸借という形での流動化が進んできておりますけれど

も、 103 ページの中ほどのグラフにありますように、北海道、都府県、それぞれ一定

規模以上のかなり大きな規模のところに農地が集積されつつある状況が見てとれま

す。  

 もう一つ、 104 ページ、 105 ページでは、一般に農業経営は家族経営ということで

ありますけれども、法人形態での経営も尐しずつ増えてきております。農地の権利を

取得して農業経営を行うことができる農業生産法人が最近では 5,000 を超えるところ

まで来ておりまして、形態では有限会社が中心でありますけれども、一つは経営形態

の選択肢を広げるという意味で、生産法人の一形態として株式会社を認めるという方

向での検討が行われておりますし、生産法人の活性化のために事業要件などの見直

しも現在進められているところでございます。  

  106 ページ以降は、農業生産での重要な資源であります農地あるいは農業用水の

最近の推移ということで資料をつくっております。これまで我が国の農地面積のピーク



は昭和 36 年の 608 万 ha 強でありました。その後年々かい廃が進みまして、一方で

拡張もありますけれども、かい廃の方が上回ってまいりまして、平成 10年では 500万

ha を切りまして 491万ha になっております。かい廃の主な要因でありますが、都市圏

では住宅等の転用需要が多く、地方では、特に中山間地域におきまして耕作放棄に

よって農地がつぶれている比率が高くなっております。これをどう止めていくかという

のが大きな課題になっているということでございます。  

  108 ページ、 109 ページでは、もう一つの重要な資源であります農業用水、水のこ

とでございます。平成８年の数字で、全国での１年間の水の使用量は約 890 億ｍ３で

ありますが、農業用水にはその約３分の２が使われております。農業用水は、農地へ

のかんがい目的だけではなくて、中ほどに書いてありますように景観形成、親水、生

態系・水質保全などいろいろな役割を果たしているわけであります。こういった機能を

十分果たしていくためには農業水利施設の適切な維持管理が不可欠でありますが、

最近ではこういった管理もままならなくなってきているのが現状でございます。こういっ

た面でのこれからの課題ということで年次報告の中で尐し扱ってはどうかと考えてお

るところでございます。   

   

   110 ページ以降は農業生産基盤の整備の状況でございます。土地改良事業はい

ろいろな効果がありますけれども、 111 ページをごらんいただきますと、水田でみた

場合一定の区画以上の整備が既に 56％程度まで進んでおりますが、こういった事業

の結果、農業の生産性が上がってきている。稲作の 10ａ当たりの労働時間が過去 30

年間で３分の１程度にまで減ってきているということ、あるいは圃場整備をしたところ

では耕作放棄になる率が非常に低いということも中ほどのグラフでごらんいただける

と思いますし、圃場整備を一つのきっかけとして農地の流動化が促進しているという

ことも効果として挙げられるところでございます。   

 112 ページ以降が「農村の動向」ということで、人口の動きなどにまず触れておりま

すけれども、一般に農村、ここでは非ＤＩＤ地区、すなわち人口集中地区でない部分を

みておりますが、そこでは人口減尐が起こっております。特に 113 ページの下のグラ

フをごらんいただきますと、中間農業地域や山間農業地域での人口減尐が大きいこ

とが見てとれます。地域の活性化、維持のために、農業の振興とあわせて就業機会

の確保や生活環境の整備といったいろいろな取り組みが必要になってきているという

ことを 112 ページの下の方に記述しております。  

 114 ページ以降は「農業集落の変容」に関する記述として、全国に約 14 万と言われ

ております農業集落の人口の減尐等に伴いまして、その維持が困難になってきてい

る地区も見られるわけであります。最近では道路の整備等交通手段の発達・改善に



よりまして、人口集中地区へのアクセス時間がだんだん短くなってきておりますけれ

ども、アクセスの条件が整わないところでは集落が減尐してきていることが右のグラフ

から読み取れるのではないかと思います。  

  116、 117 ページは「中山間地域の農業生産条件の特質」ということで、傾斜地が

多いことから全般的に中山間地域は農業の規模も小さいですし、土地基盤整備、生

産基盤の整備率も平地と比べますとまだまだ低い水準にあります。また生産性も低

いということで、中山間地域での農業をどう維持するかというのが一つの課題となって

おります。  

  118 ページ以降は「多面的機能の発揮」ということで、農業が適切に継続されてい

ることに伴いまして、農産物の供給以外に国土の保全、水源の涵養等多面的機能が

あるわけですが、こういったものに対する国民の関心が徐々に高まってきております。

国民の理解と支持を得る上で、多面的機能について適切な評価をし、情報提供をし

て、さらに一層理解を高めることが一つの課題でございます。  

 多面的機能の維持・発揮ということからいきますと、先ほど申しました条件の悪い中

山間地域でいかに農業を継続的にやっていくようにしていくか、その条件整備が大事

でありまして、御存じのように来年度から中山間地域等で直接支払い制度というもの

を実施するということで、今予算措置等の検討を行っているところでございます。  

  122 ページ以降は「農村の活性化」ということで、農村は農業生産の場であり生活

の場であるということで、生活環境の整備も大事なわけでありますが、 123 ページの

上のグラフをごらんいただきますと、特に汚水処理等の施設の普及率が都市と比べ

て町村はまだ大変整備がおくれているという状況がおわかりいただけるかと思います。

生活環境の整備に当たりましては、それぞれの市町村ごと、あるいは集落ごとでの整

備も大事でありますけれども、いろいろなサービスについて複数の市町村で整備をし

ていく広域的な取り組みも大事でございます。こういった生活環境等の整備が農村の

活性化という面で大事な課題になっているということでございます。  

 それから、農村では全国平均に比べて高齢化が進んでおります。 124 ページに数

字が出ておりますように、農村では要介護者のいる世帯の割合も都市に比べて倍ぐ

らいございます。こういった農村におきまして高齢者の方々もできるだけ元気に活躍

ができるような条件整備とともに、いったん介護が必要になった場合に、それを地域と

して支えていくような整備も非常に大事になってきているということをごらんいただくた

めの資料でございます。  



 最後になりましたが、 126 ページ以降は、農村の活性化の手法としまして、都市・農

村交流ということについて記述をいたしております。グリーン・ツーリズム、すなわち都

市の生活者に農村に滞在して農林水産業のいろいろな体験をしていただくという取り

組みでございます。実態を見ますとまだ必ずしも十分とは言えない。いろいろ推進を

する上での課題もございます。  

 同じく交流の一環としまして、子供たちに農業体験をしてもらう。そういう体験の機会

をできるだけ増やすことが人格形成という面でも大事だという認識が高まってきており

ます。農林水産省と文部省とで連携をしまして長期の自然体験村といった事業も行っ

ておりますし、小中学校におきましては授業の一環として農業を体験させるという取り

組みもかなり行われております。農林水産省でもこういった取り組みにできるだけの

支援をするということで、事例的ではありますけれども、地方の農政局の職員が小学

校に出向いて授業をするというふうなことも大変好評のうちに行われているところでご

ざいます。  

 以上、最近の食料・農業・農村をめぐる状況ということで御説明申し上げました。こう

いったことを踏まえて、本日の審議会では、資料№５（後掲）でございますが、年次報

告の主要検討課題というものを御議論いただくということでございます。  

 その前に資料№４（後掲）をごらんいただきたいと思います。これは新旧の基本法に

おける年次報告などの規定ぶりに関連する条文を整理したものでございます。  

  「年次報告等」といたしまして、新しく食料・農業・農村の動向について報告をする、

あるいは講じた施策について報告をするという点は、旧農業基本法におきましても、

その範囲は違いますけれども、農業の動向ということで国会に報告するという点では

同じでございます。また、食料・農業・農村の動向を考慮して「講じようとする施策」を

明らかにした文書を作成して国会に提出するという点も同じでありますが、当審議会

との関係では、従来の基本法では、動向の記述の中身につきまして審議会で御議論

いただいて意見をいただくということになっておりましたところが、新しい基本法では、

「講じようとする施策」について審議会の意見を聞くということになっているわけでござ

います。位置づけは審議会との関係では尐し変わっております。  

  また、新しい基本法のもとでは、国だけではなくて地方公共団体、農業者の方々、

あるいは食品産業の方、消費者の方それぞれに、基本法の四つの理念を実現する

ため、あるいは基本理念に沿った役割分担のもとに日々行動していただくための規

定が７条、８条、９条、10 条、12 条といったところに書かれているわけでございます。  



  国の責務としましては、施策を総合的に策定し実施することのほかに、情報提供を

していく。「基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない」と７条

の２項に規定されておりまして、白書、いわゆる動向編につきましても、国としての情

報発信という意味で基礎的な大変大事な役割を担うものではないかと思っておりま

す。  

 地方公共団体などの責務も、従来の基本法では「国の施策に準じて施策を講ずる」

となっておりましたが、今回は国との適切な役割分担を踏まえて、それぞれの「地方

公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施す

る」ということで、役割分担ということが明示されております。  

 以下、農業者の方々、国民の各界各層の方々の自発的な参加といいますか、役割

分担と認識のもとに新しい基本法の理念を実現するように行動することが期待されて

いるわけであります。そういう中で、この白書、すなわち年次報告がどういう役割を担

ってくるかということを御説明申し上げました。  

 そこで、資料№５（後掲）でございますが、１ページの上半分のところは今申し上げま

したので説明を省略させていただきます。  

 ２のところ、「平成 11 年度白書（動向編）の作成をめぐる背景」という部分。白書が公

表されますのは来年の春でございます。つまり、新しい基本法の最初の白書であり、

食料・農業・農村基本計画の公表と同時になされることになります。したがいまして、

本年度の白書は新しい基本法のもとでの新しい農政の展開、特に基本計画の内容と

なる具体的な施策について国民各層の関心を高めるとともに、これについての理解

を深めていただく、そういう役割を担うものと考えております。  

  こういった基本的な考え方に立ちますと、（２）にありますように、新基本法の四つ

の基本理念を念頭に置きながら、食料・農業・農村の動向と そこで直面する課題、今

後展開される具体的な施策の方向やその必要性について、広く国民の方々の理解

が深まるような内容とすることが大事ではないかと思われます。  

   

    また、先ほども資料で触れましたが、ＷＴＯ次期交渉につきましても、我が国のこ

れに臨むに当たっての考え方について、白書の中でより一層国民の方々に御理解い

ただくことも必要ではないかと思っております。  

   

   ２ページになりますが、それでは具体的にどういう方向でつくるかということであり

ますけれども、上の（２）にありますように、私どもといたしましては、食料、農業、農村



という三つの章を立てまして、基本計画の内容、背景、施策の方向等を総合的に紹

介する。それから、何よりもできるだけ多くの方々に読んでいただくことが大事であり

ますので、濃淡をつけながら、わかりやすく読みやすい白書にしていくことを第一義に

考えたいと思っております。  

  それから、（３）にありますが、先ほど該当条文を引きながら御説明いたしましたが、

今回の白書の作成に当たりましては国民各界各層の参画が大変大事ではないかと

思っております。白書の中身、検討内容自体につきましてもできるだけ多くの方々の

意見をお聞きし、それを記述に反映させたいと思っております。既に都道府県には白

書で取り上げるべき項目等についてお尋ねをしている最中でございます。  

  それから、４にありますが、具体的な中身につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに食料、農業、農村という三つの大きな柱立てで白書を つくっていきたいと考えて

おりますが、その第１の柱が「食料の安定供給」であります。将来にわたって国民に良

質な食料を合理的な価格で安定的に供給することを目標とした食料政策の構築が重

要な政策課題ということで、我が国の食料需給構造の実態や自給率の向上のあり方

について分析・検討を行うとともに、ＷＴＯ次期交渉と絡みまして主要国の農業政策な

どについて、これは我が国の今後の政策とも非常に密接な関係を有しますので、分

析・検討したいと思っております。  

  具体的な中身は、２ページの下の方に①、②とございますが、一つは自給率の低

下要因について長期、短期両面から分析することによる、我が国の今後の自給率向

上に向けた施策の方向等についての整理・検討でございます。平常時だけではなくて、

不測時の食料安全保障の確立に向けた課題についても整理をしたいと思います。  

  二つ目が食料消費の面での現状と課題ということで、特に若い世代の栄養摂取バ

ランスの偏り、ロスの問題等についてできるだけ情報を集めて整理をしたいと思いま

すし、中でも「食農教育」ということで、学校教育などが典型的でありますけれども、い

ろいろな取り組みが各地で行われております。そういった事例なども御紹介したいと

思います。消費者の関心の高い表示の問題等の情報提供のあり方についても整理

をしたいと思っております。  

  ３番目が食品産業の問題でございます。全体としての生産から消費者に至るまで

の物の流れ、食品産業が抱える問題、環境対策等の問題、農業と食品産業との連携

強化の問題等について触れたいと思っております。  



  国際関係では、国際的な需給の動向、農産物貿易の構造の変化、諸外国の農政

の動き、国際協力といった問題とともに、ＷＴＯへの日本のポジションというものをほ

かの国の主張などともあわせまして、全体的な構図という形で整理をしたいと思いま

す。  

 内外価格差についても、スペースは割けないかと思いますが、記述をしていく必要

があるのではないかと思います。  

 二つ目の項目は農業の持続的発展ということで、食料の安定供給と持続的な農業

生産の維持を図る上での基礎的な条件として育成していかなければならない広域的、

安定的な経営が相当部分を担うような構造をつくっていくということが大きな課題でご

ざいます。  

  また、国内の農業生産の増大を図る上で、需要のニーズに即応した生産を進めて

いくことも不可欠の要素でございます。特に水田を中心と  した土地利用型農業の活

性化が大きな課題になっておりまして、そういった課題全体に対応していく上での基

礎的な現状の分析といたしまして、担い手や生産の動向、あるいは農地、農業用水、

技術開発等についての現状分析、先進的な事例の紹介にできるだけ努めていきたい

と思っております。具体的な内容は、同じように①以下６項目にわたって書いてありま

すが、労働力や新規就農についての分析、認定農業者の動向、さらには、先ほども

御紹介いたしましたが、地域農業を維持するための集落営農といった形での取り組

みなどについて分析をしたいと思っております。  

 また、女性や高齢者の役割についても触れたいと思っております。  

 それから、これまでの年次報告ではあまり触れていないのですが、農地や水資源の

問題、生産基盤の整備といった問題につきましても記述してはどうかと考えておりま

す。  

 ⑤にあります主要な農産物についての需給動向や市場原理をより一層反映した価

格形成、そういった特徴的な動きも分析したいと思っておりますし、自給率向上との関

係で特に大事な麦や大豆、飼料作物の生産を拡大していく上でのいろいろな条件、こ

れにつきましては先進的事例を集めまして、さまざまな地域での具体的な工夫例を紹

介して、生産者の方々を中心にイメージをつかんでいただいてはどうかと思っており

ます。  

 環境問題についても触れたいと思います。  



 ３番目の大きな柱であります「農村の振興」では、先ほども資料で御説明いたしまし

たが、農村は農業の持続的な発展の基盤となる役割を果たしているということで、多

面的機能が発揮される場でもあります。こういった農村の維持、活性化に向けてのい

ろいろな課題について整理をしたいと思っております。  

 具体的な項目は、５ページになります。亓つの項目に分けまして、まずは人口や集

落の変容について、いろいろ変化しつつある姿を整理したいと思います。特に条件が

不利な中山間地域での生産、そこでの多面的機能の発揮のための条件整備につい

て、直接支払いなども紹介しながら、必要性をご理解いただくためのわかりやすい記

述にしたいと思っております。  

 それから活性化のためのさまざまな取り組み、あるいは都市・農村交流についても

具体的事例をできるだけ多く示しながらまとめたいということでございます。  

 何度も繰り返しますけれども、できるだけ読みやすいものにするということで、５の

「その他」に書いてありますが、グラフを使ったり、要約をつけたり、コラムという欄を設

けて、肩の凝らない形で、重点的な課題についての理解を深めていただく工夫もした

いと思っております。  

 事務局からの説明は以上で終わらせていただきます。  

○部会長 豊富な資料を使っていろいろ御説明いただきまして、どうもありがとうござ

いました。    

   

   

７ 質疑   

○部会長 それでは、今の御説明を踏まえまして、御質問、御意見等がありましたら、

どなたからでも自由に御発言いただきたいと思います。 どうぞ。  

○専門委員 主として資料№５（後掲）に関係して申し上げたいと思います。  

 最初に、１ページの２の（３）に、ＷＴＯの次期交渉に臨む考え方云々というところが

あるわけでございます。もちろん新しい基本法のもとでの最初の白書になるわけです

けれども、ちょっと考えていただきたいのは、いろんな政策なり国民の農業観、食料観

等すべてに共通してると思いますけれども、日本の農業の特性というようなことを改

めて確認するちょうどいい時期ではないかと思うわけであります。  



 特にＷＴＯの交渉ということになりますと、欧米あるいはオーストラリアといった農業

の構造が随分違う地域、国々といろんな形で渡り合う、あるいは共同歩調をとれるも

のはとるということになるわけですけれども、この場合日本は残念ながら非常に尐数

派でありまして、非常に特徴的な農業を持っている、ここを踏まえておくことがかなり

重要な気がいたします。  

 いろんな見方があるかと思いますけれども、一つは、今申し上げましたけれども、水

田農業と、畑作なり草を利用した乾いた農業といいますか、この違いがあるわけでご

ざいます。これが恐らく農業と環境の関係についての国民の認識の違いにもかなり反

映されているように思います。  

 あるいは、今の農法の違いとリンクしておりますけれども、欧米の場合には基本的

には農場制農業ということで経営の独立性が非常に強い。こういう言い方ができるか

と思いますけれども、これに対しまして日本の農業の場合、水田、集落制の農業とい

う言い方ができるかと思います。つまり、隣の農地がきちんと耕作されていて初めて

自分の農地も良好に耕作できるという、お互いがお互いを支え合うような関係がある

わけでございます。したがって非常に難しい問題もいろいろ出てくるということがある

わけですけれども、このあたりを一度確認しておくことも意味があるんではないかとい

う点がございます。これは中山間の直接支払制度の日本流のやり方とヨーロッパの

やり方の違いとか、こんなところにも実はかかわってくるように思います。せっかくの

節目の白書ですので、こういう基本のところを確認することに意味があるのではない

かと思います。  

 それから、２ページの３の（３）に「関係各層に意見を求め」ということがございまして、

これは全く賛成でございます。私はもう尐し踏み込んで、先ほど新しい基本法の中で

消費者、事業者等々の役割というものがうたわれているということの御紹介がござい

ました。その意味では、各界各層に意見を求めこれを記述に反映させることはもちろ

んでありますけれども、むしろ主体的に一人称で語ってもらうようなことがあっていい

んではないか。つまり、消費者の立場からどう考えてるんだとか、事業者の立場から、

さらに言えば農産物を日本に供給している外国の側から日本の農業や食料の問題

に対してどう見てるのかといったような形で、むしろ白書づくりに参加していただくぐら

いのところまで考えていいんではないかと思います。もちろん、余りにも極端な議論を

拾い上げてもしようがないわけでありますけれども、全体のトーンに沿ったものである

ならば、むしろもう尐し踏み込んで、その守備範囲を広げていっていいんではないか

と思います。  



 農業のパートにつきましては、全体として私は非常によくカバーされていると思うわ

けでありますけれども、特に４ページの、調査課長からの御説明では、生産基盤の整

備ですとか、そういったことも今回尐し強調してみたいということがあったわけでありま

すけれども、私はこれはこれで大賛成でありますけれども、農地の問題、水の問題、

人の問題は基礎的な農業資源という意味では共通しているだろうと思うんです。した

がいまして、基礎的な農業資源の確保と、それがいかに有効に利用されてるのか、あ

るいは維持管理、メンテナンスにどういう問題が生じているかという、いわば一環した

視点で記述するということがあっていいんではないかと思います。これは食料の安全

保障や安定供給の問題に結びついてくるわけですので、もう尐し問題のストラクチャ

ーがはっきりしたような、基礎資源の確保、その中身としては農地があり、技術を持っ

た人があり、あるいは水、またそれをどう有効に利用するか。減反、転作の問題はそ

の意味では問題をはらんでるというような整理ができると思いますし、尐し整理の視

点を太い線を出していただいていいんではないかと思います。  

 長くなって恐縮ですけれども、もう一つ、４ページに「農村の振興」ということがあるわ

けであります。資料№３の資料の中にも、下水処理の普及率ですとか、よく見るデー

タが出てきているわけでありまして、これはこれで大事な情報提供だと思うんですけ

れども、私は今回の基本法の農村政策についてのスタンスは次の点で古い基本法と

違うんだろうと思います。  

 一つは、古い基本法はあくまでも農業者の生活水準の均衡のために農村を整備す

るという位置づけだったわけですけれども、今回は農家のみならず、非農家あるいは

そこに訪れる人も含めた、こういう人を全部対象にした農村の政策あるいは課題、こ

ういう位置づけになっている点があろうかと思います。  

 もう一つは、これは私の勝手な解釈でありますけれども、これまでは農村というのは

基本的におくれた地域である、あるいは残された地域である。それを何とか引っ張り

上げる、こういう発想だったと思いますけれども、今回の基本法の基本思想の中には、

農村はそれとしてすぐれた存在であって、したがって 21 世紀の日本によい農村を残

す必要があるんだ、こういうスタンスだろうと思うわけであります。  

 私は、下水がおくれてるとか道路という問題はありますけれども、この扱い方も、農

村のよさをきちんと認識した上で、それをうまく発揮させるために追加的に何が必要

か、こういう書き方にむしろ転じた方がいいんではないかと。ややもすると、何が足り

ない、これが足りない、あれが足りないという、聞いていて余りおもしろくないトーンに

なりがちでございますので、このあたりは尐し工夫していいんではないかと思います。  



 最後に、資料№３（掲載省略）の４ページから７ページあたりに我が国の食料の消費

についての分析があるわけですが、特に栄養素の問題につきましてはかなり個人差

や年齢差があるという指摘があるわけであります。同時に、私は食料の消費構造そ

のものも、平均値あるいは総計値だけでは実態をつかみ切れない問題が出てきてい

る、あるいはこれから出てくるんではないかと思います。  

 端的に言いますと、国民の中での所得格差の拡大や、残念ながら低賃金、低所得

に甘んじなければならない層が社会の中で、大きな問題性といいますか、意味を持っ

てくる可能性があるわけでございます。高齢化ということも含めてでございます。そう

しますと、例えばエンゲル係数一つをとっても、一本で平均で議論するのと所得階層

別に見るのでは随分違ってくるはずであります。このことは農産物あるいは食料の価

格政策の意味合いという点にも、これは喜ぶべきことではないかもしれませんけれど

も、事実としてかかわってくると思います。したがいまして、消費の方もできるだけ階層

ということを視野に入れたアプローチを考えられてはいかがかと思います。  

 長くなりましたけれども、以上でございます。  

○部会長 大変貴重な御提案をいただいたんじゃないかと思いますが、その点いか

がでしょうか。  

○事務局 ◯◯専門委員から大変多岐にわたり御示唆に富んだ御意見をいただきま

した。具体的な手法については尐し時間をかけて検討させていただきたいと思います

が、できるだけ御意見の趣旨に沿った白書にするように努めたいと思っております。  

○部会長 ありがとうございました。  

 どうぞ。  

○専門委員 先ほど資料№４（後掲）で御説明いただきましたが、今までは講じようと

する施策は、政府の専決事項といいますか、基本的には政府が作成して対応した。

統計の利用とか動向についての政府所見について審議会としては意見を述べるだけ

ということだったわけですが、新基本法では講じようとする政策について審議会で意

見を聞くということですから、そういう面では委員の責任が相当重要になったのかと。

見識が問われるんじゃないかと思って、全然自信がないわけでありますけれど、一方

で緊張もあります。  

 このことは、基本法で定めております基本計画ですね。これは具体的な政策の基本

方針を定めるというわけでして、その基本計画を５年ごとに見直す。そうしたこととも



大きく関連しておるのかなと思うところです。先ほども資料№５（後掲）の最後の部分

で御説明がありましたけれど、いずれにしろ食料・農業・農村の政策について、国民

全体で考えていく、国民全体で評価していく。こういうことでないと今後の我が国の食

料・農業・農村政策は維持していけないとお考えになっているということなのかと思い

ます。  

 そう考えますと、「講じようとする施策」という言葉自身も難解な言葉遣い。国民全体

に理解してもらうという立場に立ちますと、これも難解な気がするわけですが、いずれ

にしろ、国民各層全体にとってわかりやすい施策の方向を示すものにぜひしていって

もらいたいし、していきたいと思います。  

 そういう部分で物足りないと言う人もいるかもしれませんから、そういうところは解説

版があっていいし、難しいと思う人には簡明なパンフレットやリーフレットみたいな形で

説明していくという部分もあっていいと思いますから、ここに書いてはございますが、

食料・農業を身近なものとして考えてもらう手だてに万全の対策を講じてほしいと思い

ます。  

 もう一点ですが、講じようとする施策について審議会の意見を聞くということとも関連

するわけで、お役所の皆さんが文書で書くということになると大変触れづらいことかも

しれませんけれど、我々であればもっと言い込んでいける部分が一つあります。それ

は、率直に言いまして、食料・農業・農村を考えるに際しましても、必要な他省庁と、

農水省にとどまらないで政府全体にかかわる他省庁との連携をどうするかということ

であります。 いろんなことがあろうかと思いますけれど、一つ挙げてみますと、大変

苦労されていることはよく承知しているんですけれど、地方都市の中心市街地がもの

すごく寂れてきている一方で、道路ができますと郊外に、それこそ無秩序なスプロー

ルがはびこってる。その一方で美しい農村風景が壊れている、農地も侵食されてると

いう問題があるわけです。これは一つの事例でありますけれど、食料・農業・農村政

策は多く他省庁と関連する、国全体で考えるべき施策であるべきだと思いますので、

そういう面ではそうした観点から施策を理解してもらう、打ち出していくという観点も大

変大事だと思いますから、そういうことを意識した取り組みにしていただきたいと思い

ます。  

○部会長 ２点ほど伺いましたけれども、これは……。  

○事務局 ◯◯専門委員の御趣旨は主として、講じようとする施策をどういうふうにし

てまとめ、国民の皆さん方にもわかりやすいものにしていくかという観点からの御意

見と承りました。それとの関連で、年次報告、いわゆる白書の部分につきましても、本



体の白書そのものだけではなくて、簡単なパンフレットのようなもの、エッセンスをまと

めたものは近年つくるようにしております。各地に出向いて最近の動向等をお話しす

る際には、もっぱら簡単なもので私どもも話をするわけでありますが、全部は読めなく

ても簡単なポイントだけわかっていただくというような工夫も引き続きやっていきたいと

思っております。  

○事務局 旧農業基本法では、６条の２項にありますように、農業の生産性、農業従

事者の生活水準の動向、これが旧農業基本法のエッセンスだったわけですが、その

動向を踏まえながらどういった形でそれが進んでいくかということを毎年検証しながら

やっていこうという考え方だったと思います。  

 今回の新しい基本法でもその基本的な考え方は変わっていないのだと思います。

新基本法に基づいて基本計画を本年度立てるわけですが、これを５年に一度見直し

ていくというフレームになっております。今年度、基本法の初年度につきましては、基

本計画をつくるということと、最初の年である 12 年度に講じようとする施策が同時にス

タートするわけですので、変則的な形になるのかと思いますけれども、平年度ベース

で言いますと、14条の２項にありますように、毎年、食料、農業及び農村の動向と講じ

た施策を報告という形で国会に提出するということと、その動向を分析、検証、検討し

た上で、どういった施策を講じていこうかということを明らかにした文書を作成して国

会に提出することとなります。12 年度初めになりますけれども、講じようとする施策は

そういった思想を踏まえてやっていかなければいけないと考えております。   

   

  もう一点の他省庁との関係でという御意見でございますが、これにつきましても、今

回の「講じようとする施策」と企画部会の方で審議しております基本計画、いずれも９

月６日の第１回の本審議会で総理大臣の御諮問を審議会としていただいたという形

になりますので、十分各省とも連携をとった上で進めていかなければならないと考え

ております。  

○部会長 ありがとうございました。  

 ほかにございませんでしょうか。◯◯専門委員。  

○専門委員 今の◯◯専門委員のに関連するんですけれども、白書の性格、最初で

すから、どういうふうにつくっていくのかという問題があると思うんですが、先ほど来情

報の提供という項目が入ってきて、これからは生産だけではなくて加工、流通、消費、

いろんな立場の方と情報を共有していかないとなかなか理解をしていただけないんだ

ろうと思うので、そういう意味では、さっき事務局がお話しになったような、各界に白書



の分析や検討内容自体について意見を求め、これを取り上げていくというのは大変い

いことだと思うんですが、関心事項あるいは切り口がそれぞれの立場で違うと思うん

です。  

 私のところも遺伝子組換えの関連事業をやっておりますけれども、つくり手と出し手

の間で物すごくギャップがあるという感じがしておりますので、そういう意味ではいろ

んな方の御意見を聞きながらつくっていく。将来は双方向みたいになるといいなと思

いますけれども、とりあえずは項目なり関心のある事項、今回は総花的になってます

が、特に問題があれば特集というふうな形で取り上げていくことが大事かなと。  

 その動向、それに基づいた施策という形で行くわけですけれども、白書は施策を進

める側と受け手をつなぐ大変大事な問題になると思いますので、そういう意味では従

来以上に両方の間が緊密な格好になるんではないかと思います。そういう意味で、

◯◯専門委員が言われたように施策の分野も皆さんにわかるようにやっていく必要

があるんではないかと思います。  

 それから、施策と動向というのが１年ごとにぴたっぴたっと合わなきゃいけないという、

形式的にはそういうふうになってるわけですけれども、これは予算要求とか、法律を

つくるとか、いろんなことがありますので、タイムラグが生ずることは場合によってはや

むを得ないだろうと思いますけれども、できるだけ審議会の意見が反映できるように、

審議会の開催の時期とかいろいろなものを御配慮いただければいいんではないかと

思います。  

 それから、先ほど◯◯専門委員もおっしゃったんですけれども、婦人の問題とか、新

規参入の問題とか、いろんなところで問題点がいっぱい出てくるんですが、その問題

点を片づけるために施策があるわけですからいいんですが、もう尐し明るい面もとい

いますかね。いろんな困難があっても新規参入しようという都会の方もかなりあるわ

けですので、そういう面も取り上げていかないと、問題点ばかりが並んでしまうことに

なるのはどうかという感じがいたしますので、その点は中身の問題としてお願いいた

します。  

 以上でございます。  

○部会長 今の御意見、よろしいですか。  

○事務局 はい。  

○部会長 では、◯◯専門委員。  



○専門委員 意見というより感想的な話でございますけれど、検討課題につきまして

は、今、◯◯専門委員なり、ほかのお二人からの御意見がありましたけれども、それ

も踏まえて御検討いただければいいと思っておりますが、新しい基本法ができまして

初めての白書でもありますし、◯◯専門委員が初めにおっしゃられたことを私もつくづ

く感じております。  

 先般東北のある町に行きまして基本法について１時間ばかり話をして、その後若干

議論をやってみたんですが、そこでわかりましたのは、これは農家だけじゃありません

で、全く農民相手の話じゃありませんでしたが、町民全体の話でありまして、先生もお

りましたし、お医者さんもおりました。  

 そういう中で、この基本法をどういうふうに僕らとしては理解してもらうかという観点

でいろんなお話を申し上げた中で、こういう目線が必要なのかなと思いましたのは、

今までもいろいろ白書は改善されまして、親しみやすくなったり、わかりやすくなったと

いう点がありますけれども、◯  

◯専門委員がおっしゃいましたけれども、例えば日本の農業の特性みたいなもので

すね。農業生産なり、農村生活なり、役割なり、これをもう尐し易しくわかるような目線

でできないのかなと。外国と違いますよ、日本の中でもいろいろ違いがありますよ。そ

れは、例えばここの中でも欠食の話だとか、食の関心ごとだとか、これはなかなか関

心が持てない、わからない、こういう点があります。  

 そういう問題もいろいろ話をしてみますと、例えば日本は１人当たり農地面積はたっ

た４ａしかありませんよと。そういうことはだれも知らない。我々もそんなによく知ってな

かったわけですが、１人当たりにすればどのぐらい。そんなもんですか、屋敷より狭い

ですな、こういう話も初めて聞く。こういう問題もありますし、例えば水の話が出まして、

農村でも外国の水を買って飲んでる人はおりますかと聞くと、かなり飲んでるというわ

けです。僕らは水を買って飲むなんていう話は子供のころから、今でも余りやりません

けれども、水は今は役場が持ってるからただじゃありませんが、水の自給率だって相

当下がってるのかなという気がしてます。あれだけの農村地帯も外国の水を買って飲

まないかん。  

 これは多面的機能が悪くなったからそういうふうになってるのか、あるいは意識が違

ったからそうなったかよくわかりませんけれども、実態としてそういう問題もありまして、

したがって白書の中でも、例えば教養的な基礎数字といいますか、関心ごと。まさに

中学生あるいは高校生、小学生も知ってなきゃいかんような国のこと、食べること、生

活のこと、そういうのがもう尐しできないのかなと。そういうものを拾い上げていけば、

小学校や中学の社会なり保健の副読本的なものになり上がっていく。そういうことが



今の置かれてる農業の問題、自分たちが置かれてる食の問題、そういう問題にだん

だん関心を寄せてくることになるのかなという気がしておりまして、今までの白書もよく

はなってきておりますが、そういう目線でもう一回考えていただけたらどうかなと。   

   

   これは感想でありまして、たまたまそういう機会があったものですから、今までの基

本法と違って、農民・農村の問題から国民の問題として全体を考えないかんということ

になってますので、その辺も尐し御配慮いただければなおいいかなと。ただ、難しいと

いいますか、膨大なものになっても困りますし、学校で使えるような副読本的なものを

お考えいただくとか、そんなことを含めて、ちょうど新たな時期なものですから、新しい

白書のあり方という問題も含めて御検討いただければと思います。  

○部会長 大変貴重な御意見だと思いますが。  

○事務局 ◯◯専門委員からの御意見でございますが、御趣旨はよく理解したつもり

でございますが、私ども事務局としての立場で御説明させていただきたいと思いま

す。  

 一つは、年次報告、いわゆる白書は、手続からしますと閣議決定をして国会に報告

をするという一定の形式を持ってやるものでございます。他方、おっしゃった学校での

副読本にも使えるようにという御要望の趣旨はわかるのですけれども、その二つを兹

ね備えるものを一つのものでつくるというのはちょっと無理があるのかと思います。  

 白書は白書として、その中の大事な部分について副読本でも使えるような形式で別

途工夫をするのが一番現実的かなと思っております。できるだけ学校でも使ってもら

えるようなものをつくるという点は必要性を感じておりますので、尐し工夫をしてみた

いと思います。  

○部会長 ほかにございませんでしょうか。  

 どうぞ。  

○委員 資料№５（後掲）の主要検討課題に書かれておりますけれども、農業委員会、

農業会議の立場から、重複するようで、だめを押すようですけれども、一つ要望した

いと思います。 今回の白書は食料・農業・農村基本法施行後初めての白書でござい

ます。我が国の食料・農業の厳しい現状と国民生活との関連、また、農政改革や基本

計画について国民各界各層に真に理解を求めることを目指すのが重要であると考え

ております。そのために、ここにも書いてありますように、わかりやすく、読みやすいも

のとするよう努めるということには大賛成でございます。  



 さらに、地域で頑張っている事例をできるだけ多く掘り起こして、一つは生産現場に

元気になってもらうということ、もう一つは国民の皆さん方に農村における頑張りを理

解してもらう。そうした中から都市と農村の相互理解も進むと考えますので、そうした

ことの一助となるような白書にしていただきたいと思います。  

 なお、私の住む町は 241 ㎞２と大変面積的に広うございますけれども、そのうち

94％が山という状況でございまして、中山間というより全くの山間地帯であります。来

年度から直接支払い制度もスタートするということでございます。中山間地域の状況

を正確に国民の皆さんに理解してもらった上で、食料生産や公益的な機能を果たして

いることをしっかり認識してもらうことが重要だと考えております。そうした意味でも今

回の白書の役割は大変大きいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。  

○部会長 ◯◯委員、◯◯委員、◯◯専門委員、何かございましたら。  

○委員 全体にかかわる意見は随分出されましたので、１点だけ私がお願いしておき

たいところは、資料№３（掲載省略）の 129 ページの図ですが、私はこれを大変興味

深く見させていただいたんです。農業といいますと、もちろん食料、環境だとか水資源

の涵養といったことがあると思いますけれども、農業が持っている教育的な機能とい

うのが端的にあらわれてる図ではないかと見ております。今日こういったことが非常

に重要ではないかと思っております。  

 人類というのは狩猟、採集から始まりまして農耕社会に移り、工業社会に移り、最

近では情報化社会とかいいまして、バーチャルリアリティといったような文化が氾濫し

て、私どもの近くにいる学生もかなり染まっているようでございますが、農業というの

はバーチャルリアリティの対極にあるものの一つではないかと見ております。  

 ここではいわゆる農業体験という形になっていますが、農村とか農業という人間の

営みの中に教育的な機能があるとかねがね思っております。といいますのは、最近、

大変高度な教育を受けたインテリがとんでもない事件を起こすといった例があります

が、身近に何年も学生を見ておりまして、そういうことが起こっても不思議じゃないとい

う状況が生まれてるんじゃないか。そういう中で農業とか第１次産業的なものの持っ

てる教育的機能が重要ではないかと思うのです。これを農業の多面的機能と言ってし

まっていいのかどうかわかりませんが、この点をもう尐しわかりやすい形であらわして

いくということが、国民の広い支持を得る一つの切り口になるんではないかということ

を考え、お願いしたいと思います。  



○部会長 ほかにございませんでしょうか。◯◯委員。  

○委員 幾つか資料の問題でお願いをしたいんですが、たまたま私自身が特別な例

をお聞きしてるからというせいもあるので普遍的な問題じゃないんですが、例えば大

規模農業という問題を考えたとき、これは生産性を上げるために当然考えられるわけ

ですが、年をとったから隣の家に農地を売り渡したいといった場合に、税制上の問題

で簡単にいかないというようなことを一、二耳にしたことがあります。生産性を上げる

場合の大規模農業、あるいは法人化でも構わないんですが、その場合の農地転売に

おける税制上の取り扱いについて、これは国税の関係とかいろいろあるんだろうと思

うんですが、そういう制度が今お話ししたようなことを妨げてる要因になってるんでは

ないかという気もしてるものですから、その点についてぜひ聞かせていただけたらと

思っています。 二つ目は農業用水の問題で、水利権の関係についてよく耳にします。

要はこれから近代化した農業問題を国民的な運動にしていくということになると、農村

にある旧来の制度、いわゆるならわしみたいなものはどこかで制御をしていかなきゃ

いけない時期が来るんではないかという気もいたしますので、そういう課題はないの

かどうか、できればそういうことについてもお教えいただけたらありがたいと思ってま

す。  

 それから、これから進める上での最大の問題は自給率の問題だろうと思うんですが、

私自身は、前回の基本調査会の席でも申し上げましたけれども、基本的には自給率

は国民自体の嗜好の問題であり、あるいは内外価格差の問題なんだろうと思います

ので、一番大きな要素である国民の食生活の好みの問題について国や行政が口を

出すということは基本的にはおかしいと思ってます。  

 ただ、幸いなことに、前回の法律改正を含めて、ＮPＯであれ、ボランティアであれ、

食生活のあり方についてさまざまな運動をする団体が出てきているのは非常に喜ば

しいことです。日本の農業の自給率を高めるために自分たちの食生活のあり方を考

え直すというのは、やっぱり国民中心の運動にすべきだろう。私は国や行政は尐なく

ともそういう運動をしやすいための環境整備や、ここに書いてあるような情報提供をど

れだけしてあげられるかという部分に限定すべきだろうと思ってますので、そうした観

点で今後の自給率問題についての考え方を整理していただけたらありがたいと思っ

てます。  

 もう一つは農村の基盤整備の問題ですが、先ほど◯◯専門委員もおっしゃいました

けれども、農業に多面的機能を求めるという意味では、環境問題が非常に重視され

たのが今回の基本法の特徴でありますから、農村基盤が都市並みになったら、逆に

言えば環境というものとの両立はできないんだろうと思うんです。  



 そういう意味では、農村基盤の確立と自然環境の問題をどうやってバランスをとる

かという視点が絶えず必要だろう。場合によっては、流行語で言えば「新不便時代」と

いいましょうか、今の都会みたいな生活をするのは必ずしも人間として幸せじゃない

んだという考え方がこれから一般的になっていくのかなという気もしています。むしろ

不便さが人間の生活にとっては好ましいことなんだというような意味から、農村の基

盤整備のところでは、必ずしも都会並みの便利さを、逆に言えばそれはある意味での

空しさなんだろうと思うんですけれども、求める必要はないような気もしますので、そう

いう視点はどこかで触れる必要があるんではないかと思ってます。  

 もう一点最後ですが、農業・農村の担い手の問題であります。農家のお子さんたち

や後継者の皆さんが学校教育を含めてさまざまな勉強をしているのはお聞きしており

ますけれども、これは農協の仕事なのか、地方自治体の仕事なのかわかりませんが、

農業を一つの経営体としてみた場合の経営手法に関する職業訓練といいましょうか、

そういうことを生涯的な教育として制度化していくような考え方があってもいいのかな

と思います。  

 その際にどうしても必要なこととして、農村全体の地域を含めた情報化をどう進める

かということが、これからの農村事業の経営にとっては非常に大きなウエイトを占めて

いくんではないか。ある農村において情報化が進んだところは出荷調整を含めて非

常に効率的な経営をしてるというお話も聞いてますので、担い手の経営に関する職業

訓練とあわせまして、情報化が農業経営にとっていかに重要な位置を占めているか

ということについても、できれば触れるべきではないかというふうに要望を申し上げて

おきたいと思います。  

 以上です。  

○事務局 最初の方で◯◯委員から、税制について、それから水利権について資料

要求がございました。この話題につきましては次回までに資料をまとめまして御説明

をしたいと思います。  

 ほかにもいろいろと御意見をいただきましたが、できるだけ白書を作成する過程で

反映させたいと思います。特に最後の情報化の観点につきましては、具体的な地域

の事例もあると思われますので、情報化に伴ってどういうふうに事態が改善したかと

いったことにつきましては、できるだけ具体的な事例で紹介するようなことも試みたい

と思います。  

○部会長 どうもありがとうございます。  



 ほかにございませんでしょうか。◯◯専門委員。  

○専門委員 今までに幾つか食料の安定供給に関する御意見を伺わせていただきま

したが、私も食料という視点から意見を述べさせていただきたいと思います。  

 新基本法の第 10 条、第 12 条に「事業者の努力」、それから「消費者の役割」という

条文がございまして、実際にそういう役割、努力についてどういうことを検討するかと

いう内容が資料№５（後掲）の２ページ、３ページに入っております。おそらく最終的な

目的は自給率の向上につながるだろうと思うんですが、これだけ豊かな食料環境の

中にあって自給率を向上させようというあるプロモートがあったとしたときに、果たして

国民の何％の人が日本の自給率は 41％だということを知っているだろうか。それから、

「日本型食生活」というのを十数年前におつくりになりまして、もう浸透しているという

御意見も伺いますが、確かに言葉は浸透していると思いますけれども、その内容につ

いてよく理解をしてそれを実行している国民が果たしてどれぐらいいるだろうか。結果

として、お米の摂取量は年々尐しずつ下がっていくという傾向もみられるわけで、人の

食行動を変えるということは、心理的な作用も入りますし、先ほど御意見がありました

嗜好と経済性もあるだろうと思いますが、非常に難しいのを私どもは体験してまいりま

した。  

 「健康」というものを指標にしても、自分に何らかの異常がある人は積極的に変えて

いきます。特に高齢者の食に対する嗜好というのは非常に強いもので、そこは私は心

配しませんけれども、これから仕事をしていく青尐年の時期にある子供たちの食料に

対する考え方をみるにつけ、自給率に対してはほとんどわからないというような人た

ちに、ただ現在栄養摂取バランスが悪いよ、食料のロスが多いよというようなことを提

唱しただけで、果たして改善できるだろうかという不安があります。  

 したがって、いずれ教育的な副読本をおつくりになるのかもしれませんけれども、骨

子としてどういう方向でいくかということを白書の中に盛り込んでいただければありが

たいと思います。食品産業の事業者については、消費金額の 30％近くがこれに使わ

れているということは、家庭の一人一人が注意するよりも、30％の分を何とか押さえる

ということであれば自給率も随分変わってくるのではないか。つまり大量で動くことが

できるわけですから、そういう意識を食品業界に植えつけるような方策を具体的に何

かお示しいただけないだろうか。  

 先ほど、食生活のあり方については民間中心に動いた方がいいんではないかとい

うご意見がございました。私はこれも大いに賛成ですけれども、アメリカをはじめとし

て、多くの国が食生活に対する指針として、こういうものはこれぐらいの割合で取りな



さいという実際的な数値を出している。アジアでもそういう動きが出てきまして、中国

は最近きれいな絵をもって国民全体に、穀類は何ｇぐらい取りなさいという一つの目

安を出してくれてるわけです。したがって、食料の視点から人間の健康を考えた場合

にも、これぐらいの穀類を取った方が望ましい、これぐらいの野菜類を取った方が望

ましい、というような一つの具体性を表示いただく機会があってもよろしいんではない

かと考えます。  

○部会長 ◯◯委員、何かございましたら。  

○委員 私は先ほど◯◯委員のおっしゃった意見に全く同感でございます。今回の資

料の中で、農業と教育というのを結びつけたところに私は大きく着目していきたいと思

っております。  

 農業ほど自然界と密着した職業はないと思っています。ほかにも幾つかあったとし

ても、農業はまさに自然界と密着しています。その農業に子供のころから接触すると

いうことは、まず、自然に対して目が向けられていく大きなきっかけになる。人間の力

ではどうにもならない気象条件も含めたものですね。そういった自然に目が向けられ

る、ということは環境にも目が向けられていくことになります。  

 また、データがなくて言うのは申しわけないんですが、実際木の芽だとか茎だとか葉

を見ていると、自然と栄養だとか、何が人間に役立つものかという知識がだんだん身

についていくと思うんです。いろいろな意味で勉強になることが多い。そしてまた、自

然や農業というものだけではなくて、さらにそこから文化的なものに視点が向けられる

のではないかと思うんです。  

 といいますのは、地域の民話や昔話などに接触しますと、そこにはとりもなおさず、

そのときその地で暮らしていた人々の願いや祈りというものが込められているんです

ね。そして、それはその当時の生活から生まれた祈りや願い。その生活というのはま

さに農業だったわけです。農山漁村の業務ですね。農業だけではないけれど、主に農

業でした。お米づくりでした。ですから農業から民話や昔話が生まれているケースがと

ても多い。皆さん御存じのとおり、宮澤賢治も農業を通してすばらしい詩集を残してい

ます。  

 今はお話の方だけ言いましたけれども、民話や伝説だけではなく、民謡、民俗芸能、

お祭り、こういった日本独自の文化というものがやはり農業の中から生まれているん

ですね。そういったことを考えますと、子供が農業と幼いうちから触れるということは、

情操教育にとっても大きな効果をもたらすのではないかと思っているんです。  



 そういった意味で、先ほど◯◯委員は人間の営みの中に教育上すぐれたものを見

出すことができるというふうにおっしゃったと思うんですけれども、私も農業というのは、

深く考えていくと人間づくりのための大きな役割を果たすものになるのではないかと思

いますし、農業から生まれた伝統文化の伝承にしっかり取り組んでいくことが大切だ

と思います。 今農業の就業人口が減ってるとお聞きしてますけれど、それでも全国

で大きなネットワークを幸いにして農業というものは持ってると思います。そのネットワ

ークの力を民間の活力ととらえて、その民間の活力を取り入れて人間づくりというもの

に力を注いでいただいたら、どんなにか教育上も役立っていくんじゃないかと思ってい

るわけです。  

 そこで、企画部会にもそういったことをできればお伝えいただきたいのと、白書の中

では、人間づくりにいかに農業が大切かということをわかっていただくためのデータや

具体的な事例、学術的根拠というものを、すばらしい先生方がお集まりですので、そう

いった皆様に私も教えていただきながら、つくっていくことに参加できればと思っており

ます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、貴重な意見、示唆に富んだ御意見を伺いまして、大変参考になったんじ

ゃないかと思いますが、そろそろ予定の時間が参りましたので、本日はこれをもちまし

て議事を終了させていただきます。◯◯委員などから要求がありました資料につきま

しては、事務局で用意の上、次回に提出していただきたいと思います。  

 次回の部会では、講じようとする施策の考え方と動向についての年次報告の素案

について御議論をいただこうと考えております。   

   

   

   

８ 閉会   

   

○部会長 スケジュールにつきまして、事務局から何か案がございますでしょうか。  

○事務局 先ほど資料№６（後掲）でも御説明申し上げましたように、第２回目は 12 月

下旪、第３回は来年の２月下旪の予定で調整をさせていただきたいと思っております。

詳細につきましては、改めまして委員の皆様方に御連絡をさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願い申し上げます。  



○部会長 それでは、本日は、これをもちまして閉会といたします。  

 どうもありがとうございました。                                                                   

 

資料№４ 新旧基本法における年次報告等に関する規定  

   

食料・農業・農村基本法 農業基本法 

 

第一章 総則  

 （年次報告等）  

第十四条 政府は、毎年、国会に、食料、農業及び

農村の動向並び  に政府が食料、農業及び農村

に関して講じた施策に関する報告を提 出しなけれ

ばならない。  

 ２   政府は、毎年、前項の報告に係る食料、農業

及び農村の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、これを国会に提出しな

ければならない。  

 ３  政府は、前項の講じようとする施策を明らかに

した文書を作成するには、食料・農業・農村政策審

議会の意見を聴かなければならな  

い。  

  

 

第一章 総則  

 （農業の動向に関する年次報

告）  

第六条 政府は、毎年、国会に、

農業の動向及び政府が農業に

関して講じた施策に関する報告

を提出しなければならない。  

 ２ 前項の報告には、農業の生

産性及び農業従事者の生活水

準の動向並びにこれらについて

の政府の所見が含まれていなけ

ればならない。  

 ３ 第一項の報告の基礎となる

統計の利用及び前項の政府の

所見については、農政審議会の

意見をきかなければならない。  

   

   

 （施策を明らかにした文書の提

出）  

第七条 政府は、毎年、国会に、



前条第一項の報告に係る農業の

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提出しな

ければならない。  

  

 

 （国の責務）  

第七条 国は、第二条から第亓条までに定める食

料、農業及び農村に関する施策についての基本理

念（以下「基本理念」という。）にのっとり、食料、農

業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び

実施する責務を有する。  

 ２  国は、食料、農業及び農村に関する情報の提

供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深

めるよう努めなければならない。   

   

   

 （地方公共団体 の責務）  

第八条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

食料・農業及び農村に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的

経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。  

   

   

 （農業者等の努力）  

第九条 農業者及び農業に関する団体は、農業及

びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本

理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものと

する。  

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 （地方公共団体の施策）  

第三条 地方公共団体は、国の

施策に準じて施策を講ずるように

努めなければならない。 



   

（事業者の努力）  

第十条  食品産業の事業者は、その事業活動を

行うに当たっては、基本理念にのっとり、国民に対

する食料の供給が図られるよう努めるものとする。  

   

   

 （消費者の役割）  

第十二条  消費者は、食料、農業及び農村に関

する理解を深め、食料の消費生活の向上に積極

的な役割を果たすものとする。  

  

   

 

資料№５ 平成１１年度「食料、農業及び農村の動向に関する年次報告」の

主要検討課題（案）  

平成１１年１０月８日  

   

   

   

１ 食料・農業・農村基本法における年次報告等の位置付け  

(1) 食料・農業・農村基本法（新基本法）に基づいて国会に提出される年次報告等は、

「食料、農業及び農村の動向」（第１部 動向編）、「食  料、農業及び農村に関して講

じた施策」（第２部）、「食料、農業及び農村に関して講じようとする施策」の３部で構成

され、これらのうち「講じようとする施策」の作成については、新基本法第１４条第３項

の規定により、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならないこととさ

れており、去る９月６日に内閣総理大臣から諮問が行われた。  



(2) 新基本法第１４条第２項では、「食料、農業及び農村の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」する旨定められており、「講じようとする施策」の

審議に当たって、先ず、その背景となる「食料、農業及び農村の動向」について御議

論いただくこととし、今回、その作成方針等について御検討いただく。  

   

２ 平成１１年度白書（動向編）の作成をめぐる背景  

(1) 平成１１年度白書については、新基本法の下における最初の白書であり、新基

本法に基づく食料・農業・農村基本計画（基本計画）と同時期に公表されることとなる

ことから、新基本法の下での新しい農政の展開、特に基本計画の内容となる具体的

な施策について、国民各層の関心を高めるとともに、これについて理解を深める役割

を担うものとする必要がある。  

(2) このような基本的考え方に立てば、１１年度白書は、国民が農業に期待する役割

である「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の発揮」、その基盤となる「農業の持

続的発展」と「農村の振興」という新基本法の４つの基本理念を念頭に置きつつ、食

料、農業及び農村の動向と直面する課題、並びに今後展開される具体的な施策の方

向やその必要性について、広く国民の理解が深まるような内容とするのが適当と考え

られる。  

(3) さらに、来年初からＷＴＯ次期交渉が開始されることから、これに臨む我が国とし

ての考え方等についても明らかにしていくことが必要である。  

   

３ 作成の基本方針  

(1) 上記の事情を踏まえ、平成１１年度白書については、食料、農業及び農村の動

向に関する現状分析を通じて、基本計画の内容の背景やその実現に向けた具体的

施策を浮き彫りにするような内容・構成とする。  

(2) 具体的には、食料、農業、農村ごとに章を立て、基本計画の内容の背景及び施

策の方向等を総合的に紹介することを主眼として編成することが適当と考えられる。     

    この際、特に重点的な検討を行う課題については、上記の各章において濃淡を付

け、わかりやすく、読みやすい白書とすることに努めることとする。  

(3) さらに、新基本法において、食料、農業及び農村に関して、国と地方公共団体と

の役割分担による施策の策定や消費者の役割等国民各界各層の参画による施策の



推進の方向が示されたことも踏まえ、白書の分析・検討内容自体についても関係各

層に意見を求め、これを記述に反映させるよう努めることとする。    

   

４ 主要検討課題（案）    

具体的な構成及び検討課題については、以下の案が考えられる。  

(1) 食料の安定供給      

    1) 検討の視点     

    我が国の食料自給率は４１％（平成９年度）と、主要先進諸国で最低の水準となっ

ており、食料の約６割を海外に依存するに至っている。一方 、世界の食料需給は、

短期的には不安定性を増すとともに、中長期的には、ひっ迫することも懸念されてい

る。このような中で、将来にわたっ て国民に良質な食料を合理的な価格で安定的に

供給することを目標とした食料政策の構築が重要な政策課題となっている。このため、

我が国の食料需給構造の実態及び食料自給率向上のあり方について分析・検討を

行う。     

   併せて、2000 年初から開始されるＷＴＯ次期交渉や諸外国の農業政策については、

今後の我が国の食料・農業政策と密接な関係を有する こ とから、これらの動向につ

いても分析、検討を行う。    

    2) 主な検討内容    

   ① 我が国の食料自給率が長期的に低下し、諸外国の中でも極めて低い水準に

あること等我が国の食料自給率の現状及びその低下要因等について、長期・短期の

両面から分析・検討し、我が国の今後の食料自給率の向上に向けた施策の方向等

について整理、検討する。  

   また、不測時における我が国の食料安全保障の確立に向けた課題と対応策につ

いて整理、検討する。    

   ② 我が国の食料消費の現状と課題（若年層を中心とする栄養摂取バランスの偏

り、流通・消費過程における食料ロスの発生等）を分析、整理し、改善のための方策

のあり方について検討する。特に、いわゆる「食農教育」の役割について整理するとと

もに、その特徴的な取組事例を紹介する。   

   また、消費者の合理的な選択に資するよう、表示等の情報提供のあり方について

検討する。    



   ③ 農林水産業及び食品産業を包摂する食料供給システムの全体像と変化の方

向を産業連関表分析を通じて明らかにし、食品産業の現状と課題、特に環境対策や

国産農産物の需要拡大のための農業と食品産業との連携の重要性及び取組み上の

課題等を整理する。  

  ④ 穀物等の国際的な需給動向、農産物貿易の構造変化、諸外国の農政の動き、

国際協力等について、分析・整理して紹介する。  

    また、ＷＴＯ次期交渉に向けた我が国の基本的考え方の背景や、各国・地域の主

張の構図等を整理する。    

   ⑤ 食料品の内外価格差について、最近の調査結果を紹介するとともに、生産か

ら消費までの各段階における格差縮小のための課題を整理する。  

(2) 我が国農業の持続的発展      

   1) 検討の視点    

   我が国農業の担い手については、農業従事者の減尐と高齢化の進行等の中でぜ

い弱化しており、今後、食料の安定供給と持続的な農業生産の維持を図る上での基

礎的条件として、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの経営が農業生産

の相当部分を担う農業構造を確立することが重要な課題となっている。  

    また、国内農業生産の増大を図るためには、需要者のニーズに即応した農業生

産の推進が必須の課題であり、食料自給率の向上や農地の有効利用の観点から、

水田を中心とする土地利用型農業の活性化を図ることが必要となっている。     

    このような課題に対して、担い手及び農業生産の動向や、これらの基礎となる農

地、農業用水の確保、技術開発等について、現状分析と先駆的事例の紹介等を通じ

て、政策課題を整理するとともに、生産対策、経営対策の方向を検討する。    

   2) 主な検討内容    

  ① 農業労働力について、高齢化の現状等について分析する。特に、担い手の確

保に直接結びつく新規就農については、その就農経路等を分析し、多様な形態ごと

に、今後の就農促進のための課題を整理、検討する。    

  ② 認定農業者について、農業経営基盤強化促進法施行から５年を経た現状等を

分析し、効率的かつ安定的な経営を育成していくための施策の方向等について整理

する。      

  また、経営の質的向上のための有効な手法である農業経営の法人化について、

法人の現状や経営上の課題等について整理する。    



  ③ 担い手のぜい弱化が進む中で、地域農業を維持発展させるための多様な取組

みの一つである集落営農の現状を紹介し、地域別の傾向等を分析する。  

 また、農業生産・経営を実態的に支えている女性、高齢者の役割について現状を分

析し、今後こうした者が持てる能力を十分に発揮し、充実感や生きがいを持って活動

できる条件を整備するための課題を検討する。    

  ④ 持続的な農業生産の基礎となる農地、農業用水の利用の現状と役割について

分析・検討を行い、生産基盤の整備、保全及び維持管理のあり方等について整理す

る。    

  ⑤ 最近の米、畜産物をはじめとする農産物について需給動向や市場評価を適切

に反映した価格形成等の特徴的な動きを分析、紹介する。  特に、米の生産調整と

して取り組まれてきた麦、大豆、飼料作物の生産の現状分析と先駆的事例の紹介を

行い、今後水田を中心とした土地利用型農業の活性化を図る上での課題を幅広く整

理、検討する。       

  ⑥ 農業に関わる環境問題や農業の有する自然循環機能を活用した生産方式へ

の取組みの現状等について分析を行うとともに、今後の課題や必要な施策の方向に

ついて検討する。      

  また、家畜排せつ物問題への対応や有機性資源のリサイクル推進の課題を整理す

る。  

(3) 農村の振興      

    1) 検討の視点     

   農村は、農業生産や農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれている

ことにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている。このような農村で

農業生産活動が営まれることにより、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、

良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的機能が発揮されている。  

   しかしながら、農村の現状をみると、中山間地域等を中心として、過疎化や高齢

化が進行し、耕作放棄地の増加や地域活力の低下等の課題に直面しており、多面的

機能の低下が懸念されている。    

    そこで、多面的機能の適切かつ十分な発揮に向けて、地域資源の活用と農村の

地域社会としての維持・活性化を図るための課題について取組みの方向等を検討し、

将来にわたる循環型社会としての農村の発展を展望する。       

   2) 主な検討内容    

  ① 農村の現状について、人口の増減等の動向、農業集落の規模・形態の変容等



に関する分析・検討を行う。また、生活環境の現状について整理し、農村の地域特性

に即した整備の方向について検討する。      

  ② 中山間地域について、農業生産及び生活の場としての特性を分析し、経済的・

社会的条件に応じて多様な中山間地域の特質を整理するとともに、地域社会を維持

するための農業その他の産業の振興による就業機会の確保、農業生産活動の持続

を図るための方策のあり方について、事例を紹介しつつ検討、整理する。    

  ③ 農村において農業生産活動が行われることにより発揮される多面的機能につ

いて、定量的評価の手法について紹介する。    

   また、多面的機能に対する国民の意識調査結果やその維持・発揮に向けた取組

事例等を示すとともに、実施が予定されている中山間地域の直接支払い制度の背景

及び必要性について整理、検討する。    

  ④ 農村の活性化のための地域活動や環境保全、景観形成、文化伝承等の取組

の事例を紹介するとともに、農村活性化の担い手についての分析、検討を行う。    

  ⑤ 農村の活性化に向けた連携・交流による地域振興の現状及び先駆的事例の紹

介を通じて、広域的な観点からの農村と都市の交流、地域の連携等による地域づくり

の必要性や課題について検討する。    

   

５ その他    

  わかりやすく、読みやすい白書としていくため、本年度においても構成や表現にお

いて、以下のような一層の工夫に努める。  

(1) 事例を多用し、読者に記述の具体的イメージを喚起するものとする。  

(2) 写真、図表を多数盛り込む。  

(3) 各章ごとに要約を付ける。  

(4) コラム、用語集について、更に充実を図る。  

 



資料№６ 平成１１年度年次報告にかかる食料・農業・農村政策審議会及び

施策部会の開催予定     

   

      時     期  
 

                               会                     議 

 

        １０月８日  

   

   

       １２月下旪  

   

   

         ２月下旪  

   

   

         ３月  

   

  

 

     第１回施策部会  

     （食料・農業・農村の現状、動向編の主要検討課題）  

   

     第２回施策部会  

     （動向編素案、講じようとする施策の考え方）  

   

     第３回施策部会  

     （動向編案、講じようとする施策案）  

   

     食料・農業・農村政策審議会  

     閣議決定・公表  

  

 


