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開      会 

○部会長 ただいまから食料・農業・農村政策審議会第２回施策部会を開催いたします。 

政務次官あいさつ 

○部会長 本日は政務次官に御出席をいただいておりますので、ここでごあいさつをいただきた

いと思います。 

○政務次官 どうも御苦労さまでございます。ただいま大臣が公務でお忙しいものですから、私

から一言ごあいさつを申し上げたいと思う次第であります。 

 本日、食料・農業・農村政策審議会の第２回施策部会が開催されるに当たり、一言ごあいさつ

を申し上げます。 

 委員各位におかれましては、年末の多忙な時期に御参集賜り、厚くお礼を申し上げる次第であ

ります。 

 本部会におきましては、本日は「平成 12年度において講じようとする施策」の策定方針につ

いて御審議いただくこととなっております。また、御審議に当たり参考としていただきたく「食

料・農業・農村の動向に関する年次報告」の素案についても御説明を申し上げたいと考えており

ます。 

「平成 12年度において講じようとする施策」は、新基本法に基づく食料・農業・農村施策につ

いての 12年度の取組方針を整理し、明らかにしていくという重要な役割を有するものでござい

まして、現在、企画部会において御審議いただいております「食料・農業・農村基本計画」の年

度ごとの実施方針という性格を有するものでございます。 



委員の皆様には、本日もそれぞれ御専門の立場から活発な御審議をいただき、忌憚のない御意見

を賜りますように心からお願い申し上げまして、私のあいさつといたします。本日は本当にあり

がとうございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

○政務次官 申しわけありませんが、公務のため席を外させていただきますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○部会長 お忙しいところを御出席いただきまして、どうもありがとうございました。 

食料・農業・農村の動向（素案要旨） 

○部会長 本日は、第２回目の部会として、「平成 12 年度において講じようとする施策」の策

定方針等について御議論いただきたいと思います。 

 まず、「講じようとする施策」について御審議いただく前に、その参考として「食料・農業・

農村の動向」について、その素案と要旨の御説明をお願いいたします。 

○事務局 お手元にＢ４横長で参考資料１というものと、大変分厚いものになりましたが、Ａ４

の冊子をお配りしているかと思います。Ｂ４の（素案要旨）という方で御説明をさせていただき

ます。 

 表紙をめくっていただきますと、平成 11年度の食料・農業・農村白書の取りまとめに当たっ

ての私どもの考え方がお示ししてございます。今年の白書は、新基本法のもとでの最初の白書に

なるわけでございます。また、公表の時期が来年の春ということでございますので、基本計画と

同時期に公表されるということでございます。新しい農政の展開について、国民の各界各層の

方々の関心を高めるとともに、このことについて理解を深めていただく。そのためのツールとし

て白書が位置づけられると思っております。 

具体的な中身としては、(2) の下の方にありますように、新基本法の４つの基本理念を念頭に置

き、食料、農業及び農村の動向と直面する課題、それから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にと考えているところでござい

ます。 

そういう白書の目的から、右側にありますように幾つかの工夫をしたいと思っております。３つ

の四角でくくっておりますけれども、とにかく国民の方々から関心を持って読んでいただく白書

にすることが第１でございます。したがいまして、いろいろな手段を通じ、どういうところに関



心を持っておられるかできるだけ幅広く、アイデア募集という形で取り組んでいるところでござ

います。また、特に今回の新しい基本法のもとでは国と地方公共団体でそれぞれ役割分担がござ

います。都道府県等で独自の観点から食料・農業・農村政策の新しい取り組みをされている事例

がありましたら、白書の中で御紹介をしていきたいと思っております。この素案の段階では含ま

れておりません。それから、読みやすい白書のための工夫ということで、ごらんいただきますよ

うな工夫を重ねたいと思っております。 

 １枚めくっていただきますと目次がございます。今年度の白書は、全体として３つの章から構

成をしたいと思っております。先ほど申し上げました基本法の４つの理念を、３つの章に分けて

それぞれのところで記述をするという考え方でございます。また、各章の中身をざっとごらんい

ただきますと、第Ⅱ章の第１節でございますが、前回の施策部会において、日本の農業・農政の

節目に当たる年の白書ということで、「我が国農業の特質」について整理をしてはどうかという

貴重な御意見もいただきましたので、それに沿った構成にしております。順次、１ページから内

容をかいつまんで御説明させていただきます。 

 まず第Ⅰ章、食料の安定供給確保ということで、第１節として我が国の食料消費なり食生活の

現状と問題点を整理しております。 

 食料消費の現状でございますが、全般に景気が低迷しているということで、必需品であります

食料費の支出についても微減ないしほぼ前年並みという、低調なといいますか、そういう動きを

いたしております。消費支出全体が景気の低迷で落ち込んでおりますために、必需品的性格の強

い食料費支出の減尐率よりも大きいということで、図－１をごらんいただきますと、エンゲル係

数の９年、10年は、ごくわずかではありますけれども上昇傾向を示しております。 

また、食料費支出の中身を、基礎的な食品と、嗜好品あるいは外食といった選択的な食品という

ことで分けてその動向を見ますと、選択的食品というのは当然のことながら景気動向の影響を受

けて支出が大きく振れているという状況にございます。 

 それから、食料消費支出全体としてほぼ飽和水準に達していると見てとれるわけでありますが、

その中で、家庭における調理あるいは食事といったものから、だんだん調理食品、惣菜、弁当と

いった、いわゆる中食、外食で代替をするという動きが近年続いておりまして、既に家計の食料

消費支出の４分の１以上が中食なり外食といわれるところに仕向けられているということでご

ざいます。 

こういうことからいたしますと、これからの食生活を考えていく際に、家庭の中の食事だけでは

なくて、中食や外食も含めて物事を考えていかなくてはならないということがわかるわけでござ

います。 



 ２ページでございますが、我が国の食生活が抱える課題ということで、大きく３点、白書の中

では指摘をしたいと思っております。第１点は、①に書いてありますように、我々日本人の食生

活が、栄養面で摂取に過不足がある、バランスが崩れてきているということで、これは前回にも

資料で御説明いたしました。 

 ２点目は、生産から消費に至る各段階において食料ロスというものがかなりの程度発生してい

る。これは全国的な統一データはございません。12年度に農林水産省として調査をすることに

しておりますけれども、事例的な調査を見てもかなりの分量に達しております。こういったロス

の発生に伴い、③にありますように２つの問題がございます。資源の有効利用という面からも問

題でございますし、廃棄物の処理あるいは環境への負荷といった社会的コストの面からの懸念も

あるわけでございます。 

 ３点目として食生活のスタイルの変化に伴う問題ですが、食事を抜いてしまう「欠食」、一人

で食べるという「孤食」、あるいは家族で食べるんですけれども、それぞれ食べるものがまちま

ちだという「個食」といったように、かつての団らんというふうな家庭での食事の機会、それを

通じて子供たちに食教育をしていく機会が薄らいできているという問題がございます。冒頭申し

上げましたように我々日本人の食生活が乱れてきていることからしますと、今後、みずからの食

生活の見直しに向けて努力をしていく必要がある。その際に、⑥に書いてありますように国や関

係機関は情報提供等の面でいろいろやるべきことがあると指摘をいたしております。 

 それから、食生活と絡みますが、３ページでは特に子供たちの「食」について考えるというこ

とで、前回の資料で、特に学齢期にあります子供たちの食生活の中身、バランスが崩れていると

御説明申し上げました。そういうことを踏まえ、④に書いてございますが、心身の発育段階にあ

る子供たちにとって毎日の食事というのは、栄養摂取の面で重要なばかりでなくて、将来の食習

慣の形成や健康維持、食文化の継承といった面でも大変大きな影響があるということで、子供た

ちの「食」についての関心を高めるという意味から、農作業体験あるいは調理の体験等々、みず

からの経験として学んでいく取り組みをこれから進めていく必要があるのではないかと指摘を

いたしております。 

 また、全国各地にはいろいろ先駆的な事例もございますので、３ページの右下に、小さく御紹

介しておりますけれども、既に学校の現場などで取り組まれている事例も御紹介をしたいと思っ

ております。 

 ４ページをお開きいただきます。２つ目の節になりますが、食料自給率と食料安全保障でござ

います。ここは、来年の春に基本計画が策定され、自給率の目標が設定されますと、その中身に

ついてわかりやすく解説をしていくというパートになるわけでございます。 



食料自給率の動向は、前回も申し上げましたが、図－９をごらんいただきますと端的におわかり

いただけるかと思います。昭和 40年以降の非常に長期で見ますと、自給率が下がってきた大き

な要因は食生活面での変化ということになりますし、昭和 60年以降、比較的短期間の最近の自

給率の低下の要因ということで見ますと、国内生産の減尐がかなり大きく効いているということ

が見てとれるわけでございます。 

④にございますが、こういった自給率の現状を踏まえますと、後ほど申し上げますが、世界の食

料需給も中長期的にひっ迫する可能性もあるということもございますし、国民の将来の食料事情

についての世論調査をみますと、多くの方々が懸念も持っておられます。こういうことからいた

しますと、国民に対して食料の安定供給を確保していく上で、国内農業生産の可能な限りの拡大

を図る。それに輸入や備蓄といったものを組み合わせていくという取組みが必要になってくると

いうことをわかりやすく解説をしたいと思っております。 

 ５ページをお開きいただきますと、食料安全保障ということでまとめてございます。①、②は

今申し上げましたように、どちらかといいますと平常時において、国内生産の増大の取り組みを

基本にして、輸入なり備蓄を適切に組み合わせていく。その際の輸入の安定確保あるいは備蓄の

適正な運営といったところで留意すべきことについて整理をいたしました。 

 また、③に書いてありますように、一たん不測の事態が生じた場合に適切に対応できるように、

あらかじめそういった事態をいろいろなレベルで想定をして、レベルに応じた対策を打っていく

ことが必要だということを指摘をいたしております。また、各国、特に北欧諸国等では食料安全

保障の考え方に基づいて日ごろ施策が打たれておりますので、それを紹介いたしております。 

 ６ページ。第３節でございますが、食料の安定供給を支える食品産業と安全・良質な食料の供

給ということで、まずは食品産業について最近の概要を記述しております。 

 それから、②以下でございますが、食品産業が対応すべき課題ということで２つございます。

１つは農業と食品産業との間の連携強化ということでございます。国内での農業生産を増大させ

ていくとしますと、かなりの部分は食品産業向けの需要ということで確保していく必要がござい

ますが、その際に、食品産業が求める原料農産物の生産・供給体制を的確に整備をしていく。そ

のために食品産業と農業との間の連携強化をしていくことが必要だということが１点目の課題

でございます。２つ目は、食品産業として取り組むべき環境対策の重要性ということで指摘をい

たしております。 

 ７ページは、２つ目の問題でございますが、特に消費者の方々の関心が高い分野である食品の

安全性の確保と表示の問題でございます。既に食品関係では平成 10年にＨＡＣＣＰの支援法と

いうのができておりまして、各企業でＨＡＣＣＰの手法に基づいた計画をつくって、それに対す

る認定を受けるというものも最近では 31件とかなり進んでおります。食品の安全性確保のため



に、生産から消費に至る各段階で、資材の使用基準なり生産ガイドラインの策定をしながら、ま

た消費者の方々にできるだけ情報提供をしながら総合的な対策をしていくということが大事に

なっております。 

③以降は表示・規格の問題でありますけれども、11年度に大きな制度改正がございました。１

つは、すべての生鮮食料品について原産地表示を義務づけるという表示の充実強化が行われまし

たし、また有機食品について第三者機関の検査認証を受けないと有機と表示されないというＪＡ

Ｓ法の改正が行われたところでございます。それから、④にございます遺伝子組換え食品の表示

についても、既に御案内のように夏に報告書が出され、13年の４月からの実施に向けて、現在

準備をいたしております。遺伝子組換え食品の表示につきましては、各国で対応に尐し違いがご

ざいますので、外国の事情についても白書の中で紹介をいたしております。 

 ８ページが第４節で、世界の穀物需給と農産物貿易の動向でございます。世界の穀物需給はご

く最近はかなり緩んでおり、価格も 20 年ぶりといった低い水準になっておりますけれども、在

庫率の動き等々から見ますと中長期的にはひっ迫する可能性があるということで、そこは注意を

して見ていかなくてはいけないと私どもは考えております。 

(2) の内外の農産物貿易の動向ですが、ＷＴＯの次期交渉との関係もございましたので、1986

年のウルグァイ・ラウンドの農業交渉が始まった当時と、ごく最近と、この十数年間で世界の農

産物貿易の構造がどう変わったかということを分析いたしました。(2) の①にありますが、アジ

アやアフリカといった開発途上国ではむしろ穀物の輸入がふえていると。輸出をふやしているの

はアメリカだとか南米の一部の開発途上国と、構造が大きく変わった姿が見てとれるわけでござ

います。 

あと、この節におきましては内外価格差の動向、あるいは最近の諸外国、アメリカ、ＥＵ、オー

ストラリア、中国といった主な国での農政の動きについてポイントだけを御紹介しております。

また、(5) では国際協力。食料・農業分野の国際協力は開発途上国のこれからの発展のために非

常に大事な分野になっておりますし、日本は既にアメリカとともにトップの協力国になっている

わけですけれども、これからの課題として、国際協力の事業成果について適切な評価をしていく

ことと、もう一つは、国際協力とＷＴＯ農業交渉のような食料外交との間の連携をとっていくこ

とが大事ではないかということで、そういう記述をいたしております。 

 ９ページの第５節。第Ⅰ章では最後の節になりますが、ＷＴＯをめぐる動きということで、ま

ずはＷＴＯの次期農業交渉の位置づけということで書いてございます。現行のウルグァイ・ラウ

ンド農業合意、あるいはＷＴＯの現行の農業協定というものは日本から見てバランスを欠いてい

る。また食料安全保障への配慮が必ずしも十分ではないといった中身について整理をいたしまし

て、さらに次期農業交渉について、②にありますように、21世紀の世界の農産物貿易ルールの



方向が決定される重要な交渉であると位置づけるとともに、新しい基本法のもとでの、我が国の

これからの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事だと、このよ

うに次期交渉というものを位置づけております。 

(2) では、そういう非常に大事な交渉ということで、今年に入りまして、日本のポジションを固

めていくに当たり国民各界各層の方々に情報提供しながら議論を積み重ねて交渉スタンスとい

うものをまとめてきたわけでございます。そういう経緯を紹介し、さらに、日本の交渉ポジショ

ンをもとにしてシアトル会合に至るまでの間、各国に我が国の考え方を精力的に説明をしてまい

りました。そういった日本のこれまでの努力についても紹介をいたしております。11月 30 日か

らのシアトルの閣僚会議は御存じのような結末になりましたので、今後、これまでの日本の努力、

これからの活動に向けてのいろいろな課題といったものを尐し時間をかけて整理をし、白書の中

に載せたいと思っております。以上が第Ⅰ章でございます。 

10 ページ以降が農業の持続的発展、第Ⅱ章でございますが、第１節は、冒頭申し上げましたよ

うに、委員の御示唆をいただいて私どもの方でとりあえずまとめたものでございます。農業は自

然の生態系を利用するということから、自然の風土、あるいは社会的、歴史的、経済的な要因に

規定されるところがございます。表－８をごらんいただきますとおわかりのように、日本と、新

大陸、ヨーロッパなどの旧大陸と大きく３つにくくって特色を整理をしたつもりでございますけ

れども、我が国農業の特質ということで整理いたしますと、②にありますように、１つは気象的

条件として、夏が高温多雤である。そういうところに適した稲作、水稲作が広く展開していると

いうことと、山地が多いという国土条件からして、農用地面積の比率が極めて小さい、それから

１戸当たりの経営面積も非常に小さいといった特色もございます。それから、水田農業というこ

とと非常に密接な関係にありますけれども、かんがい施設の整備率が他の国に比べて圧倒的に高

水準にあるということで、水の要素が非常に大きいということも特色の１つかと思います。それ

から、規模が小さくて水利についての重要性が高いということから、水を集団で管理・利用する

といったことを背景とした集落単位での農業というものが日本の大きな特色ではないかと思い

ます。 

 それに対して、ヨーロッパなどでは農場制、特に新大陸では典型的でございますけれども、大

規模な農場制、農場ごとの独立性が高いというところが日本と際立って違うのではないかと思い

ます。そこで、③でございますが、こういう特質を踏まえた上で、これから農政改革を進めるに

当たり、あるいはまたＷＴＯ等の交渉を進めていくに当たり、それぞれの国がそれぞれ特質を持

っているわけでありまして、各国の農業が共存できるようなルールの確立を目指していくことが

大事だと結論づけております。この辺はもう尐し精査をして結論を導きたいと思っております。 

 11ページは２つ目の節でございますが、ここでは農業生産に非常に大事な人の問題、農地や

水の問題、それから技術開発という３つの投入要素について動向を整理をしております。 



 まず初めに農家なり農業労働力の動向でありますが、①、②に農家の戸数の動き、あるいは就

業人口の動きということで書いてございます。いずれも数としては減っていくと。その中で、農

家の分類で見ますと高齢専業農家だけが最近ふえているということであります。就業人口の推移

で見ますと、表－９にありますように、65歳以上の方々の占める割合が５割を超え、51.3％と、

高齢化あるいは労働力がぜい弱化していることが見てとれます。 他方、明るい話題としては、

③にございますように平成 10 年度の新規青年就農者数が久し振りに１万人を超え、１万 1,000 

人ということでございます。新規就農ガイドセンター等の活動もあり、農家の中から跡継ぎとし

て出てくる者のほかに、農業外から新規参入という形で農業につかれる方々も大分ふえてまいり

ました。それから市町村単位でいろいろな努力もしておられますけれども、熱心なところと、必

ずしもそうでないところでは、かなり新規参入者の数の多尐との間に相関関係があるように見て

とれます。新規参入がこれから進んでいくということを踏まえますと、そのための支援もきめ細

かにやっていく必要があるということが１つのポイントかと思います。このあたりは事例も含め

ながら、わかりやすく記述をしたいと思っております。 

 ２つ目が、12 ページの優良農地なり農業用水の確保と有効利用でございます。御案内のとお

り、日本の農地は年々約４万 ha ずつつぶれていっているわけでありますが、大きな要因は、大

都市圏周辺で特に多い転用、中山間では耕作放棄という形で農地が改廃されていっております。

②にございますが、秩序立った土地利用ということからいたしますと、適切な土地利用計画に基

づいて優良な農地の確保ということが必要になってまいります。ことしの通常国会で農振法の一

部改正なども行って、制度面での整備をしたところでございます。また、中山間に特に多い耕作

放棄を防止するという観点からいたしますと、個々の人たちで耕作ができないような農地が発生

してくると、それを別の方が引き受けるという形で、担い手に農地を集積していくことが必要に

なってまいります。そのための条件整備としての基盤整備等々、ソフト面、ハード面での取組み

が大事だということを書いております。 

 あと、④以下でございますが、これまで余り白書で取り上げていなかったんですが、非常に大

事な水の資源としての農業用水について、今回まとめて整理をいたしました。農業用水はかんが

いに利用されるだけではなくて、集落の中でいろいろな形で活用されております。地域用水機能

というものがあるわけですが、これも、それぞれの地域が高齢化が進み、あるいは混住化が進む

と、水利施設の維持管理に問題も発生してきているという実態があちこちに出てきております。

そういった実態、それから、そういった問題にどう対応していけばいいのかということを整理し

たつもりでございます。 

 13ページは、３つ目の柱の技術開発なり普及でございます。まず最初に、戦後の技術開発、

特に日本の農業生産に大きく影響を与えた技術開発の例を紹介いたしまして、さらに新しい基本

法に即して、これからの研究開発の方向として、農業の現場を支えるような技術開発、それから、



これから革新が期待される基盤技術の開発、この２つに重点を置いて研究開発をしていくという

ことが定められており、その中身を御紹介をしております。 

また、普及事業については、試験研究で開発されました技術の成果を現場に移転をしていくとい

う意味で大変大きな役割を持っております。個々の担い手が育成される過程において、生産者の

方が普及事業に期待するニーズも高度化してまいりますので、普及サイドにおいても研究機関な

どとの連携がこれから一層大事になってくるということを指摘をしております。 

④でございますが、新技術としてのバイオテクノロジーは特許の競争などにもつながる大変可能

性のある技術ということで大事でございますし、また、表－11 にあります遺伝子組換え技術に

ついても、世界の食料問題等への貢献ということで可能性のある技術でございます。他方、国民

の方々はいろいろな技術に対する懸念を持っておられます。できるだけ情報提供をし、理解を深

めながら、引き続き研究開発を進めていく必要があるという整理をいたしております。 

14 ページでございます。人の話、農業労働力の話を一応整理をいたしましたが、第３節では特

に担い手ということで改めて整理をいたしました。(1) は農家経済。これはごく最近の動向です

ので説明は省略させていただきまして、(2) の多様な担い手の動向でございます。日本の各地、

それぞれの地域の実情というものはかなり区々でありまして、例えば図－28 をごらんいただき

ますとレーダーチャートになっております。関東と中国四国地方についていろいろな指標をとっ

てみますと、例えば関東ですと、跡継ぎがいる、あるいは 60歳未満の男子の専従者がいるとい

ったように、個別経営として比較的しっかりとした経営がなされている。それに対して中四国の

方は全国平均に比べて非常に値が小さくなっております。他方、サービス事業体といった左上の

ところが飛び出しております。 

このように地域の農業の実態というものがかなり違っております。そういうことを踏まえますと、

それぞれの地域で農業を担っていく人というものも違ってくるということでございます。一応４

つのタイプに分けました。 

 14ページの左下にありますように、認定農業者という方々は農業を職業として農業で食べて

いこうという意欲のある方々でございます。既に 14万ぐらいの方が認定農業者として育ちつつ

あります。それから集落営農。これは主として兹業地帯に多いわけですが、集落単位で地域の農

業を支えていこうという活動でございます。15ページになりますけれども、農業サービス事業

体。個別経営で規模拡大をしていく過程で、どうしても家族労働だけでは対応できないといった

ボトルネックが生じますけれども、そういったところを、いわばアウトソーシングのような形で

引き受ける事業体でございます。それから第三セクターといったものもございます。それぞれそ

の性格を整理をし、15 ページの右の上にありますように具体的な事例を示しながら、それぞれ



のタイプで活躍をしておられる方々あるいは事業体の姿というものを紹介をしたいと思ってお

ります。 

15 ページの中ほどからは農業・農村における女性の動向でございますが、女性は既に農業労働

力の６割を占めておりますし、地域社会での活動という面での積極的な参加もだんだん見られる

ようになりました。こういった女性の活動なり地位を明確化していくということで、１つは家族

経営協定といった家族内でいろいろな取決めをするという運動も進んできております。また、農

業委員会等々、いろいろな役割を担っておられる女性の方も最近はふえてきておりますが、さら

に努力をしていく必要があるということで、男女共同参画基本法等々、いろいろな制度的な枠組

みもできてまいりましたので、これからさらに女性の方々が活躍しやすいような条件整備をして

いく必要があるということを書いております。 

 16ページは高齢者の方々の役割でございます。既に労働力の高齢化が進んでいるということ

は御紹介いたしました。最近では農作業などで事故に合われる高齢者の方々もふえております。

元気なうちは高齢者の方々であっても活躍できるように、そういう生活環境あるいは生産基盤の

整備が大事だということでございます。 

次に農業法人の現状と課題でありますが、農地法の規定がございまして、農地の権利を取得して

農業経営を行う場合には、農業生産法人という要件を満たして取得をする必要がございます。こ

ういった数も最近は尐しずつふえてきておりますが、農業法人は農業生産面での機能のほかに、

右下にありますようにいろいろな役割を担っております。中山間地域等では雇用を創出する。人

を雇って農業生産を行っている。雇用機会の場も提供しておりますし、それから、新規就農者の

準備段階として、農業法人でまず経験を積んで、それから独立していくという役割もございます。

いろいろな機能を果たしているということを具体的事例で紹介をしたいと思っております。 

さらに、農業法人が一層の経営発展を果たしていく上で経営の多角化を図ったり、技術なり経営

面でのノウハウを蓄積をしたり、すぐれた人材を確保したり、信用力を高めたり、いろいろな努

力が必要ですけれども、現行の農業生産法人の要件について、今申し上げたようなことをさらに

進めていく上で要件の見直しということが必要になってきております。来年度の法律改正も含め

て、農業生産法人の活性化をさらに図るための条件の見直しについて紹介をしたいと思っており

ます。 

17 ページでございますが、第４節として農産物の需給動向と水田を中心とした土地利用型農業

の発展ということで整理いたしました。まず最初に米の需給動向等を簡単に紹介をしてあります

が、特に今回大事な点は、米については入札制度の改善が進み、需給動向に敏感に反映した価格

形成が行われるようになってきております。したがって、米については需要に見合ったもの、売

れるものを的確につくっていくことが大事でございますし、自給率の議論とも絡みますが、これ



からは麦・大豆、あるいは飼料作といったものについて本格的に生産をしていくといった自給率

を高めていく取組みが大事でございます。 

これまでの動向を見ますと、図－35 にございますように、転作作物として生産されてきました

麦や大豆において、生産調整面積がふえたり減ったりすることと、麦や大豆の生産が連動してお

ります。麦・大豆といったものが作物として定着していないという点がございます。これは経済

面、経営面、あるいは技術面、いろいろな課題があるわけですけれども、そういったものを現状

として整理をいたしました。 

18 ページにつながりますけれども、今後の水田農業の活性化に向けてということで、米につい

ては計画的な生産をしっかりしていくと。従来、ネガ配分といいますか、生産調整目標面積を配

分しておりましたが、これからは米をどれだけつくるかというポジの配分へ方向を変え、意識も

それに伴って変えていただきたいということでございます。それから、麦や大豆の生産が振興さ

れるように５年間の安定した助成の仕組みができ上がりました。こういったものを紹介したいと

思っておりますし、また、これまでもいろいろな工夫をされながら麦や大豆の生産を経営的にも

十分成り立つ形でやってこられている事例が全国各地にありますので、ほかの方々の励みになる

ように、いろいろな事例を紹介したいと思っております。 

 続きましてエの市場原理の活用と経営安定対策の実施というところでありますが、まず入札等

市場原理の活用でございますが、米に続き麦や大豆についても 12 年産から改善の方向が決まっ

ております。麦は入札取引が既に実施され、大豆も現行制度の改善等が図られる予定です。評価

が的確にあらわれる価格形成が行われようとしており、その状況を紹介しております。それから、

経営安定対策についても麦、大豆について仕組みがそれぞれ整備されておりますので、それを紹

介したいと思っております。それから、稲作経営安定対策について、生産者の方々の意向も踏ま

えながらよりニーズに合った形で制度の見直しが行われているということを紹介しております。 

19 ページでございますが、園芸作物なり畜産の需給動向ということで、野菜・果実についても

書いておりますけれども省略をさせていただきまして、19ページ中ほどの畜産の分野の課題で

ございます。②、③と２つの点を書いております。１つは自給飼料生産について、自給率向上の

ためにも大事なことでありますけど、それとあわせて生産コストの低減なり、それぞれの経営で

出てまいります家畜排せつ物の農地への還元という面でも非常に大事だということで、これから

自給飼料生産を拡大していくためのいろいろな課題、既に現地で取り組まれているさまざまな工

夫といったものを紹介をしております。 

 ２点目は、経営を始めようとすると、いろいろな施設等で資金も必要なわけですけれども、既

に経営をやっておられる方が後継者がいない等々の理由で経営を中断される、他方で新しく畜産

経営を始めたいという第三者がいらっしゃいますが、その間をうまくつないでいく畜産経営継承



システムというものが必要だということで、検討会も開かれ、既に報告書も出ております。こう

いった新しい経営継承の動きについても紹介をいたしました。 20ページは、第Ⅱ章の最後に

なりますけれども、自然循環機能の維持増進。環境と調和した、環境にできるだけ負荷を与えな

い形の農業生産の課題ということでございます。20ページは主として耕種農業、土地を利用す

る農業の課題ということで、堆肥の投入、あるいは化学肥料や農薬を過剰に使わない環境保全型

農業の現地での取組みの現状、課題、また、こういった取組みを支える上での支援措置等につい

て、最近の制度的な体制充実を紹介しております。 

21 ページは畜産分野でありますが、家畜排せつ物の適切な管理・処理、あるいはリサイクルを

推進するために新しい法律ができました。そういったことの紹介。 

(3) では、さまざまな有機性の資源（廃棄物）をリサイクルをして、堆肥化して農地に還元して

いく。その際に肥料成分等を表示しないと農家の方でも使いにくいという実情がございます。そ

ういった問題を解決するための制度改正も行われましたので紹介をしているところでございま

す。 

 (4) では地球規模での環境問題への対応ということで、温室効果ガス、地球温暖化というのは、

農業の面から見ますと、被害者でもありますし、また、農業の生産活動に伴って温室効果ガスを

排出するという加害者としての面、両面持っております。そういう意味で、農業生産に伴う温室

効果ガスの排出削減に向けた技術の開発・普及が大事だということを指摘をしております。 

22 ページ以降が第Ⅲ章でございます。農村の振興と農業の有する多面的機能の発揮ということ

で、３つの節で整理をしておりますが、まずは農村の現状で、人口動態、特に中山間地域を中心

に人口が減っているということ、それから条件に応じて集落の戸数が尐なくなってきたり、消滅

していくような事態も見られる。他方、都市近郊では非農家の人たちがふえてきて、地域のまと

まりとしての問題が生じてきているということを紹介しております。それから、市街化区域とい

いますか、かなり人口の密集しているＤＩＤ地区からの時間距離が近い集落と、そうでない集落

で、かなり集落の構造が変わってきているということを紹介し、集落で人が定着していく要件と

して、文化、医療、教育、娯楽といった利便性というものがかなり大きな要因になっているとい

うことを分析しております。 

 (2) では、農村社会における特徴的な課題として、生活者に魅力のある地域づくりということ

で、いろいろな条件整備をしていく必要があるということでございます。生産条件、生活条件、

いろいろな面での整備が必要だということでございます。高齢者が多いという地域の特性、ある

いは、そういった方々が元気なうちは生き生きと生活をし、人の助けが要るようになると地域と

して支えていく必要があるということを指摘をしております。 



23 ページからは農業の多面的機能とその発揮に向けた取組みということで、農業が持っている

多面的な機能について、言葉としては大分認知度も高まってきたということがアンケート調査な

どで見てとれるわけですけれども、実感として国民の方々にわかっていただくための説明の道具、

評価の方法を表－15にいろいろ紹介しておりますが、まだ実感としてわかっていただくという

意味では不十分かと思います。より一層の努力が必要だということを記述をしております。 

24 ページでは、12 年度からいよいよ中山間地域への直接支払いというものが導入されることに

なりますが、こういった施策についての理解がより深まるようにということで、①、②にありま

すように、中山間地域における農業の持っている意味合い、多面的機能が果たしている役割につ

いて紹介をし、また、中山間地域で農業を継続していく不利性といったものについて、わかりや

すく解説をしております。そういったことを記述をした上で、今回の新たな政策について理解が

深まるように、具体的な事例も含めて紹介をしたいと思っております。また、新しい制度につい

てこれから国民の方々の支持を得ていくためには、制度の実施状況についての点検なり政策評価

といったものもしていく必要があると書いております。 

25 ページから第３節ということで、農村の総合的な振興、農村の地域特性に即した整備ですが、

生活環境、生産基盤についてバランスのとれた整備が必要だということ、特に、農村の景観や豊

かな自然に対して「ゆとり」、「やすらぎ」、「うるおい」を求める住民の声もあります。景観

や自然環境を保全しながら、そういったところに配慮しながら整備をしていくことが大事だとい

うことを書いてございます。また、先ほどちょっと触れましたが、医療施設、文化あるいは教育

といった生活支持機能の確保という点では、個々の地方公共団体単独の事業というものは既に限

界がございます。もう尐し広域的な取組みが大事だということも指摘をしております。 

 続きまして 26ページでございますが、農村の活性化に向けた取組みでございます。市町村の

担当者にアンケート調査などをいたしますと、農業あるいは農業に関連した資源を中心にして、

地域内発型の産業振興をしていくことが大事だという結果が出ておりますが、現に各地域では住

民の方々の自発的な活動等をもとにしたいろいろな取組みが行われております。都市にマーケッ

トを求めるのではなくて、むしろ農村に都市の方々が求めるマーケットをつくっていくというふ

うな独自の活動も最近は見られるようになりました。具体的な事例を多く紹介をしながら、地域

の資源、例えば伝統的な行祭事、伝統芸能といったものも含めて、うまく活用している事例など

を紹介したいと思いますし、前回、情報化ということと地域の活性化について御意見がございま

したので、情報化をうまく活用して地域を活性化させている例などについても紹介をしたいと思

っております。 

 27ページ、都市と農村の交流等の促進でございます。それぞれの農村地域でいろいろな都市

との交流の試みが行われておりますけれども、当初の目的と効果にギャップが見られるという調

査結果もございます。グリーンツーリズムなどにいたしましても、一過性でない長期的な観点に



立っての活動が必要ですし、都市の方々の期待にこたえられるような魅力のあるメニューづくり

も必要だということで、ソフト・ハード面からの条件整備が大事だということを書いております。 

それから、農業体験でございますけれども、前回も申し上げましたが、子供たちの人格形成期に

は自然体験というものが非常に大事だということがございます。子供たちに農業に対する理解を

深めてもらったり、いろいろな体験をさせていくことが大事だということで、農林水産省、文部

省ほか関係省庁と連携して取り組んでいる事例を紹介をしたいと思っております。 

最後に、ウにあります都市農業の果たす役割ということで、都市及びその周辺での農業の役割に

ついて紹介をしております。その中でも市民農園につきましては、最近かなり数もふえておりま

すし、生産者と消費者の交流の場としての機能もあるということで、市民農園などの普及に向け

た各種の取り組みの充実も必要になっているということを指摘をしております。 

以上、大変駆け足で御説明いたしましたが、白書の現時点での粗々の内容ということで御理解を

いただきたいと思います。これから御審議をいただきます「講じようとする施策」の参考として、

そのバックグラウンドということで御説明をさせていただきました。以上でございます。 

○部会長 詳細に御説明いただきましてどうもありがとうございます。 

施策部会（第１回）委員要求関連資料 

○部会長 引き続き、第１回目の部会で要求のありました資料について、事務局から御説明をお

願いしたいと思います。 

○事務局 第１回目の会合で○○委員から御質問がありました事項、２つございましたけれども、

参考資料３を出していただきたいと思います。１つ目が、農地を農家がほかの農家に売却したと

きの課税の関係がどうなるかという御質問でございます。２番目が農業用水の実態についての御

質問でございましたが、２番目については後ほど御説明をいたします。 

 １ページ目が、農地を農家がほかの農家に売却したときの課税の関係について御説明をした資

料でございます。この場合、国税としては所得税、地方税としては道府県民税、市町村民税が課

税されます。 

 土地の譲渡については、(1) に書いてございますが、分離課税、他の所得とは分離されて課税

されることになります。この場合、土地を長期に保有した場合、５年を超える場合と５年以下の

場合で異なってまいりますけれども、普通、農家が持っているのは５年以上でございますので、

長期保有の場合について説明をしております。(1) のところに数式が書いてありますけれども、

税額は、農地を譲渡した収入金額から取得費と譲渡費用を引き、さらに土地についての特別控除



額が認められておりますので、その分を引いて税率を掛けます。税率については右側に書いてあ

りますけれども、所得税が 20％、その他を合わせて個人の場合には 26％の税率で分離課税され

ることになります。 

農地を譲渡した場合の特別控除の制度がございます。それが(2) でございます。農地の流動化に

資する譲渡を行った場合には以下の金額が特別控除されるということでございます。特別控除に

ついては 1,500 万円の控除、あるいは 800 万円の控除という２種類ございます。1,500 万円の

控除については、農業委員会があっせんなどをしても困難な場合に農地保有合理化法人と買い入

れの協議を行うという制度がございますが、この制度に乗った場合には 1,500 万円の控除、そ

れから、下に３つございますが、農業委員会のあっせん、農用地利用集積計画の定めにより譲渡

した場合、あるいは一般に農地保有合理化法人に譲渡した場合には 800 万円の控除となってお

ります。 

その右側に譲渡の実績がございます。これは必ずしも特別控除を受けた実績ではなくて、それぞ

れの制度を利用した実績でございますけれども、大部分の譲渡については特別控除の制度を利用

していると考えております。一番下の有償所有権移転の大部分がこの制度を利用していると考え

ております。 

なお、つけ加えますと、現在、農地の規模拡大について所有権移転で規模拡大をしているものは

約４分の１ぐらいで、あとは利用権の設定、貸し借りで行われているという現状にございます。

また、特に最近、地価の下落傾向等がございまして、特別控除の額をふやしてほしいという要望

は今のところないと承知をいたしております。以上が課税の関係でございます。 

 続きまして農業用水の実態でございます。 

参考資料３の２ページ以下で農業用水の実態、特に他種用水との調整について御説明させていた

だきたいと思います。 

順番が逆になって恐縮でございますけれども、３ページをお開きいただきたいと思います。農業

用水の役割と特性ということで御説明させていただいておりますが、先ほどの白書の説明にもご

ざいましたように、水は農業生産基盤の中で土地と並んで重要な生産要素になっております。特

に我が国の場合、農業の特質を考えると、水田農業を展開している中で、水問題というのは単に

農業生産ばかりでなく、地域社会全体にとっても重要な役割を果たしている状況にございます。 

右側にポンチ絵がかいてありますけれども、水というものは、雤が降って、それが森林などに蓄

えられて河川を通じて流れてくるわけでございますけれども、河川からの取水、あるいは天水等

を使って田んぼ等にかんがいをしていき、かんがいされた水が、直接あるいは地下水を通じて河

川等に還元されることによって、農業用水そのものが大きな水循環の一つの構成要素をなしてい



るところでございます。左の説明にもございますように、例えば飲用水その他の生活用水の場合

であれば、一度取水・利用した後、それを処理するという行程が必要でございますけれども、農

業用水の場合は通常、そのまま地下水なり河川に流れていくという特質を持っております。 

これら農業用水については、単に生産ばかりではなくて、そこにもございますが、景観あるいは

親水、生態系や、水路の水質の保全等、さまざまな地域用水としての機能も持っているものでご

ざいます。 

２ページに戻っていただいて、農業用水は、我が国の水需要の中で約３分の２の量を占めており

ます。590 

工業に使われる水に比べても、水田かんがいという部分で非常に大きな割合を持っているところ

でございます。 

このような農業用水についてさまざまな側面があるわけでございますけれども、前回もお話がご

ざいましたが、特に最近、米の作付け面積の減尐、先ほども水田作についての今後の方向が書い

てあったわけでございますけれども、米の生産調整等で実は農業用水は水が余っているのではな

いかという御議論が都市の住民の方々から出てまいります。確かに作付けの変化による需要減尐

要因もあるわけでございますけれども、一方において新たな作物の需要動向に応じた生産という

形で、畑地かんがい等の進展もございますし、水田についても、御想像いただけばわかるかと思

いますが、昔の胸までつかるような湿田であれば水を新たに手当てする必要はないわけでありま

すけれども、乾田化するということになれば当然地下水位が下がってまいりまして、その分、水

も必要となります。水田の整備等を行う場合には新たな取水も必要になってまいるという状況も

ございます。 

さらに、一番下の絵にございますように、例えば水田地帯の水路等を見てまいりますと、水路の

底の方を流れている水は田んぼにかける水ではない。取水ができるように水位を維持していると

いう形で、このような量が必要になってまいりますので、単純に量を減らしてしまいますと、通

常必要となる水までも行き渡らなくなってしまうという難しさがあるわけでございます。 

しかしながら、実際の需要動向に応じ、実は農業用水から他の用水に相当量の転換が行われてお

ります。４ページをごらんいただきたいと思います。昭和 40年度以降、一級河川について農業

用水から他の用水に転用した量を地域別に書いてあります。関東、東海等の大規模な経済動向の

変化があったところを中心として水の転用が行われているわけでありますが、40年以降、約 40

/sの水が生活用水等に転用されておりまして、これは、約 1,000 万人分の生活用水に相当し

ます。40 /sという単位、なかなか想像がつかないかと思いますけれども、四国の吉野川の流

量が農業用水から都市用水に転用されたとお考えいただければ結構だと思います。 



ただ、単に量的な転用を行うばかりではなく、実際は河川ごと、水系ごとに水需給というのは大

幅に異なっております。水が非常にひっ迫している水系もあれば、ある程度豊富な水系もあると

いうことで、各水系ごとに、地域ごとに、それぞれの流域の関係者、農業用水、あるいは都市用

水を含めました方々での協議ということが重要であるわけでございます。その場合におきまして

も、農家あるいは土地改良区等の多大な作業も通じまして、農業用水については通常、渇水時に

おける節水割合は上水に比べますと、同じないしは多いというのが圧倒的な状況になっておりま

す。 

なお、たまたま香川の土地改良区の事務局長さんの農業用水と他用水の問題についての現場の声

として、この話題にふさわしいと思われる記事がございまして、かなり客観的な記述でございま

すので、御参考までに提供させていただきます。以上でございます。 

○部会長 大変わかりやすく説明していただきまして、どうもありがとうございます。 

「平成 12年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の策定方針について 

○部会長 最後に、「平成 12 年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の策定方針

について事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 お手元にお配りしております、番号がついていないＡ４の縦の資料で御説明させてい

ただきたいと思います。 

まず１番に基本的性格と書いてありますが、「講じようとする食料・農業・農村施策」について

は、食料・農業・農村の動向を踏まえ、政府として食料・農業・農村施策についての次年度の取

組方針を明らかにするもので、毎年国会に報告するとともに、公表することになっております。

新しい基本法上、食料・農業・農村施策については基本計画をつくることになっておりますが、

基本計画に沿って総合的・計画的な推進を図ることとされており、その意味で、「講じようとす

る施策」は、おおむね 10年を見通して作成する基本計画の具体化に向けた年度ごとの実施方針

という性格を有するものでございます。 

「基本計画の実施方針」という性格から、基本計画に基づく施策への取組状況をわかりやすく示

せるように、その構成については基本計画に準じたものとしてはどうかと考えております。その

ため、構成は別紙のようなものとしてはどうかと考えております。 

別紙をごらんいただきますと、１番から７番までの構成になっておりますが、まず１番目に概説

という形で、施策を講ずるに当たっての背景、重点施策、立法・税制・金融措置といったものを

総括的に記述する。２番目に食料自給率の目標を踏まえた消費・生産に関する施策ということで、

消費の改善に資する施策、生産努力目標の達成に向けた施策といったものを記述してはどうか。



３、４、５と食料・農業・農村という３つの柱になっておりますが、３番目は食料の安定供給の

確保に関する施策を記述し、４番で農業の持続的な発展に関するいろいろな施策、５番で農村の

振興に関する施策を書き、６番で団体の再編整備に関する施策を記述すると。７番では食料、農

業、農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための取組みについて記述してはどうかと

いうことでございます。 

基本計画については、施策部会とは別に企画部会が設けられておりますが、企画部会の方で検討

していただいております。去る 12月９日の企画部会に構成（案）を提示させていただいたとこ

ろでございます。提出した基本計画の構成（案）については、新しい基本法の条文構成に即した

形で作成してお示ししたわけでございますが、それに対して幾つか企画部会の委員の方から御意

見をちょうだいしております。今後、それらの御意見も踏まえて基本計画を策定していくことと

しております。その場合には別紙でお示しした「講じようとする施策」の構成も変わることがあ

り得るということで、あらかじめ御承知おきいただきたいと思います。また、きょう施策部会で

別紙の構成（案）につて意見をいただければ、基本計画の事務局案の作成の際に参考にさせてい

ただきたいと考えております。 

２の(2) に①、②、③とありますけれども、まず①ですが、「講じようとする施策」は次年度の

政府の取組方針ということでございますので、基本計画に基づく施策が次年度において予算、法

律として具体化されるものについては、可能な限り盛り込むということでございます。それから、

施策の具体化に向けて引き続き検討を要するものについては、検討の方向とその手法を記述する

ということでございます。それから、政府全体で食料・農業・農村政策を推進していく必要があ

りますので、関係省庁が取り組むこととしている食料・農業・農村に関する施策を総合的に記述

することにしてはどうかと考えておりまして、こういう考え方で、きょう御議論いただきたいと

思いますが、御意見等も踏まえて平成 12年度に講じようとする施策について記述する作業に入

らせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

なお、説明は割愛させていただきますが、12年度予算の資料と、次の通常国会に提出する予定

の法案についての資料をお手元に配付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思いま

す。以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

質      疑 

○部会長 「食料・農業・農村の動向」について説明いただいて、第１回目の部会で要求のあっ

た資料を説明していただいて、最後に「講じようとする施策」、３点について詳細に御説明いた

だいたわけですが、以上の説明、資料について御質問なり御意見のある方がいらっしゃいました

らよろしくお願いいたします。 



○専門委員 先に失礼させていただきますので……。 

 まず白書の方でありますが、取りまとめに当たっての方針あるいは工夫点は、こういうことで

いいのではないかと思っております。 

 この前も御意見を申し上げていますので、一つ一つはありませんけれども、全体的な印象とし

て、今までの白書はむしろ農業・農村の立場だったんですが、今度は国民全体の話だということ

になっておりますので、直観的に、農業・農村はどうなるんだと。明るいのか、暗いのかという

疑問をそれぞれが持っているんだろうと思います。その辺をどうとらえるかということがあろう

かと思います。前回も申し上げましたけど、ついこの間、学校の先生との集まりがあり、日本の

農地が１人当たり４ａという話を出してみますと、そのことが自給率の低さの一つの原因である

し、一方で農地をどう守っていくかという話に発展するし、食品ロスの問題がありますが、ロス

にどう対応していくかという問題にどんどん発展してくるということもありまして、一つの事柄

から、なぜ農地が商品じゃないのか、生産手段なのかという点まで出てくるという問題もありま

すので、そういう視点をとらえて幅広く理解できるようなものにしてもらえればなという観点が

あります。 

 それから、もう一つ問題になりましたのが、確かに将来の農業について、世界の人口問題、食

料問題、また多面的機能、これもそういうことでいいのでありますけれども、全体的に見ると将

来の明るさとか暗さということになってまいりまして、農業者あるいは農村の復権といいますか、

誇りをどう復活させていくかということに結びついてくるという感じがしておりました。したが

って、新規参入等の問題も明るさでありますし、自給率の向上の問題も明るさでありますし、も

う一つ、商社だとかＪＲまでが米の流通に参入するという記事があるけれども、あれは明るさで

すなという評価をする人がいます。それは将来性があるということを裏づけていると確かに言え

るわけで、そういう状況も、国民の理解としては将来の農業・農村に対するイメージチェンジに

なるのかなという感じもして、そういうとらえ方もあるんだなと。単に人口問題、食料問題、あ

るいは多面的機能というだけでなくて、実態からもそういうものがにじみ出るようなものになら

ないのかなという気がしております。 

 もう１点は多面的機能の問題で、特に文化・伝統を支えているもの、数字も入っておりますし、

いろいろ入っておりますからいいと思いますけれども、具体的な事例を入れたらいいのかなとい

う気がしていまして、例えば山形の黒川能なんていうのがなぜああいうふうに支えられているか、

農業後継者が子供のころから農業をやりながら支えていく、それは酷かもわかりませんけれども、

そういうふうにして農村の文化・伝統が支えられ、日本のものとなるということもあると思いま

すので、具体的な事例をもって役割みたいなものを伝えていく方法というのがないものかなとい

う感じがしております。 



 それから、「講じようとする施策」については、12年度にどうするかということであります

から、予算の問題もありますし、法律制度の問題もありますので、ここに掲げてあります基本的

な性格はこういうことだと思いますし、内容もこういうことだと思いますので、企画部会との整

合性をとってお進めいただいてはどうかと考えております。以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。いかがでしょうか。 

○事務局 白書の取りまとめについて３点ほど御意見をいただいたかと思います。いずれも、で

きる限り○○委員の御意見を踏まえて、特に具体的な事例等という最後の点については、お示し

している素案の段階では十分情報収集をやっておりませんので、さらに努力をして、的確な、一

般の方々が読んで「なるほど」とわかっていただけるような事例を数多く載せたいと思っており

ます。 

○部会長 よろしゅうございますか。ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。 

○委員 最近、私よりもっと若い子たちってアニメ世代で、ビジュアルに目に飛び込んでくるも

のに反応するんじゃないかと思うんですが、今まで白書というのは文字ばかりということが多い

ような気がするんですけど、イラストだとか挿絵などについてはどのように考えていらっしゃる

んでしょうか。 

○事務局 確かに、親しみやすくわかりやすい白書ということで、近年、旧農業基本法のもとで

の白書についてもそれなりの工夫をいたしております。特に最近では、冒頭、表紙の次のところ

で簡単に御説明しましたけれども、写真を入れたり、図表を入れたり、白書はとかく記述がかた

くなりがちですので、肩の凝らない読み物風にコラムといったものも入れたりということで、私

ども役人のかたい頭で考えられる範囲で努力はしてきております。さらに具体的な御示唆があれ

ば、ぜひ取り入れていきたいと考えております。今回もこちらの分厚い方では尐し、多面的機能

のところなどは、282 ページですけれども、イラストのようなものも入れております。できるだ

け親しみやすい白書ということで努力をしたいと思います。ありがとうございました。 

○委員 今のをお聞きしてよくわかりました。私も白書といったものを利用したのは学生時代が

多かったんですけれども、今の学生さんは、まんがチックなものを欲する人も多いかと思うんで

すね。あと、コンピューター世代で、よく案内役のキャラクターが出てきて案内しながら説明し

ていくなんていうのがコンピューターのソフトの中にもあるようで、白書の中でそんなことがで

きるのかどうかわかりませんが、テレビでリポーターが案内していくように、誘導というか、動

線に従って行けばいいんだなとわかるようなページがあると楽しいんじゃないかと思いまして。

以上です。よろしくお願いします。 

○部会長 どうもありがとうございます。 



○委員 全体の内容については特段異論があるわけではないんですが、まとめ方の問題で、たし

か新基本法をつくるときの調査会は、ある意味で大きな争点が３つありまして、１つは株式会社

の参入を認めるか否か、２つ目は中山間地に対する補償をどうするか、３つ目は食料自給率をど

ういう設定の仕方をするかと。 

 後者からいえば、いわゆる国民運動としての食料自給率はいいにしても、行政主導型の食料自

給率については民間主導型でなくてはならないということで確認もできたわけです。問題は、株

式会社の問題、中山間地の手当て支給問題の最終的なまとめのときの判断は、尐なくとも中山間

地が多面的な機能を有する性格が強いという意味から補償措置については意見がまとまったわ

けでありますが、それ以外の平地についてはいかに生産性を上げるか、生産性を上げることによ

って内外価格差とか、消費者に対して低価格なお米の供給を果たすという形で最終的に合意が図

られたと記憶しているわけです。そういう意味でいけば、12 年度に講じようとする政策の中に、

いかに農業の生産性を上げるかということが大きな項目で示されて、ここに掲げてある幾つかが

そこに収れんをされていくと。 

この中にもそういうのは全部出ているんです。例えば農業開発の技術援助だとか、生産努力目標

の達成に向けた施策だとか、生産性を上げるための施策はそれぞれの項目に分かれて出ているん

ですが、生産性をいかに上げるかという大項目でまとめて、例えば規模による生産性向上という

ことであれば、前回私が資料を要求したのは、例えば大規模農業をふやすための農地の移転につ

いての税制上の扱いが今のままでいいのかどうかという議論に発展するし、技術開発をする場合

の農業試験場の充実強化をどうするんだとか、あるいは農業に関連する諸団体が今までの考え方

から自己革新を含めた新しい農業の育成にどう取り組んでいくべきなのか、あるいは農業従事者

自身が新しい時代を迎えて意識改革をどうしていくのか、ここには情報システムを十分活用して

いる農村もあるという事例紹介があるんですが、個々にばらばらにするのではなくて、生産性向

上のための施策ということを大項目につけておいて、その一つとしてこういうものがあるという

まとめ方をしていただいた方が、前回の新基本法の委員会の最終的な合意をした上でのまとめの

趣旨からはふさわしいのではないかなと、中身についての異論ではありませんので、そういう感

想を持っているということなんで、お考えがあればお聞きしたいと思います。 

○部会長 いかがでしょうか。 

  

○事務局 貴重な御意見ありがとうございました。「講じようとする施策」の別紙の４番の農業

のところに関しての御意見だと思います。今回の新基本法については、委員も御指摘のとおり、

農業の生産性の向上を図っていくというのが重要な要素として入っておりますので、その点につ

いては基本計画でもきちっと位置づけなくてはいけないと思っていますし、それを踏まえて、「講



じようとする施策」に関してもきちっと記述することで考えておりますが、当然この中に入るん

ですけれども、まとめ方についての御意見ということで承らせていただいて、今後それを踏まえ

て進めさせていただきたいと思っております。 

○部会長 よろしゅうございますか。ほかにございませんでしょうか。 

○専門委員 一つは、従来も相当の努力はあったかと思いますけれど、自給率の低さの問題とか、

食料の安全保障とか、安全性と表示の問題とか、問題意識がかなり鮮明になり、５ページの表－

５に見られますようにタブーなく整理されていると思います。基本法でこれらのことについてき

っちり盛り込んでいるということが白書の整理の仕方にもあらわれているのかと思いますので、

その点は評価したいと思います。 

 また、10ページの表－８についても、我が国の農業の特質をそれなりに比較してもらい、農

業の持つ多面的な機能、各国の特性があることをお互いに共感していこうということを念頭に置

いた整理という意味で、この点も大変評価できると思います。 

 その一方で、11ページの図－22ですね。これはとりあえず農家数の記述になっておりますが、

農家数なり担い手が減尐していると。こういう状況の中で一体将来の姿はどうなるのか。男子生

産年齢人口がいる専業農家はこんなふうに減っているわけでしょう。とすると一体どんな姿にな

るのかという記述がないと思うんですね。14 ページにも担い手について触れておりますけれど、

表－12と表－13なんか、とりあえず平成 10年の数字が出ておりますけれど、過年度との比較は

どうなっているのか。所得確保の状況等についてもっと言及があってもいいのではないかと思っ

ております。これが課題だと思っていることの１つです。 

  

 課題だと思っていることの２つ目に、12 ページの図－24を見てもらいますと、この表を見て

いる限りは何年かたてば農地はどうなるんだと。農地の記述等にしても、農地法の一部改正を行

ったと書いてあるだけでありますが、農地転用がこんな形で進んでいるという部分について、そ

の問題点について十分な記述になっていないのではないかと思うんです。本体の本文を見ていま

せんし、十分比較していませんので、本文にはきちっと書いてあるのかと思いますが、評価でき

る部分はたくさんあるんですが、その一方で担い手や農地の問題についての正確な課題、将来像

を知ってもらうという部分についての記述はもう尐しじゃないかと思います。 

 もう１点、21 ページの図－45、畜産糞尿の対策についてのところです。畜産経営に起因する

苦情発生率の推移等とありまして、そうだと思うんです。そうだから家畜排せつ物の処理・利用

の法律ができたと思っておりますけれど、もちろんその下に循環利用システムの構築というふう

に整理されていますから、十分な問題意識を持った上での整理だと思いますけれど、これでいい



のかと。畜産をやる人は本当にいなくなっちゃいますよね。現にいないんですけれど、そういう

部分をどんなふうに記述するのか。堆肥として利用しない限り、有機の農業生産も滞りますし、

大都市の新鮮な牛乳や野菜供給も滞ると。そうしたことはどんなふうに考えるのかと思います。 

あと、16 ページの農業生産法人の現状と課題のところで、先ほど○○委員からも御発言があり

まして、大きな論点になりました。そんな中で株式会社の一定要件つきの参入ということで進ん

でいますから、それはそれできちっと発展を図っていこうということで整理されているわけです

からいいと思うんです。ですが、16 ページの②、農業生産法人の経営発展には、マーケティン

グ活動への積極的な取り組みが必要と。異業種交流も含めた幅広いネットワークづくりが重要と。

否定しませんよ。大事なことですから。そう思いますけれど、ＪＡ等も相当の役割を果たしてい

るんですよ。米の計画生産や、それに伴う負担ばかり背負って、あとは異業種交流でマーケティ

ングの活性化ですよという話だと、一体地域の農業をだれが守るんですかね。そこの部分、問題

意識を表面的に整理し過ぎていると思っております。 

 それと関連ですが、今説明を聞きながら、要約されたこの冊子だけで、「ＪＡ」と「農協」と

いう言葉が何カ所出てくるか見たんです。３カ所だけです。例えば、15ページは表で出ていま

す。事例で香川県Ｃ農協と出ています。それから 22ページの図－51、「農協のホームヘルパー

養成人数と」と、ここに出ているわけです。もう１点、22 ページの左の下、耕作放棄地対策等、

「市町村、ＪＡ等による取組みの強化が必要」と。この３カ所だけであります。 

 一方、例えば 20 ページの事例に、私、本文を見てませんから何とも言えないんですが、環境

に配慮した良質米生産、宮城県丸森町、それから土づくり等について長野県の上田市、それから

21 ページの高知県窪川町、これは畜産農家の堆肥センターへの家畜排せつ物の搬入云々で、堆

肥センターを活用したと書いてあるでしょう。これにＪＡが関与してないわけはないと思います。

それから 24 ページ。これも事例で恐縮ですが、冬期の気温日較差を活かした云々ということで

「群馬県の富岡市及び甘楽郡４町村では」と書いてある。私は、これはＪＡ甘楽富岡のことだと

思うんです。それをなぜわざわざ市町村名で書いておかなければいかんのか。新幹線で企業名を

呼ばないで住所を読むのと同じかなと思ったりしましたが、あえてＪＡの役割を書かないように

しているのかと思っておりまして（笑声）、ちょっと恥ずかしいことを言っていますが、「構ず

べき施策」のところで農業団体の役割は何かと問いかけておられるわけだし、それをしっかり施

策として整理しますよという以上は、そこを抜きにして整理できないのではないかと。無視して

いただいても構わないんですが、以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。いかがでしょうか。 

○事務局 まず、最初の方でおっしゃいました農家、担い手の将来像、それから農地の将来の姿

を示すべきではないかという点でございますけれども、別途企画部会で御検討をいただいており



ます基本計画、自給率目標、そういった関連で構造展望というものを今、作業中でございます。

これがある程度具体的な数字が明らかになってきた段階で、こちらの白書の方にも引用すること

を検討してみたいと思います。 

 ２点目の排せつ物、特に堆肥の農地への循環といいますか、リサイクル、投与というものが大

事だという御指摘でございますが、これは 19 ページに書いてありますけれども、自給飼料生産

を拡大していくということは、自給率の向上といったことのほかに、適切に家畜排せつ物を農地

に還元していくと。いわゆる環境対策としても大事だということで、今おっしゃった御趣旨は白

書の中でちゃんと表現をしていきたいと思います。 

 ３点目のＪＡへの言及が尐ないということでありますけれども、その表現ぶりについては、そ

れぞれの個別具体的な事例の中で果たしている農協の役割について、よく調べて適切に表現をし

たいと思います。 

○部会長 ありがとうございました。 

  

○専門委員 厳しい御意見が出た後に言いにくいんですけれども、１つは、白書のところに書い

てあるように、インターネットでいろいろな意見を聴取するというのは大変いいことだと思うの

で、白書だけじゃなくて、施策に結びつくような形で白書の位置づけがなされていますので、ぜ

ひ強化してやっていただきたいなと。従来、「一日農林水産省」とか、公聴会とか、いろいろな

ことをやって意見を聞くわけですけれども、ああいう場面ですと役職についておられる年配の方

が出てこられるということもありまして、若い人の意見がなかなかとれない。それから、我々、

消費者とかいろいろな方に接していますと、このごろ団体でまとまった統一見解というのがなか

なか難しいんですね。個々の方がいろいろな意見を持っているわけですから、そういうものをど

うやって集約するかということが大事だなと。 

 ファッションの世界とかもそうでございますけれども、ばらばらな満天の星のような意見を形

にして物をつくって売っていくわけですね。そういうノウハウというのはお役所には余りないの

ではないか。お役所は積み上げられたものを採用していくと。そうすると、尐し遅かったり、あ

るいは年配の方の意見に偏ったりということになりがちですので、インターネットみたいなもの

を通じてどんどんやっていくというのは非常にいいのではないかと思います。 

 ２番目ですけれども、日本の農業の特徴というのがあったんですけど、あまり言い方がよくな

いんですけれども、日本の農業の特徴というよりも、都市と農村の間がものすごく離れている、

あるいは消費者と農家の間が猛烈に離れているというのが、ほかの国に比べて一番の特徴だろう。

これは書けという意味ではございません。先進国は先進国で、ヨーロッパでも広場があって、朝



市といいますか、野菜やなんかを売っている。そういうところで対話がある。途上国は農村との

間が密着しているとか、いろいろありますけれども、日本の場合、非常に離れてしまっていると

いう感じがするんですが、これから国民の理解を求めていかなければいけない問題というのが非

常に多いんですね。特に中山間、条件不利地域に直接いろいろな支払いをしていくとか、自給率

論議というのがこれから出てくると思うんですが、きちっと理解してもらわないと、またばらま

きをやるのかという話になったり、曲がった形で伝わってしまうということがございますので、

どんなものもこのごろは一般の方に理解してもらえないと存在が認められないという調子にな

りまして、私のところでも遺伝子組換え食品、非常に悩ましい思いをいたしておりますけれども、

そういうことが非常に大事ではないかと思っております。 

 ３番目に、インターネットでいろいろな意見を吸収するだけではなくて、発信も大いにやって

いただいたらいいのではないか。さっき御意見がございましたけれども、白書そのもののいろい

ろなパンフレットは出ていますけれども、あるいは「食料・農業・農村基本法」のパンフレット

も出ているんですが、全部、総花的にみんな書いてあるんですね。それはそれで私は要ると思う

んですけれども、消費者なら消費者の関心のある観点からまとめ上げるというパンフレットがあ

ってもいいし、農家の関心を中心にしてまとめ上げてもいいと思うんですね。細かい字で全体を

書いておけばいいんであって、切り口をいろいろ変えてＰＲをしていくということが非常に大事

だなと思います。 

 それから、講ずべき施策というのをどういう形でまとめられるのかわからないんですが、従来

のやつだと一般の方にわかりにくいですね。白書は随分わかりやすくなりましたけれども、施策

はわかりにくいんで、書くのは、国会に提出するものですからきちっと書かなければいけないと

思うんですが、外へ出す場合にはいろいろ工夫をされてもいいのではないかと思います。○○委

員が今おっしゃっていましたけれども、試験研究でも、国がやるとなかなか新聞は書いてくれな

いんですね。民間会社がやると意外性があるから書いてくれるんで、恐らく、農協というのは全

体の下敷きにあるので、書かなくてもわかっているんじゃないかというところが私はあるんじゃ

ないかなと思いますけれども、もっと彩りがないといけないというお話でございますので（笑声）、

書いていただいたらいい。 

 それと同時に、新しい基本計画なり何なりができたら、我らは何をなすべきかというのを農協

側でもきちっと出して、農家の方に訴えるということが大事だと思うんですね。消費者の側から

理解しろというのは無理なんで、攻める側が一生懸命やると。随分いろいろなものが、このごろ

拝見していますと出ていますので、努力をされているわけですけれども、そういうことを一層や

っていく必要があるんじゃないかなと思います。 

 ４番目は、総理の諮問機関という立派な名前になっておりますので、まとめの中にもあります

けれども、関係省庁、ほかの施策も関連のあるものはなるべく入れて書いていくと。余り書き過



ぎるとなかなか大変だというのはよくわかりますので、そこは上手に書いていただいたらいいと

思うんですけれども、例えば「食」の問題でも、従来は二本立てだったわけですけれども、今度

は望ましい食生活というのは厚生省と農林水産省と同じような形のものをつくるとか、子供さん

の食生活が大変な時期になっているということで、文部省との間も今おやりになっていますけれ

ども、一つの省だけで済まなくなっているということです。実は科学技術の方も５省庁で基本方

針などを出していますけれども、だんだん垣根が低くなるといいますか、そういうことが非常に

大事だなと思っております。 

 それから、白書の中で、１つだけ具体的な話なんですけれども、担い手で法人だとか個人だと

かあるんですけれども、先ほどちょっとお話がございましたけれども、継承をどういうふうにや

っていくかというんで、上手に継承されている事例も非常に大事だと思うんですね。法人ができ

て、ずっとやっていて、親父さんたちが年をとってくるとやめちゃう。また次に新しいものがで

きてくるという形が割合多いんですけれども、最近では継承されている場合も相当あるし、息子

さんが跡を継がないで第三者が跡を継いでいる場合もありますし、借金をかなりしておられると

ころは、先行きどうするか皆さん非常に関心がありますので、その辺も事例を挙げていただけれ

ばいいのではないかと思います。 

○部会長 ありがとうございました。 

  

○専門委員 最初に「講じようとする施策」の方で、中身は御説明があったような格好になるの

かなということですけれども、○○委員もおっしゃったんですけれども、書きっぷりをどうする

かということと、どこまでこの部会で議論するのかという２つの問題があるんだろうと思います。

そのあたりを尐し、次年度の話になるのかもしれませんけれども、整理をしておいた方がいいか

なという気がいたします。書きっぷりは、これまでの白書でありますと、難しいというよりも、

ほとんど読まない（笑声）パートであるということは皆さん認めているところでございますので、

これを継承していくということであれば余り元気が出ないわけでありますけれども、はっきりし

たユーザーがあって、第１のユーザーがこういう方々であるということで、そこから考えるべき

点があれば、これから考えておいていいのではないかという気がいたします。 

 それから「動向」の方でございますけれども、いろいろあるんですけれども、大きな点で感じ

た点を申し上げます。 

 １つは、かなり意識はされていますけれども、新しい基本法との関連性をもっともっと強調し

ていいだろうと思います。素案の方をざっと読ませていただいたところ、食料のところはかなり

そういうところが読んでいてわかります。つまり自給率の目標の設定ということがありますので、

基本法との対応関係も非常にはっきりしています。ところが農業・農村といくと、これがほとん



ど表面に出てきていないという印象が強うございます。特に農村では、例えば「自然循環機能」

という法律の中で改めて定義された部分が引かれていますけれども、基本法については何もリフ

ァーしていませんし、多面的機能もそうですし、中山間地域のハンディキャップを補填するとか、

都市との交流、いずれも基本法に書かれていることでありますけれども、素案の中には一切ござ

いませんので、この段階で細かなことを言ってもあれでございますけれども、初年度であります

ので、この機会しか大手を振って基本法をショウアップするということはないかもしれませんの

で、もっと遠慮なくやられていいのではないかという気がいたします。 

 それから、これは細かな話なんですけれども、同じことを扱うにしても、消費者あるいは国民

の関心の高い切り口にポイントを置いたような書き方が望ましいと思うわけです。以前も申し上

げたかもしれませんけれども、消費者にとっての食料消費の家計にとってのウエートというあた

り、エンゲル係数が多尐上がったという話もございました。このあたり、国民経済計算ですと階

層別は出ないわけですけれども、家計調査の方から、エンゲル係数とは別の形でも結構ですので、

どのぐらいのウエートかということを尐し論じてみたらどうかという気がいたしました。 

 それとの関係でございますけれども、食料の価格については最初の方に出てまいって、農家に

とっての価格が後の農業の方で出てくるわけです。本当を言いますと、ここの連絡というのが非

常に大事だろうと思います。これは白書全体、このパート以外にも実は関連性があるよというと

ころが随分多いだろうと思うんですね。関連性自体が問題になるようなものは、できればまとめ

た方がいいと。先ほど委員からも、別のフィールドの話ですけれども、そういう御発言がござい

ました。それができない場合には、何ページのここと関連があるよというような、参照していた

だくというような形で、最低限その結びつきを明示するという工夫もあるかなという気がいたし

ました。 

 それから、我が国農業の特性ということで、要旨でいいますと 10ページですか。ここに書か

れていることはそれぞれ重要なことだと思いますけれども、私なりの意見を述べさせていただき

ます。１つは、もう尐しこういうところを加えたらどうか、こういう要素もあるのではないかと

いうことでありまして、もう一つは、我が国の農業あるいは農村の特質を強調するということは、

何も日本が非常に特殊であるということを強調するわけではないわけですね。むしろ、例えば水

田はアジアと共通点がありますよ、この面ではＥＵと共通点がありますよ、この面ではＥＵなん

かとは違いますよと、インターナショナルな目を持ちながら個性を浮き彫りにするようなアプロ

ーチができるのではないか。これが２番目のことであります。 

 もう尐し具体的に申し上げますと、日本の農業について、水田であるということで集落型農業

とまとめていますが、この中には環境に対して比較的負荷の小さい農業ということがございます。

このあたりは「持続性」というような言葉を使っていいだろうと思います。その際に、先ほどの

議論でいえば、畑作なりドライのファーミングとは地力の維持機構が違うというか、その辺の差



異も強調していいような気がいたします。それから、水田について書いてあるわけですけれども、

水田のアジアとの共通性ということを議論していいのではないか。ここは多面的機能ということ

とも恐らく結びついてくるのではないか。 

 それから、ＥＵなんかとの共通点として、○○委員は農村と都市の距離が非常に離れてしまっ

たとおっしゃったんですけれども、そうであるような気もしますけれど、私はそうでもないよう

な気もするんですね。アクセスということからいえば、お盆で帰るとかいうことも含めて、比較

的日本の農村というのは手軽にアクセスできる自然空間としての意味を持っているだろうと思

います。この点は、全部が全部ということではありませんけれども、ＥＵと共通する点ですよと

いうような議論ができるのではないかと思います。 

 それから、歴史が古いということは、この中で「新大陸」という言葉が使ってありますけど、

このごろは余り「新大陸」という言葉は使わない方がいいんだろうと思いますけれども、それは

別として、これもかなり大きな日本の農村の特徴だろうと思います。 

 それから、これは農業の特徴ではございませんけれども、食料なり農業の問題性を浮き彫りに

している最大の要素は、これだけ所得水準の高い国になったということがあるわけでありまして、

間もなくそういう国もふえてくると思いますけれども、ほかの水田、アジアの国とは違う要素で

ある。ですから、特徴は特徴で、私も大賛成でありますけれども、やや視野を広くとった上で特

徴を浮き彫りにするという議論がいいのではないかと思います。 

 長くなりますけれども、あと一、二点、担い手の問題で、安定的で効率的な担い手が相当部分

を占める農業構造ということと、もう一方で多様な担い手ということを言っているわけでありま

して、すんなりとこのまま受けとめていただければ、私はそれはそれでいいと思うんですけれど

も、ややもすると対立的に見るという議論があったんだと思うんですね。まだあると言ってもい

いかもしれません。これは私の見方でありますけれども、これだけ担い手の高齢化が進んでくる

と、効率的、安定的な経営だけでは、尐なくともここ 10 年や 20年、日本の農業を支えていくこ

とはできなくて、どっちもフルにやっていただいて、ようやく農地なりが保全できるというのが

実態だろうと思います。 

そうは言うものの、現に担い手が元気にやっておられるところに、行政的に補助金で営農集団を

別につくってしまうということをやってはいけないですけれども、無理をしないということであ

れば、十分両立するような状況であるということもちょっと触れておいた方がいいかなという気

がいたしました。 

それから、ちょっと戻りますけれども、生産者の価格あるいは消費者の価格についての記述がち

ょっと離れたところにあるわけですけれども、去年に比べてどうかとか、これは白書の性格上必

要なのかもしれませんけれども、私は５年前あるいは 10 年前に比べてどうかという方が、例え



ば食糧法の、前と比べて現在どうかとか、そのぐらいの比較の方が、国民の生活の実感と農業な

り食品の問題ということでいえば、むしろぴんとくるのではないかという気がいたしました。 

長くなりますので、とりあえず。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

○委員 今回「食料・農業・農村基本法」が制定されまして、農政改革元年という年に出される

白書でございますので、新基本法の基本理念につきましては、国民各層に理解と合意を進める上

でも極めて重要な役割を果たしていると私は思います。農業の実情と農政改革の推進について国

民の理解と合意を得ることが最も重要であると思いますので、国民向けの白書として強く認識を

して策定する必要があろうと思います。 

また一方、農業者にとっても、地域農業の将来や、みずからの農業経営の展望を考える上で白書

は重要であると思います。したがいまして、地域で頑張っている事例、明るい話題を多く盛り込

むなど、都市と農村の交流など消費者視点も踏まえて、より読みやすく、親しみやすいものとす

る必要があると思います。内容が大変幅広く、分析も多岐にわたっております関係で、全体を要

約したわかりやすい要旨版を別につくる工夫も検討する必要があるのではないかなと思うわけ

です。 

それから、白書の素案につきましては、食料・農業・農村という３つの章に分けてわかりやすく

でき上がったと考えます。また、食料の安定供給の中で、現在の食生活を健康で望ましいものに

改善していこうとする望ましい食生活指針を農林水産省と厚生省で検討しているとお聞きして

おります。食生活を改善することは極めて難しい問題であると思いますので、国民全体で取り組

むことが不可欠であると思います。先般、全国レベルで「食を考える国民会議」が発足したと聞

いております。地方レベルでも早急に取り組むことが大切であろうと思います。 

それから持続的発展ですけれども、地域農業の再生に向けたさまざまな取り組みが始まっており

ますので、そうした事例を掘り起こしてほしいと。また、孤立しがちな農業者が横の連携も図り

ながらみずから農業経営を発展させようとがんばっている事例もございますので、こういうこと

も取り上げてほしいなと思っております。 

それから、特に農村の振興と多面的機能の発揮につきましては極めて重要であろうと思います。

農業者も含めて国民に、経済的な価値だけでなしに農業の価値を再認識をしてもらうためにも、

目に見えにくい価値を農村は果たしているということでございますので、特に地域の文化、伝統

といった当たり前の農村の姿も実は農業者が担っているということも訴えてほしいなと思いま

す。 



それから、直接支払いの問題ですけれども、私の町を例にとってまことに申しわけございません

けれども、私の町も全くの山間地、山林が 94％というような町でございます。先般、具体的に

面積を測量して出してみたんですけれども、直接支払いが該当する面積が全面積の約 10分の１

という実情でございます。直接支払いでお金が出るんだというのが一人歩きをした感が否めんと

思います。全国的に具体的に下へおりてきますと苦情が続発する危険性があるのではないかとい

う気がいたします。せっかくできました立派な制度が、そんなことならやめてしまおうというこ

とにならないように、これが取り越し苦労になればいいんですけれども、申し上げたいと思いま

す。 

○部会長 ありがとうございました。 

○事務局 ○○委員からの御意見、できるだけ反映させたいと思いますが、特にわかりやすい白

書、要約版もという御意見がございました。実は、こういう白書のポイントというものをつくっ

ておりまして、今回の白書についてもさらに工夫をしてつくりたいと思っております。 

それから、先ほど○○委員から御示唆いただいた（ビジュアル面での）新しいアイデアにつきま

しては、私の今の感じでいたしますと、むしろこういったパンフレットの方が反映しやすいので

はないかと思っておりますので、具体的な方向まではお答えできませんけれども、白書本体より

はこちらの方が、一般の方にお話をするときには使う機会が多いので、こういう中でぜひ生かし

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

○専門委員 食料のことに関しては、幾らか私はわかったつもりでおりまして、子供の問題、あ

るいは外食の問題、その他の問題で大変簡潔に、焦点を合わせて取り上げてあるので、このまま

続けていただきたいという感想です。 

そのほかの感想でございますが、消費者と農業者の隔たりが一番遠いのが日本だという御意見を

伺ったり、明るさ、暗さというのが農村に存在するような御意見を伺いましたが、実は先回、農

村の課題というのを聞かせていただいたときは私、大変暗い気持ちになってしまいました。しか

しきょうの「講じようとする施策」を見ておりますと、大変明るさがあるのかなという気がして、

甘いのかもしれませんが、例えば女性の農業における位置の確保であるとか、新規青年就農者の

数がわずかながら増加しているというような状況を見たときに、暗い暗いというのはメディアが

つくり上げたものではないかなとも考えまして、これから明るい方向へ向かおうとする施策につ

いて、ぜひメディアを介しながら、国民に十分に理解をさせていただきたいという気がいたしま

す。 

実は私は、大変お恥ずかしいですけれど、子供白書と厚生白書、そういう分野の白書しか目にし

ておりませんでしたが、それも刊行物センターへ行かないと手に入らないということで、いつも

霞が関へ購入にくるということでございますが、できるだけ多くの国民に普及していただくには



何らかほかの方法がないのかなと。先日お伺いしましたら、農業関係はＪＡ関係に置くとか、し

かるべき拠点に置いて配付するというお話を伺いましたが、実際に消費者の手に渡る白書は一体

どれぐらいなのか、ちょっと疑問に思いまして、私はこういう関係の仕事をするときにちょうだ

いする機会しか与えられなかったので、農村と消費者との距離を短くしようとするならば、普及

啓発をもう尐し合理的に、一般の国民の目に入るような方法をとっていただければ大変ありがた

いという感想でございます。以上でございます。 

○部会長 ありがとうございました。 

○事務局 白書をできるだけ広く国民の方々の目にとまるようにという御意見がございました。

私どもも思いは全く同じでございます。 

 簡単に農業白書の発行部数を申し上げます。この春出たものではなくて９年度の白書の数字で

ございますけれども、農業白書は、国会等に報告するために約 3,000 部刷っております。これ

は国の経費で作成し、国会その他必要なところにお配りするということですが、白書自体は著作

権がございませんので、民間の出版社の方々からお申し出があれば、どうぞということで刷って

いただきます。こういった形で、農業関係の月刊誌だったりが多いわけですが、白書の特集を組

んでいただいて、その中に農業白書の全文が掲載されるというものが約３万部ございます。 

白書は、各省から出しておりますもの全体で約 40ございます。その中で法律に基づく白書はた

しか 18程度だったと思いますけれども、一番売れておりますのは先ほどお話がありました厚生

白書でございます。次が経済白書だと思います。３番目に農業白書と。私どもが各省に照会いた

しました結果ですと、そうなっております。もちろん３万 3,000 部で満足しているわけではご

ざいません。できるだけ手に取っていただけるように、マスコミの方にも事前にレクをして取り

上げていただく工夫はいたしております。 

なかなか無償で配付するというところまでできませんので、手に入りやすいような工夫、あるい

はＰＲの工夫に努めたいと思います。 

 ちなみに、こちらはパンフレットで、これは私どものところで印刷しておりますが、たしか

3,000 部でございます。これは、いろいろなところからお申し出があるとだれかが出向いて、こ

としのポイントはということでお話をする。そういう場で使っております。もうストックがない

んですけれども、3,000 部は講演会等で使わせていただいているということでございます。 

○専門委員 3,000 部は尐ないですね。せめて全世帯数ぐらい欲しい。（笑声） 

○専門委員 素案を読んでおりましてちょっと気になったところがありますので、次の回あたり

でもいいのかもしれませんけれども、二、三申し上げたいと思います。 



 １つは４ページですが、自給率の低下の要因で、昭和 60 年前後で変わっていると。ところが

素案の方の説明を見ると、食料自給率が低下した要因を長期的、短期的に分析してみると、長期

的には食生活の変化が、短期的に見ると国内生産の減尐によるところが大きいと。これはこれで

もちろん間違いではないんですけれども、60年前後でかなり大きな変化があったということが

あるんだろうと思うんですね。特に農業については、それまでは曲がりなりにも右肩上がりでき

ていまして、前回、割に見やすいグラフが提示されたかと思うんですけど、今回もそれに似たよ

うなものが入っていますけれども、ある種のターニングポイントであったということはもう尐し

認識を深めていただく必要が私はあると思っております。ごく短期的というよりも、そこから後

は傾向的には農業の大きさが小さくなってきているということでございまして、これは非常に大

事なことだと思いますので、短期、長期というよりも、60年、バブルの経済に突っ込んでいっ

てからと言っていいのかもしれませんけど、そのころで随分変わったということが大事かと思い

ます。 

それから、これはもし考慮の余地があればということなんですけれども、食品の安全性という観

点からも今年はいろいろなことがあったわけですね。ダイオキシンについてはそれなりの記述が

あるんですけれども、もう一つは例の東海村の核燃料の施設の問題ですね。あのときは農林水産

省としても対応には万全を期されたと私ども承知していますけれども、食料の供給なり、安全性

なり、ネガティブな要素としては風評被害とか、いろいろ食料政策なり農業政策の上で考えるべ

き点を含んでいるような気がいたします。これは冷静な評価をする必要がありますので、ジャー

ナリスティックといいますか、煽動的な形で取り上げる必要はないと思いますけれども、あれだ

けのことでありますので、白書の中でも取り上げることを考えてもいいのではないかという気が

いたしました。 

 それから、水のことの強調がございました。これは賛成でございますけれども、尐し大きな視

点でいいますと、世界のこれからの資源の問題で水の問題というのは大きくクローズアップされ

るだろうと言われております。実際にそうだろうと思います。そんな中で日本は比較的、水とい

う面では恵まれているというか、その意味でストロングポイントがあるということを強調しても

いいのかなと。これもグローバルな状況と国内の状況を対比してみるというような視点があって

いいかなという気がいたしました。 

 それから、土地改良、農業基盤整備と労働時間の節約の効果の対比がございました。これは労

働時間の部分の説明だけを拝読いたしますと、いろいろな意味での機械の導入とか、そういうの

が全部込みになっているはずであります。私の記憶では、構造改善局で土地改良の効果だけを比

較的リーズナブルな方法で分離した成果があると思いますので、もしそちらが使えるのであれば、

その方がむしろ説得力があるのではないかと思います。以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。 



 長時間にわたり各委員から貴重な御意見をいただきまして、どうもありがとうございました。

そろそろ予定の時間が参りましたけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局には、本日の議論を十分踏まえ「講じようとする施策」の策定に当たってい

ただきたいと思います。また、白書についても本日、貴重な御意見をいただきましたので、参考

にしていただきたいと思います。 

 次回の部会では、「平成 12 年度において講じようとする施策」の案について事務局から御説

明をしていただいて、御審議いただくとともに、「食料・農業・農村の動向に関する年次報告」

及び「平成 11年度に講じた施策」の案について事務局から御報告いただくことにしたいと考え

ております。 

そ  の  他 

○部会長 スケジュールについて、事務局から案がございますでしょうか。 

○事務局 次回、第３回の部会のスケジュールでございますけれども、来年２月 17 日、木曜日の

午後ということで、委員の方々、個別にスケジュール調整をさせていただきたいと思っておりま

す。詳細については、改めて委員の方々に御連絡をさせていただきたいと思います。 

○部会長 最後になりましたけれども、本日の提出資料の取り扱いについてお諮りしたいと思い

ます。 

提出資料の取り扱いについては、本年の９月６日の第１回審議会において申し合わせた「食料・

農業・農村基本政策審議会の情報公開について」において、必要に応じて事務局から記者会見を

行い、会議に提出された資料を配付することになっておりますけれども、本日の提出資料のうち

「食料・農業・農村の動向（素案）」、参考資料２については、事務局内での検討のたたき台と

なっているものという説明があったと思いますので、本日時点での配付は行わないこととしたい

と思いますが、いかがでしょうか。そのようにさせてもらってよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○部会長 では、事務局は資料の取り扱いをそのようにしていただきたいと思います。 

 本日はこれにて閉会いたします。御協力いただきましてどうもありがとうございました。 

閉      会 

 


