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開     会 

○部会長  ただいまから食料・農業・農村政策審議会の第３回施策部会を開催いたします。  

 なお、本日は、◯◯委員、◯◯委員、◯◯委員、◯◯専門委員が御欠席との連絡をいただいて

おります。  

 本日は、第３回の部会として、「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

定方針などについて御議論をいただきたいと思います。  

   

   

資 料 説 明 

○部会長  まず、「講じようとする施策」について御審議をいただく前に、その参考として食料・農

業・農村の動向についての案が提出されておりますので、事務局から御説明をお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。   

○事務局 私の方からお手元に配付してあります参考資料１と参考資料の２に沿って御説明をさ

せていただきますが、主として参考資料１の方をごらんいただきたいと思います。昨年 12月 24日

の第２回施策部会におきまして「食料・農業・農村の動向に関する年次報告」の素案について御説

明申し上げましたが、その後、これまでにいただきました委員の方々からの御意見も踏まえて尐し

加筆修正をいたしております。その点を中心に御説明申し上げたいと思います。  

 表紙を１枚めくっていただきますと、「はじめに」ということで本年度の白書作成に当たっての基

本的な考え方をまとめてございます。上段の方に書いてありますように、21世紀を目前に控えて、

社会全体の価値観も大きく変わってきつつある。そのなかで、上から６行目ぐらいのところに書い

てありますように、「くらしといのち」の根幹にかかわる食料とそれを支える農業・農村の価値が再

認識され、安心と安全の礎としての役割への期待が高まっている。全体として社会のパラダイム

の転換期に当たって、農業・農村に対する価値観も再認識をされようとしているという時代認識の

もとに、中ほどにございますように、昨年の７月に食料・農業・農村基本法が制定をされたことから、

これからはこの基本法に即して新しい世紀における食料・農業・農村施策が展開されようとしてい



るわけでございます。その際には、国だけではなく、地方公共団体、農業者・消費者、あるいは関

係事業者の方々がそれぞれ役割を分担しながら、着実に新しい基本法の目的の実現に向けて御

努力いただくことが大事だという認識を示しております。  

 こういった認識を踏まえまして、一番下のパラグラフにありますように、今年の白書の構成は、

「食料の安定供給の確保」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続的な発展」、「農村の振興」という

四つの新基本法の基本理念を念頭に置きながら、食料・農業・農村の特徴的な動向と課題、並び

にこれから展開されようとしております具体的な施策の方向やその必要性について、広く国民の

方々の理解と支持が得られるように、そのための素材を提供することを念頭に置いて作成をした

次第でございます。  

 もう一枚めくっていただきますと、目次がございます。前回御説明しました構成案とほぼ同じです

けれども、１点だけ、第Ⅰ章と第Ⅱ章の間に、「地方公共団体における先駆的な取組事例」という

ことで都道府県の注目される施策について紹介をするコーナーを設けたところでございます。  

 １ページ以降ですが、第Ⅰ章の「食料の安定供給確保」では、最近の食料消費の現状等につい

て分析をしたところでございます。  

 景気の動向が最近は低迷をしておりますが、そういうなかで食料消費支出の関係をみますと、

エンゲル係数なども平成９年以降上がっているといったところを前回御説明申し上げました。また、

食料消費支出の形態を見ますと、外食や調理食品等、家庭のなかからだんだんと外の方に向か

うなど、簡便化を求めて、食料消費支出の中身も４分の１以上が家庭外に依存するなどの変化が

みてとれます。また、こういった事態を反映して、消費者の方々の意識も、「食事は家庭でつくるも

の」といった従来では当然と思われていた意識についても変化が生じているということを申し上げ

ました。  

 前回はここのところで委員の方から、最近の家計調査で見るとエンゲル係数が上がっていると

いう点について、もう尐し所得等の関係を分析してはどうかという御提案をいただきました。参考

資料２の７ページになりますが、家計調査の年収５分位をとりまして、エンゲル係数の上昇がどの

時期から出てきているのかということを若干検討いたしました。予想されることでありますけれども、

低所得階層ほどエンゲル係数が上がる時期が早まってきていることがみてとれましたので、その

ことを記述をしたところでございます。  

 ２ページ以降は「我が国の食生活がかかえる課題」ということで三つの問題点を指摘しておりま

す。栄養面での脂質の摂取過多等を含めて栄養摂取の状態に過不足やアンバランスがみられる

こと、２点目として食料ロスがだんだん増えてきていること、３点目として家庭のなかでの食事をと

る姿が「欠食」あるいは「孤食」といったように、従来みられた家庭の団欒のもとでの食事の機会、

またその機会を利用した子ども達に対する食教育の機会が減尐してきている。こういう主に三つ



の点について指摘をしたところでございます。このあたりは従来御説明申し上げたところと変化は

ございません。  

 ３ページは、「子ども達の「食」を考える」ということで、全般的に日本人の食生活にもいろいろ問

題が生じてきているなかで、特に子ども達の食生活の中身をみますと、栄養摂取のアンバランス

あるいは欠食といった問題が生じてきている。生活習慣病の若齢化も進んでいるということで、特

に心身の発育段階にある子ども達にとって、毎日の食事というものは、単なる栄養摂取の面だけ

ではなく、将来の食習慣の形成とか健康維持、食文化の継承、いろいろな面で大事な問題である

ので、子ども達に「食」についての勉強をする機会を与えるだけではなく、「食」の材料を提供する

農業そのものについても教育という形でいろいろと情報提供し、教えていくことが大事ではないか

という指摘をしたところでございます。  

 ４ページですが、第２節は「食料自給率と食料の安全保障」でございます。ポイントは、我が国の

自給率が年々低下をしてきた主な要因は、長期的には食生活の変化、それから最近の自給率の

低下は、それに加えて国内生産の減尐という要因も大きいことなど、②と③に書いてあるようなポ

イントを御説明いたしました。  

 その際に、右上にあります図－９の表に関連して、自給率が低下するなかで日本の農業生産の

流れを見ると、昭和 60年前後を一つのピークとして、それまで数量的にも生産が拡大してきたの

が、この時期を境にして減尐に転じているという点をもう尐し書き込むべきではないかという御意

見をいただきました。右の中ほどに図－11 として具体的な数字をグラフ化しておりますけれども、

委員の御指摘のとおり、60 年前後が一つのピークになっておりまして、その後、下がってきている。

これを本文では 40ページから 41ページにかけて採用しております。この点が加筆した点でござい

ます。  

 それから、現在企画部会で検討いただいております基本計画の中で自給率の目標が設定をさ

れますので、その内容に即して、ここのパートはこれから追加をする予定でございます。  

 次に５ページですが、「食料安全保障」のところは特に訂正はございません。ポイントは、我が国

の不測の事態に備えてどう対処すべきか、普段からきちんと体制を整備すべきであるということを

提案しているところでございます。  

 ６ページ以下ですが、食料の安定供給を支えるうえでの食品産業の役割ということで、国内農産

物の生産を拡大していくといたしますと、その需要先としての食品産業が非常に重要な役割を持

ってまいります。これからは食品産業と農業サイドが連携をして、国内の農産物の生産と供給の

マッチングをうまくしていく必要があるということを指摘いたしました。④、⑤のところは、食品産業

固有の大事な課題として環境対策という問題があるということを書いております。  



 ７ページ以降は消費者の方々の特に関心の高い食品の安全性と表示の問題でございます。②

でダイオキシン対策について書いておりましたけれども、さらに加えて、昨年９月 30日の東海村の

ウラン加工施設での事故、これにより農産物の流通あるいは価格形成に影響があったわけです

が、それを関係機関の努力で最小限にとどめたという事項もここで記述をすべきであるという御意

見をいただきました。本文では 70ページ以降ですが、その内容、事実関係を整理いたしました。  

 ③、④以降は、表示制度につきまして昨年いろいろと制度的な手当てをしたことの御紹介でござ

います。  

 ８ページでは国際関係を整理しておりますが、ここは前回と変更ございません。  

 ９ページ、第５節としてＷＴＯをめぐる動きについて整理しております。前回まではシアトルの閣

僚会議までの動きについて整理をいたしましたが、その後、シアトルでの閣僚会議の結果を踏ま

えて、（３）として「ＷＴＯ農業交渉の今後の課題」ということで、これまでも日本の立場、主張につい

て各国の理解を得られるような努力を内外ともにいろいろしてきたわけですが、さらに努力を傾注

する必要があるということで追加記述をいたしました。本文では 106ページから 107ページにかけ

てでございます。  

 それから、10ページが今回新たに追加をしたところでございます。「地方公共団体における先駆

的な取組事例」ということですが、新しい基本法の第８条に、地方公共団体が地域の諸条件に即

して、国と右にならえではなくて、それぞれ地方の実情を踏まえた施策を実施していくという責務

が規定されております。それを踏まえて県においてはそれぞれ独自の政策を実施されております

けれども、そのなかで特に特徴的な例として、岩手県、埻玉県、岐阜県の例をここで御紹介してお

ります。ほかの県の方々にとっても参考になればという意味で掲げたものでございます。ちょっと

ごらんいただきますと、例えば岩手県では食料基地の宣言ということで、県の一つの考え方を宣

言という形でまとめたり、あるいは農業教育という面で副読本を作成して小・中学校に配布をした

というような取り組みをしておられます。また埻玉県では、③にありますように、自県産の食材を学

校給食などで使用しているとか、また、こういったものを素材にして教育を行っているという事例で

ございます。  

 11ページ以降が第Ⅱ章、「農業の持続的発展」でございます。まず最初に、節目の時期に当たり

ます今年の白書、我が国の農業の特質は何かということを整理いたしましたが、ここでも前回委

員の方から尐し御意見がございました。先進国との比較だけではなくて、同じ水田農業といっても

東南アジアとどこが同じでどこが違うかという点も記述をした方がよいのではないかという御指摘

でございました。ごらんいただいております 11ページには書き込んでおりませんが、本文の 120ペ

ージに、例えば東南アジアと同じ水田農業であっても、かんがい比率などは日本が飛び抜けて高

く、長期間にわたる努力の結果、そういったかんがい施設の整備が行われてきている、また、そう

いったものを通じて集落を単位とした農業の生産形態が成立したということを加筆しております。  



 12ページから 14ページにかけては農業を支える大事な三つの生産要素であります農業労働力、

農地や農業用水、それから技術開発といった点について、現状と課題を整理したところでございま

すが、例えば就業人口の動向等につきましては、長期的な変化についても加筆をしたところでご

ざいます。  

 尐しとばしていただきますが、15ページをごらんいただきたいと思います。ここからは「多様な担

い手の確保と農業経営」ということで、地域の農業の実情は区々でありますので、そういった地域

の実情に即して、認定農業者、いわばプロとしての農業経営を目指す方々、それから兼業地帯を

中心に集落全体としてその地域の農業を支えるような取り組み、次のページの農業サービス事業

体、あるいは第三セクターなど、いろいろなタイプの農業の担い手がお互いに補完し合いながら日

本の農業を支えていく、そのための課題とこれからの方向について記述をしております。ここは前

回から特に変わっておりません。  

 その後、女性の役割、あるいは 17ページには、特に農業の担い手として高齢者の方々の役割

は重要ですが、そういった方々の現状、それから高齢者の方々は農作業中の事故なども最近は

増えてきておりますので、そういった問題について記述をいたしました。  

 18ページは、第４節として、これから我が国の自給率を高めていくうえで大変大事なポイントにな

ります麦・大豆の生産拡大に向けての課題ということで、昨年の 10月に仕組みとして整理をされ

た新しい助成措置のもと、生産現場で頑張っていただきたいというメッセージを込めて取りまとめ

ておりますが、前回、農業協同組合（ＪＡ）の役割についてもう尐し書き込んでもらいたいという御

意見がございました。ごらんいただいているパートでいきますと 18ページの④ですが、「生産者と

生産者団体、行政が一体となった地域ぐるみの取組みが必要」ということで、本文では 238ページ

から 239ページにかけて生産者団体に期待される役割を尐し丁寧に書いてございます。  

 20ページにとんでいただきます。ここでは野菜や果樹部門での現状と課題、その下のところで畜

産部門のかかえている問題、特に自給飼料の生産を拡大していくことの重要性や、畜産経営を円

滑に継承していくシステムの整備が必要だということを書いております。ここで、具体的に生産現

場でこういった経営継承が行われているというよい事例があれば、それを載せた方がよいのでは

ないかという御意見をいただきました。20 ページの右下に北海道別海町の例を載せてありますが、

リース方式による経営継承の具体的な例を参考として掲げたところでございます。  

 それから、21ページ以降は「農業の自然循環機能の維持増進」でございます。これからは特に

環境と調和のとれた持続的な農業生産への取り組みが大事な課題でございます。現場での課題

を整理し、さらにまた昨年法律が３本成立いたしまして、制度的な支援体制も整ったところでありま

すが、そういった現状について紹介をしております。21ページから22ページにかけてでございます。

ここは特に前回と大きな修正はございません。  



 23ページ以降が、第Ⅲ章、最後の章ですが、「農村の振興と農業の有する多面的機能の発揮」

でございます。 まず第１節は「農村の現状」ということで、人口の減尐や高齢化が進んでいること、

あるいは過疎化が進んでいること、場合によっては集落が消滅をしているような事態もみられるこ

と、他方、都市近郊では非農家の方々が増えてきて、集落としての混住化が進み、それに伴う問

題もあるということで、いろいろな問題が出てきているということを整理したところでございます。  

 次の 24ページは「農業の有する多面的機能とその発揮に向けた取組み」です。農業が有する多

面的機能について国民の方々の理解も尐しずつ深まってきてはおりますけれども、さらに十分な

理解を得るために、外部経済効果の評価方法などについても、手法の確立に向けてもう尐し努力

が必要だということを書いております。  

 また 25ページでは、特に中山間地域で農業が継続されることに伴う多面的機能の役割が非常

に重要だということで、12年度から新たに直接支払制度の導入が決定をされております。その背

景、必要性について具体的な事例を挙げながら記述をした部分ですが、前回から大きく変更はご

ざいません。  

 最後に、26ページ以降が「農村の総合的な振興」でございます。農村は農業生産の場であると

同時に住民の方々の生活の場でもあります。こういった両面を持っているということで、地域での

環境整備は生産基盤の整備と生活環境の整備を総合的に行っていく必要があるということを書き

ました。また、最近は農村の豊かな自然を守るために、そういった整備を行う際には自然環境等

への配慮が十分行われる必要があるということを書いているところでございます。  

 次のページが「農村の活性化に向けた取組み」ですが、ここでは第１回目の当部会で農村の伝

統文化の重要性をきちっと書くべきだという御意見をいただきました。いろいろな地域資源を活用

しながら地域の活性化に取り組んでおられる、創意工夫を傾けておられる具体的な事例を 27ペ

ージの右下に御紹介をしておりますが、そのなかには、例えば総合商社などと連携をしながら、お

米を米として売るのではなくて御飯の形態にして付加価値をつけて販売している事例、あるいは

中ほどから下に書いてありますように、島根県金城町では伝統の石見神楽を一つの核にして地

域の活性化を図っている例などを紹介いたしました。また、コラムとして、「日本民話に受け継がれ

る農村の人々の心」ということで、柳田国男の「遠野物語」などを引きながら、これまでの農業生産

活動と民話との関係について紹介をしているところでございます。この辺が新しく追加をしたところ

でございます。  

 28ページ以降は「都市と農村の交流の促進」でございます。都市と農村の交流は活発化し始め

ておりますけれども、いろいろと課題もかかえております。国民の方々に農業や農村に対する理

解を一層深めていただくために、一過性でない息の長い交流活動が続けられますように、ハード

面・ソフト面での条件整備が必要だということを書いております。また、そういった活動のなかで、



特に子ども達に農業体験や農業を題材にした教育活動を強化していくことが必要ということで、こ

のなかで文部省と関連省庁との連携も大事だということを書いているところでございます。  

 以上が動向編、いわゆる食料・農業・農村白書の概要でございます。  

 今申し上げましたような現状の分析を踏まえまして、29ページ以降、全体では 18項目にわたり

ますけれども、検討結果を踏まえた基本認識ということで、これからの政策を展開していくうえでの

課題という視点から取りまとめてございます。１番目の〔食料自給率の目標の達成に向けた施策

の推進〕から５番目の〔食品産業の体質強化と食品流通の効率化〕、この五つの項目が第Ⅰ章の

「食料の安定供給確保」と関連する部分でございます。タイトルだけをごらんいただきますと、２点

目が〔国内農業生産の増大を基本とした食料の安定供給と食料安全保障〕、３番目は〔食生活の

見直しに向けた運動の展開〕というふうに、それぞれこれからやるべきことについてまとめておりま

す。なお、１の自給率の目標のところは、先ほど申し上げましたように、基本計画の数値が確定い

たしましたら、さらに追加をする予定にしてございます。  

 それから、右下の６番から次のページの13番までが、第Ⅱ章の農業の持続的発展という視点か

ら、現状分析を踏まえて今後施策を講じていく際に留意すべき点、あるいはその施策の具体的方

向について取りまとめております。  

 それから、31ページになりますけれども、14番の〔農業の有する多面的機能の適切かつ十分な

発揮と中山間地域等への直接支払いの導入〕以下 17番までが「農村の振興と農業の有する多面

的機能の発揮」に関連する部分でございます。  

 なお最後に、18番目として〔ＷＴＯへの対応〕ということで、先ほど御説明いたしましたこれまでの

日本の取り組み等も踏まえて、今後さらに強化していくべき方向についてまとめてございます。  

 今申しました「むすび」の部分が次に御説明いたします「講じようとする施策」につながっていく橋

渡しの役割を果たす部分でございます。  

 尐し長くなりましたが、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。前回の議論も踏まえながら、加筆していただいたところ

を中心に、要領よく説明していただきました。 続きまして、「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」、事務局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。     

○事務局 資料１と資料２をごらんいただきたいと思います。資料２の方は厚い資料ですから、説

明は資料１をごらんいただきながらさせていただきたいと思います。  



 まず構成ですが、Ⅰの「食料自給率の目標の達成に向けた消費及び生産に関する施策」が３ペ

ージまで書いてありまして、４ページから６ページまでがⅡの「食料の安定供給の確保に関する施

策」であります。そして７ページから 14ページまでが、Ⅲの「農業の持続的発展に関する施策」と、

こういう構成になっております。なお、「農村の振興」という項目があるべきところですが、これにつ

きましてはなお関係省庁と調整中の部分がありまして、今回お諮りする資料には入っていないこと

をあらかじめお含みおきいただきたいと思います。  

 「平成 12年度に講じようとする食料・農業・農村施策」につきましては、平成 12年度が新基本法

の初年度ということで、昨年 12月に決定されて現在国会で御審議いただいている平成 12年度予

算、それから新基本法に即した施策の推進のため充実を図ったところでございます。12年度予算

につきましては、初年度ということで全体を見直して、新基本法に即した形で充実されたところでご

ざいます。それからもう一つは、現在法律の制度改正について必要な見直しを行っていく点につ

いて今国会にかける方向で最終的な詰めが行われているところでございまして、こうした平成 12

年度予算あるいは平成 12年度に実施する方向でこの通常国会で御審議いただく予定にしており

ます政策手段、こういったものをもとにした 12年度に講じようとする施策を取りまとめるのが、この

「講じようとする施策」でございます。  

 表の構成ですが、一番左の欄に「講じようとする施策」の事項と基本的考え方が整理されており

ます。その次の真ん中の欄に施策の具体的な内容が書かれておりまして、そして予算関連事業・

提出予定法案といった政策手段が一番右側の欄に書かれている形になっております。 Ⅰの「食

料自給率の目標の達成に向けた消費及び生産に関する施策」ですが、１番目が「望ましい食料消

費の姿の実現に向けた施策」でございます。近年、これまでも説明がありましたけれども、食生活

のなかで、脂質の摂取の過多がみられる等々、栄養バランスの点で問題が生じてきておりますの

で、適正な栄養バランスの実現や食べ残し・廃棄の抑制等を通じて、国民にとって望ましい消費

の姿の実現に資するよう、必要な情報提供や啓発活動を展開するというのが基本的な考え方で

す。  

 （１）にありますが、本年度中に策定することとしております「食生活指針」の定着と実践に向けた

取り組みを行うこととしております。それから、食教育の充実に向けた取り組みも行うこととしてお

ります。（１）の関連では、右側にありますが、健全な食生活推進総合対策事業、また食べ残し・廃

棄等の食品ロスの実態が把握されておりませんので、この実態把握のための調査も実施しようと

いうことで予定をしております。  

 ２番の生産の方ですが、「生産努力目標の達成に向けた施策」につきましては、まず（１）で品目

横断的な取り組みが掲げられております。ア、イ、ウ、エについては後ほど出てきますのでとばし

まして、オに「水田を中心とした土地利用型農業の活性化に向けた取組」とあります。これは昨年

の 10月に考え方が取りまとめられたわけですが、水田を中心とした土地利用型農業の活性化に



向けて、地域においてまず「水田農業振興計画」を策定し、そのうえで水田における麦・大豆・飼

料作物等、重点的に生産の振興を図るべき作物についての本格的生産を図るための経営確立

助成、それから地域の自主性を生かしながら米の計画的生産と水田の有効活用を図る「とも補償」

――農家の方々がお金を出して、国の助成も行いながら、そのなかで水田の有効利用を図ってい

こうという水田農業経営確立対策の二つを創設しております。同時に、ほ場整備を契機とした麦・

大豆等の作付の集団化の促進、それから、麦・大豆は畑作物ですので、その生産に必要な排水

対策と土づくり対策を機動的に行う事業、こういったものも実施することとしております。  

 ２ページですが、あわせて、農業生産総合対策の推進ということで、麦・大豆等の土地利用型作

物に重点的な投資を行うなど、総合的・作物横断的な生産対策の実施、また畜産についても総合

対策の推進を実施の予定としております。  

 （２）は品目ごとの切り口で見た取り組みですが、米から次のページの花きまでずっと並んでおり

ます。  

 まず米につきましては、生産性の高い営農と安定供給体制の強化ということで、括弧の中に直

播栽培技術とあります。これは苗代で苗をつくって田植えをするのではなくて籾をそのまま直に田

んぼにまくという栽培技術ですが、これで省力化を図るための技術の確立・普及、それから需要に

応じた計画的な生産、それと消費の拡大。この消費の拡大には、とり過ぎている傾向である脂質

のかわりに米を中心とした穀類をとろうという食生活の指針に基づく普及・啓発も含めて、また米

飯学校給食の推進、こういったものもやっていこうということでございます。  

 麦につきましては、同じく担い手を中心とした効率的な生産体制、それから実需者のニーズに対

応した品質向上の努力、それから麦の品種の高品質なものの育成を図っていこうということでござ

います。 それから大豆についても同様ですが、効率的な生産体制の整備。特に大豆については

団地化の推進、集荷ロットの拡大・均質化がポイントでございます。それから、実需者との連携の

強化でございます。  

 野菜につきましては、周年的な安定生産体制の整備でございまして、特に機械化一貫体系の推

進が省力化という意味で重要でございます。  

 果樹についても同様でございます。省力・低コストな生産体制の整備。  

 畜産物につきましては、効率的で生産性の高い畜産の育成体制の総合的な整備ということで、

括弧の中に書いてありますが、日本型畜産経営継承システム、経営が継続してスムースに継承さ

れていくためのシステムの確立でございます。  



 ３ページにまいりますが、甘味資源作物についても省力・低コスト生産体制の整備、そのための

直播栽培技術、苗の増殖技術の普及等でございます。  

 飼料作物についても、自給飼料増産体制の整備ということでございます。  

 花きは、多様で個性的な花きの生産ということでございます。 いずれにしましても、作物ごとの

取り組みにつきましては、新基本法の考え方である市場における需要の動向を踏まえた生産をや

ると同時に、効率的な生産体制を図っていくことが課題でございまして、これに取り組んでいくとい

うことでございます。  

 ４ページ、Ⅱ「食料の安定供給の確保に関する施策」でございます。  

 まず食料消費に関する施策の充実ですが、これにつきましては、今回の基本法のポイントであり

ます消費者の視点を重視しつつということで、消費に関する課題に的確に対応する観点から、食

料の安全性の確保、品質の改善、この二つを良質な農産物ということでくくっておりますが、それ

を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するための表示・規格対策の充実・強化を図るという

のがポイントでございます。  

 その安全性・品質確保対策の充実につきましては、（１）にありますが、まず生産段階での農薬

等の資材の適切な使用の確保、それから食品の製造段階でのいわゆるＨＡＣＣＰ手法の導入、そ

れから流通段階で低温流通施設の整備、あるいは家庭における食品の適切な取り扱いに関する

情報提供等、農産物の生産・加工・流通・消費の各段階において対策を充実することにしておりま

す。それから、安全性に関しては、関係省庁との連携のもと、農林水産業におけるダイオキシン

類・内分泌かく乱物質の動態解明等に関する研究や調査をプロジェクトとしてやっていくことにして

おります。  

 もう一つの表示・規格関係につきましては、昨年いわゆるＪＡＳ法が改正され、新しく制度ができ

ましたので、この普及・啓発を図ると同時に、品質表示の義務付けが全ての飲食料品になされる

ことになりましたので、それを踏まえて表示の適正化を図るということでございます。それから、有

機農産物についても、地域ぐるみの生産管理方式の導入に向けた啓発・指導等の事業も実施す

ることとしておりますし、遺伝子組換え食品に関しては、消費者への広範な情報提供、原料農産

物の分別管理マニュアルの作成、検査技術の普及、これらを実施することにしております。  

 それから、２番目の食品産業につきましては、中小企業が多いこともありますので、事業基盤の

強化、それから農業との連携が重要であります。同時に、環境対策の推進も重要だということでご

ざいます。  



 したがいまして、（１）の事業基盤の強化のところにありますが、技術開発の支援を行うことにして

おりまして、バイオテクノロジー等の新技術を活用して、新食品の開発、新分野進出等に係る技術

開発を行う民間企業に対して定額の助成を行う仕組みを整備することにしております。 ５ページ

にまいります。（２）にありますが、食品産業の農業の連携の強化でございます。右の欄にあります

が、食料流通構造改善促進法を改正することを予定しておりまして、これによって農業と食品製造

業との連携も推進することで充実を図ることにしております。所要の金融・税制措置の実施を予定

しているわけでございます。  

 また、環境問題への積極的対応につきましては、食品産業における循環型経済社会システムの

構築を図ることにしておりまして、食品販売業者等から排出される食品関連廃棄物のリサイクルを

促進するための処理施設の整備、それから食品関連廃棄物等を集中的に処理するエネルギー回

収型資源循環システムの構築をモデル事業として実施する、こういったことを予定しております。  

 流通に関しては効率化を推進することが重要でございまして、（４）にありますが、卸売市場の機

能の連携・強化、それから小売業についても活性化を図るということでございます。  

 ３番目の農産物の輸出入に関する施策につきましては、（２）にありますが、輸出の促進に対す

る支援も図ることとしております。海外での試験販売等によるマーケティング活動の支援とか、見

本市への日本ブース設置の支援等を予定しております。  

 ６ページですが、４番目は適正な備蓄の実施に関する施策でございます。国内外における施策

あるいは輸送障害によって、供給不足が出てきた場合に備えて、主要農産物について適正・効率

的な備蓄を実施するということでございます。米、麦・大豆、飼料作物等について適正かつ効率的

な備蓄を推進することにしております。  

 ５番目の不測時における食料安全保障に関する施策でございます。不測時の食料安全保障政

策も新基本法の考え方ではっきり打ち出されたものでございまして、これにつきましては、（１）に

ありますように、不測時のレベルについては、軽い不測の状態、短期間で元に戻るものから長期

にわたるものまでいろいろなレベルがあるわけですが、そういったレベルに応じてどのような措置

を講じていくべきか、講じていくことができるか、そういったことに関するマニュアルをつくることにし

ておりまして、関係省庁間の協議会が昨年の秋に立ち上がっておりますので、ここでの検討を踏

まえて平成 12年中をめどにマニュアルをつくることにしております。それから、食料需給に関する

情報が非常に重要になりますので、その基盤整備を推進するということで、商社等からなる検討

会の組織も予定しております。  

 国際協力につきましては、技術協力、資金協力、食料援助等をきっちり実施していく予定にして

おります。  



 ７ページは、Ⅲの農業の持続的発展に関する施策でございます。１番の望ましい農業構造の確

立の関連ですが、効率的かつ安定的な農業経営、今後の農業を担う農業経営が農業生産の相

当部分を担う構造を確立していこうということで、生産性の高い農業を展開するために、基盤整備、

経営の規模拡大といった施策を実施することとしております。その際、家族農業経営の活性化と

農業経営の法人化の推進をしていくということでございます。  

 （１）にありますが、数年前にできました農業経営基盤強化促進法に基づき、認定農業者というこ

とで意欲ある担い手の育成・確保を図ってきているわけですが、数年たちましたので、新たな基本

構想の見直しにより、その促進を図っていくことにしております。また、認定農業者の経営展開を

資金面から支援する意味で、かなり優遇した形での資金の融資を引き続き行っていきます。  

 （２）の経営構造対策事業の創設ですが、これは新しく創設する事業でございます。地域全体の

取り組みとして、地域農業の実情に応じた多様な担い手の育成・発展を図るため、必要な目標設

定等のソフト関係の事業と、生産・加工施設、経営多角化施設等のハード事業を両方を一体的に

実施する事業としてこの事業を創設し、経営構造の充実を図っていくことにしているところでござい

ます。  

 それから、（３）の家族農業経営の活性化につきましては、経営継承の円滑化のため、例えばリ

ース農場の設置などを推進することにしております。  

 また、（４）の法人化の関連につきましては、法人化の推進と農業生産法人の活性化ということで、

そのために農地法の改正を予定しておりまして、このなかで農業生産法人制度の見直しを行って

いくという意味での法制度の整備を実施していくことにしております。  

 ８ページですが、２番目の農地の確保及び有効利用に関する施策でございます。農業振興地域

の整備に関する法律、農地法、この二つの法律の適切な運用によりまして、農地として利用すべ

き土地の農業上の利用を確保するというのが一つ、それから農地の利用集積の促進、耕作放棄

地の解消に向けた取り組み、これらを通じて確保した農地の有効利用も図っていくというのがポイ

ントでございます。  

 （１）にありますが、農業振興地域制度についても昨年法律の改正が行われまして、今、「農用地

等の確保等に関する基本指針」の策定が進められております。本年度中に策定されるわけです

が、これに伴って都道府県の基本方針、市町村の整備計画の改定を促進し、優良農地の確保を

図っていくことにしております。  

 （２）では、担い手への農地利用集積の促進を図っていくことにしております。  

 同時に、耕作放棄地の解消に向けた対策の実施。今までどちらかというと有休農地の土地条件



別の賦存状況が必ずしも明確でなかった面がありますので、それをきちんと実態把握しようという

意味で、有休農地実態調査を実施することとしております。  

 ３番目の農業生産の基盤の整備に関する施策でございます。農業の生産性向上の促進を図る

ために、環境との調和に配慮しつつ、さらに事業の効率的な実施を旨として推進していくということ

が基本的な考え方でございまして、地域の立地条件に即した整備の推進を図ることとしておりま

す。平場においては、既に前のページで御説明しましたけれども、ほ場整備を契機とした麦・大豆

等の作付の集団化の促進とか、排水対策、土づくり対策の推進を図ることにしておりますし、中山

間地域におきましてはほ場整備を地域の実情に即した手法で効率的に推進することにしていると

ころでございます。  

 ９ページにつきましては、（２）で農地等の保全管理の推進でございます。老朽化が著しく危険に

なっているため池の防災対策を計画的に推進すること、また環境との調和に配慮した整備の推進

ということで、モデル的な整備事業を行うことにしております。  

 さらに、効率的な事業の実施という観点からは、概ね５年を経過した原則として全ての国営の土

地改良事業等については、事後評価、事業実施後に評価を行うということを本格的に導入すると

同時に、一部の事業で費用対効果分析――費用と効果がどうであるかということの分析を試行的

に実施することにしております。  

 ４番の人材の育成・確保につきましては、新たに就農しようとする者に対する研修等を通じて、

技術・経営管理手法の習得の促進、新規就農に必要な資金の融通、こういった施策を実施するこ

とにしております。また、人材という意味では、学校教育において農業に関する学習内容の充実、

学校外を中心とした農業体験の促進、こういったことで広く農業に対する理解・関心の醸成を図る

こともあわせて行うことにしております。  

 新規就農の促進につきましては、まず就農に関する情報提供、相談活動の展開を行うことにし

ております。また、円滑な技術習得のための環境条件を整えること、それから新規就農者が必要

とする資金の融資に関しては、右側の黒ポツの下から２番目にありますが、「青年等の就農促進

のための資金の貸付等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案」

を今通常国会に提出する方向で作業をしております。これにより、新規就農者に対し、施設の設

置、機械の購入等に必要な資金を貸し付けることができるよう、就農支援資金の拡充を行います

とともに、公庫資金、近代化資金と総合的に資金を融資する仕組みを整備し、このなかで農業信

用保証保険制度を活用するといった新規就農者に対する資金関係の融資の充実を図ることにし

ているところでございます。  



 それから、10ページのエにありますが、新規就農者による円滑な経営継承という観点から、新規

就農者向けのリース農場――新規就農者が一遍に土地を自分のものとして経営に入っていくこと

はなかなか敷居が高いこともありますので、そのための制度としてリース農場制度がありますが、

この設置等を推進していくこと。それから、新規就農希望の酪農ヘルパーと後継者不在農家を結

び付けるなどによりまして、特に畜産の関係で経営継承システムを確立する意味で、研修プログ

ラムの策定、後継者不在農家の意向把握、畜舎等継承資産の補修改修等を実施する事業を実

施することとしております。  

 それから、農業教育の振興・充実につきましては、モデル市町村において農業関係機関と教育

関係機関の連携のもと、小・中学生の農業体験学習の場の設定、学習の取り組みの支援を行う

ことにしております。それから、青年農業者等の育成に向けた取り組みとして、農業高校生等のイ

ンターンシップ（就業体験）の活動を支援する事業も実施することにしております。  

 ５番の女性の参画の促進に関する施策につきましては、女性が農業経営において果たしている

役割を適正に評価することと、農業経営に女性が参画する機会を確保するための環境整備、そ

れから女性が行う起業活動の促進を支援する、こういったことがポイントになります。まず（１）です

が、男女共同参画社会、起業法の精神にのっとりまして、それに向けた総合的な取り組みとして、

市町村が農村女性の社会・経営参画目標を策定し、その達成に向けた啓発活動を実施する事業

を実施することとしております。また、加工の起業活動を支援するための資金の貸付要件の緩和

等も実施することにしております。  

 ６番目に高齢農業者の活動の促進に関する施策です。高齢者につきましては、地域において役

割分担を図りながら、その持っている技術・能力に応じて、生きがいを持って農業活動ができるよ

うにするということと、農村における福祉対策を積極的に推進することが高齢農業者の関係での

ポイントですが、そのために高齢者の農業関係活動の促進を支援する事業を実施することにして

おりますとともに、農協、ホームヘルパー養成の支援などを通じて農村における高齢者福祉対策

の充実を図ることにしております。  

 ７番の農業生産組織の活動の促進ですが、これについては、先ほど申し上げました家族農業経

営、法人経営に加えて生産組織の活動も基本法に位置付けられているわけでございます。左側

の欄に書いてありますが、地域における効率的な農業生産の確保に資するため、集落営農の推

進等、組織の活動を促進する施策を実施するということでございます。（１）にありますが、集落を

単位とした営農システムの発展と安定化のために、必要な農業機械・施設等の整備を実施する事

業を実施いたします。また、公的主体による農業経営への関与も行うことにしておりまして、これ

は法律改正になりますが、地方公共団体が出資という形で農業生産法人を支援できるように整備

をしていくことも予定をしております。  



 ８番目の技術開発・普及ですが、これにつきましては技術の研究開発目標の明確化を図るとと

もに、国・都道府県の試験研究機関、あるいは大学・民間の研究機関の連携を強化していくことが

ポイントでございます。  

 （１）の技術開発の重点的・効果的な推進のアに「現場を支える技術開発の強化」とありますが、

麦について申し上げれば、実需者の要望に応える製めん適性等の優れた高品質品種や収穫期

の雤による品質の劣化を避ける早生品種の育成、こういった麦の新品種を緊急に開発するプロジ

ェクトを引き続き実施することにしております。同時に、機械化収穫に適した大豆、あるいは餌の

特性に優れたホールクロップサイレージ用のイネの開発等々も推進を予定しております。  

 それから、基礎的・先端的研究の強化といたしましては、国の研究機関が中心になりますが、い

わゆるイネゲノム研究の推進を重点的に行うことにしております。同時に、イの一番下の黒ポツに

ありますが、遺伝子組換え体の安全性に関する科学的知見の蓄積、安全性評価手法の高度化、

こういった安全性の面での研究も充実・強化を図ることにしております。  

 12ページですが、（２）で普及事業の展開があります。農業者のニーズの多様化・高度化に対応

して、対象者を担い手に重点化するとともに、農協の営農指導、民間専門家、こういう方々との役

割分担のもとで、効率的・効果的に普及活動を展開していくということでございます。 ９番の農産

物の価格の形成と経営の安定に関する施策につきましては、先ほど申し上げましたが、農産物の

価格が需給事情、品質評価といったマーケットのニーズを適切に反映して形成されるようにするこ

とが重要であります。したがって、制度の方も品目ごとに価格に関する施策をこういった考え方に

なるように見直しを行うことにしておりますし、同時に、その結果として農産物の価格の著しい変動

が育成すべき農業経営に影響を及ぼさないように、影響を緩和するために必要な施策もセットで

実施するというのが基本的な考え方でございます。品目ごとの価格政策の見直しと経営安定対策

の導入の二つがセットであるということでございます。  

 アの米につきましては、既に稲作経営安定対策ということで実施しておりまして、12年産につい

ては臨時・応急的措置として拡充対策の実施を予定しております。  

 麦につきましても既にレールが敷かれておりまして、民間流通への円滑な移行とその定着を図

ること、それから民間流通への移行に際しては生産者の経営安定等を図る観点から創設した麦

作経営安定資金の適切な運用を図るということでございます。  

 以下のウ、エ、オの三つにつきましては、右側の欄に書いてありますが、それぞれ法律の改正を

今通常国会に提出することにしております。それぞれ市場評価が生産者の手取りにきちんと反映

されるように、よいものをつくれば高く売れるし、努力しない場合には手取りが減るということにな

るわけですが、その市場評価が生産者手取りに適切に反映されるような価格の仕組みにすること

によって、生産者の方々にも頑張っていただき、よいものをつくって高く売って収入を得ていただく。



同時に価格低下があった場合の経営安定のための対策も創設するような形のものとなるよう、制

度を見直していく予定をしているところでございます。  

 13ページの 10番の農業災害による損失の補てんに関する施策でございます。これにつきまして

は、昨年、法律の改正が行われたわけでございまして、その新しい制度の円滑な普及・定着の取

り組みを推進するということでございます。  

 11番の自然循環機能の維持増進の関連ですが、これにつきましては、農薬・肥料の適切な使用

の確保、家畜排泄物などの有効利用による地力の増進、こういった施策を実施することにしてお

りまして、これについても昨年の通常国会で成立した法律に基づき、適切に運用を図っていくとい

うことでございます。そのための予算が右側に幾つか書いてありますが、こういった事業を通じて

適切な自然循環機能の維持増進に資する対策を実施していくということでございます。  

 （３）に有機性資源の循環利用システムの構築とあります。これにつきましては、有機性資源の

適切な循環利用のための革新的な処理技術機械、バイオマス変換技術等の開発、こういったも

のを官民連携で実施すること、さらには最新技術を組み合わせた最適なリサイクルシステムを実

証するモデル地区を選定して、関連事業の連携等による地域のリサイクル施設整備を集中的に

実施するゼロ・エミッション型地域づくりプロジェクトを実施する予定にしております。  

 それから、地球環境保全対策につきましても、（４）の二つ目にありますように、こういった技術の

確立によるメタンあるいは亜酸化窒素の排出抑制というような対策も充実することにしておりま

す。  

 14ページですが、最後に 12番として資材の施策の関係でございます。農業生産のコストの低減

を図る観点から、肥料・農薬・機械等の資材のコストが非常に重要ですので、そのために例えばイ

ンターネット等を活用した資材情報の提供等を図っていこうということでございます。  

 尐し長くなりましたが、以上で説明を終わります。   

○部会長 どうもありがとうございました。 「平成 12年度において講じようとする施策」につきまし

て、基本的な考え方、具体的な内容、提出予定法案の三つに分けて、わかりやすく、広範に説明

していただきました。どうもありがとうございました。                     

   

   

質     議  

 

 



○部会長 さて、以上の事務局からの御説明と資料につきまして、御質問なり御意見のある方は

お願いいたします。   

○専門委員  今御説明いただきました「講じようとする施策」でありますが、初めにお話がありま

したように、農村振興については他省庁との調整があるということで次回にということでございます。

それはそれでお願いしたいと思っておりますが、８ページの２の（１）に農地の確保の問題が出さ

れております。これと関連しまして、都市計画法の見直しで線引き手法の変更、あるいはこれは農

村あるいは林業と関係が強いと思いますけれども、準都市計画地域制度の創設とか、あるいは

仮称でありますが、特定用途制限地域をつくりたいということで、制限をする制度ではありますけ

れども、農地あるいは林地、里山等の景観も含めていろいろ問題が起ころうと思いますので、この

辺は建設省ともきちっとした調整をしていただきたいと考えています。  

 それから、これは今回はやむを得ませんけれども、検討（施策部会における「講じようとする施策」

の検討）の時期を御検討いただきたいと思っております。  

 それから、白書の方です。いろいろ申し上げた点については御配慮いただきまして、ほぼ取り入

れられておりますので、これ以上ありませんけれども、特に 15ページの多様な担い手についてで

す。さっと読んだときに、「講じようとする施策」の方では、例えば７ページに認定農業者のことがあ

りまして、ここでは家族経営の活性化の問題あるいは法人化の問題が書いてありますが、白書の

方は認定農業者でくくって、このなかに家族経営あるいは生産法人も含まれているということだと

思います。特定農業法人の話はここに入れてもらってわかりやすくなったと思いますが。そこで、

今回はいいと思いますけれども、今後検討されるときには、認定農業者というのは家族経営もあ

れば生産法人もあるということがさっとわかるような格好にしてもらった方がよいのではないかと

私は考えます。これはそのように直してくれという話ではございません。次回でも御検討いただき

たいということです。  

 それから、これも尐しそぐわない話かもわかりませんが、ここしばらくあちこちへ行くと、中国の農

業生産が大分変わってきているという報道がいっぱいあるが、あれが我が国の農業生産に影響

するのかどうかという質問をかなり受けまして、私は中身がよくわかりませんから答えられないの

ですが、隣の中国があのように大分考え方を変えてくることについて何か書けるものなら書いてお

いた方がいいと、こんな感じがいたします。意見です。   

○部会長 数点御指摘があったようですが、時期の問題はやむを得ないところがありますので後

ほどということで、それ以外の点について御回答はございますか。   

○事務局 ◯◯委員がおっしゃいました後段の中国の件ですが、一つは、参考資料２の95ページ

から 96ページにかけてであります。先ほどはＢ４判横長の骨子の方で御説明いたしましたので、



そこの部分の説明は省かせていただきましたけれども、最近の中国の動勢、特に昨年食料生産

が５億トンを超えることを達成いたしましてからは政府の在庫等も若干多目に抱えるようになって

おりまして、中国の食料政策はやや転換期に来ている。特に内外価格差を見ますと、従来中国の

価格は国際価格に比べて低かったわけですが、最近ではむしろ国際価格を上回るような国内の

支持価格になっているというような状況の変化もございますので、そこのところは 95～96ページに

書いております。  

 それから、中国は昨年アメリカとの間でＷＴＯの加盟交渉を妥結いたしました。今後まだ正式に

加盟するまでいろいろな手続もございますが、そういったことも含めてこれから動向が注視される

ということは、96ページに書いております。まだ不確定要素がございましてあまり確定的なことは

書けませんので、この程度でとどめておりますけれども、我々としては問題意識を持って、できる

限り書いたところでございます。   

○部会長 ほかに御意見ございませんか。   

○委員 ただいま全体の御説明をいただきまして、全体としていろいろなところに配慮しておられ

るということはよく読めるわけですが、個々に見ていきますと幾つか気になる点がございますので、

２点ほど申し上げたいと思います。  

 資料１、「講じようとする施策」の方でございます。「生産努力目標の達成に向けた施策」のところ

で、２ページにカとキが書かれていますが、カが「農業生産総合対策の推進」で、キが「畜産振興

総合対策の推進」となっておりまして、二本立てでお書きになっているわけです。今回、水田に畑

作物が入ってくるというような大きな変化が予想されるわけで、今までの水田農業では畜産と耕種

農業はなかなか結び付かない側面があったわけですが、これからは畑作も水田も同時にやって

いくと、こういう状況が生まれてきますと、水田と畜産というのはかなり結合する部分が出てくるの

ではないかと思います。日本の穀物自給率を下げているのは畜産業の輸入飼料だと思いますけ

れども、国内で飼料を自給するとか、そういうことを考えると、もう尐し耕種的な農業と畜産的なも

のとの連携を図っていくということが後で書かれている循環型などとつながってくるのではないか

と思いますので、別々に進められることがどういう意図なのか、お聞きしたい。できれば耕種的な

ものと畜産的なものの結合を図って、もっと両者とも体質の強化が図れるような施策を展開してい

ただきたいと思います。  

 ２番目は、11ページに「技術の開発及び普及に関する施策」というところがございます。今まで水

田では稲をつくっているということで、日本の稲作は技術的に完成度の高いものでありまして、基

本的な技術を守っておれば大きく失敗することは尐ないという面があったかと思います。これから

麦や大豆、その他飼料作物とか、いろいろなものが入ってきますと、選択の幅といいますか、土地

利用、作付体系等が非常に幅が広くなってくるのではないかと思います。そのなかで「技術開発の



重点的・効果的な推進」とありまして、第１番目に「現場を支える技術開発の強化」とありますが、

このことは非常に大事だと思います。ただ、その中身をみていますと、いわゆるハードといいます

か、品種の開発や機械化などに余りにも偏っていて、もう尐しソフトな技術が必要ではないかと思

います。  

 具体的には、もっと情報を活用したような技術ですね。例えば、現在、日本の農地を１キロ四方

ごとに区切って、そこの気象や土壌等の情報システムができているわけですけれども、そういった

ものをもっと作付体系に活用していくようなこと。それから、基本的にはそれぞれの地域で最も安

全な技術パッケージみたいなものがあると思いますけれども、そういったパッケージ技術とともに

農家が自由に選択できるような作目とか品種とか、そういった場合にそれを支援するような情報シ

ステム、こういったものがこれから必要になってくるのではないかと思います。そういう意味で、ど

ちらかといえば品種や機械に偏っていますけれども、経営とか栽培とか資源管理、そういった研

究の強化ももっとお考えいただけたらと思います。  

 以上、２点でございます。   

○部会長 ２点貴重な御意見をいただきましたけれども、いかがでしょうか。   

○事務局 ◯◯委員御指摘のとおりでございまして、昨年の秋に我々農業関係の試験研究を独

立行政法人化するということで骨格は固まっております。おっしゃったように、例えば微気象なり、

作付体系の技術支援ということで今も各地域農試でございますし、これからますます公立試験場

と提携をしながら水田農業の基盤技術をソフト的な面でも特に促進していかなければいけない。

従来から地域基盤研究ということでそういうことも推進してきておりますが、ますますそういうこと

は重要だと思っておりますので、その方向でやっていきたいと思っております。   

○部会長 ほかにございませんか。   

○事務局 前段は農業生産総合対策と畜産総合対策を別立てで事業を仕組んでいることに対す

る御懸念のような御意見だと思っておりますが、私ども、畜産サイドから見ましても、国内で例えば

水田から約 1,000万トンの稲わらが毎年生産をされているわけであります。ただ、この 1,000万トン

生産される中で牛の餌として利用されているものは２割を超えていない状況が片やある一方、韓

国や台湾から稲わらが南九州等を中心に輸入されているという、国全体から見れば矛盾したよう

な姿が実際にあるわけでございます。これはとりもなおさず、端的に申し上げると稲作地帯に牛が

たくさん分布をしていない、こういう問題が一つあろうかと私どもは思っております。  

 そこで、もちろん水田の裏作としていろいろな飼料作物を利用することは畜産地帯では恒常的に

行われているわけでありますけれども、この畜産振興総合対策の中に今申し上げたような問題意

識を背景として水田地帯に牛飼いを始めてもらえないかと。例えば、個々の農家に一から牛を飼



ってくださいというのはなかなか大変でございます。30年～40年前であれば農耕用の牛を飼うよ

うな牛舎があったにしても、今はなかなか牛を飼う場所がないということで、例えば農協がある程

度の規模の集合的な牛舎をお建てになって、それを個々の農家に一部リースをすることによって、

水田の副産物も大いに利用されるでしょうし、裏作の方もある程度利用できるのではないかという

ような、足がかりになるような事業は仕組んでいるつもりでございます。いずれにしても、私ども、

水田、畑地と切り離した形で大家畜生産が営まれることはあり得ないという認識は重々持っており

ますので、御理解を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。  

 ほかに御意見、御質問はございませんでしょうか。   

○専門委員 報告書の中で今回は食料というものが大変重視されて取り上げられておりまして、

特に子どもの「食」の問題が大きく取り上げられているように思います。また、子どものときからの

農業体験あるいは「食」の教育に大変力を入れていただいていて、私どもとしては大変うれしい思

いです。  

 例えば、年次報告の３ページ、「子ども達の「食」を考える」というところの⑤では「「食」について

の学習だけではなく、農業や「食」に関係する流通・加工業の大切さや、農業体験・生産体験とい

った実際の体験をとおして働くことの大切さを教えていく」とありまして、その後、28ページの「都市

と農村と交流の促進」のところにも同じように子ども達に自然体験をさせるという文言がございま

す。ずっと以前に私が新聞で見せていただきましたところ、子どもの長期自然体験村の体験が昨

年から行われているように伺っておりますが、こういうときに長期間子ども達を同じ場所で体験をさ

せ、自然に親しむことを教育するのであれば、その後、生産物をどうやって自分の健康のための

「食」に入れ込むかという食体験も「講じようとする施策」の 57ページの（エ）や（オ）のあたりに一

緒に入れていただくと、生産と農産物と「食」というものがつながってくるのではないかと考えます

ので、ぜひそれぞれの項目のところに入れていただきたい。今御説明いただいている間にめくって

おきましたら、たくさんこの場所がございますので、そこに必ず「食」の体験を子どものときから農

業との関係で培うようなことを入れていただけるとありがたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。   

○事務局 農業教育の話でございます。もちろん私ども、次代の子ども達が農業や農村をしっか

り理解してもらうということが必要だと思いますし、もう一つは、食べ物をつくり育てることの大切さ

をしっかり学んでいただくことが必要だと思います。この教育ということになりますと、農水省だけ

ではできなくて、文部省と連携して取り組もうということにしています。いろいろ実践の場を私ども

の方で与えるとか、向こうの教育のなかにも副読本などの形で農業についていろいろ盛り込んで



いただくということをしております。また、文部省の新しい学習要領の中にも、総合的な学習の時

間のなかで実践的・体験的な学習を取り入れていこうという方向が打ち出されておりますので、私

たちもこれから一層そういうところと連携して対応していきたいと思っております。   

○専門委員 お願いします。   

○部会長 ほかにございませんでしょうか。   

○委員 「講じようとする施策」のポイントの方を見ながら話させていただきます。  

 全体的に、農業の核になる農作業そのものであるとか、流通、経営、その核になる部分がちゃん

とできていないと話にならないので仕方がないのでしょうけれども、文化の継承ということを報告の

中ではうたっているのですが、12年度の施策の中には全然入っていないような気がするんです。

今後、13年度あたりで取り入れていく予定などはあるのでしょうか。まずそれをお伺いしたいので

すが。   

○事務局 おっしゃるとおり文化の関係については書く予定にしているのですが、冒頭に申し上げ

ましたように、まだ調整中で、今日お諮りできなかった「農村の振興」の部分に多く含まれておりま

すので、次回お示しするときにその辺は述べさせていただきたいと思います。   

○委員 確かに文化的なことは、核ができていないと、まず生きることにかかわることから入らな

いとだめなので、次からということはよくわかりました。  

 そこでということではないのですが、例えば「講じようとする施策」のポイントの 10ページ、やはり

教育のところになってしまうのですけれども、そこに体験学習、就業体験などが計画に上がってい

ます。そこでぜひ掛け声を掛けながら作業をするというようなものを、何らかの形で、つまり声を出

しながらやるということをポイントの一つに入れていただけないかと思うのです。  

 といいますのは、最近も子どものしつけのことなどについて、日本のしつけはなっていないという

ことが新聞に大きく出ていました。そのなかでいろいろな人の意見を周辺でも聞きまして、最近は

声を出さない子どもが多くなっていると。もしかすると農業の体験なども私たちが子どものころなら

ワーワーと騒ぎながらやったのかもしれないのですが、これが教育に取り入れられたとき、静かに

田植えなどをする姿がどうしても思い浮かべられてしまうんです。声を出さない、何を考えている

か、確認作業を言葉ですることができない、そういう子ども達が増えていると思うので、ぜひこうい

う体験のなかで声を出すということを入れていただきたい。特に農作業というのは、手で植えたり

するときにはある一定のリズムが必要で、「一、二」とか、掛け声を掛けながらやることで一定のリ

ズムが生まれる。これが実は昔の民謡のリズムになっていったりしたのだと思うのです。そして終

わった後の体験をお話しすることがまた一つの物語になっていったということも考えられると思う



のです。そこで、まずは初期段階で、掛け声を掛けながら作業をするとか、そういうことをやりなが

ら、子どもが声を出す、そして農業のリズムをつかむということをぜひ子どもに体験していただきた

いと思うのです。これは大人の仕事のなかではもうできないと思うので、ぜひ子どものうちに。それ

が長年にわたって蓄積されるなかで、後々の文化の継承ということに大きくつながるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。   

○事務局 大変いい話をありがとうございました。私どもも、体験学習のいろいろなマニュアルを

作成しておりますが、より具体的にそういうものをつくっていくときに、掛け声とか、そういうことも十

分念頭に入れながら、より充実したマニュアルづくりをやっていきたいと思います。どうもありがとう

ございました。   

○委員 お願いします。   

○部会長 ほかにいかがでしょうか。   

○専門委員 「講じようとする施策」は大体必要なことがみんな網羅してあるという格好ですが、一

般の方々からみると、今までの農水省の施策は、農水省と農業団体と永田町の先生方がそういう

土俵の中でつくっていくというような感じでみておられると思うのですが、今度は法律も変わってお

りますし、基本計画もいろいろな形で消費者サイドから見るようになっているので、去年からの法

律改正なり何なりで農水省自身の農政の進め方も相当変わってきているわけです。また 12年度

は特に大きく変わろうとしているわけですから、「変わった」ということをもう尐し強調して出していく

ことが大事ではないかと思うのです。  

 「講じようとする施策」の資料そのものは、言ってみればお役人の用語を使いながらきちんと書

かなければいけませんので、そのなかに入れるのは無理かなと思うのですが、パンフレットをつく

ったり、いろいろ一般の方に広げていく過程では、農政というものは見方が変わってきているのだ

ということがわかるようなものをつくっていくことが必要ではないかと思うのです。そのために相当

な努力をしているわけですから。このように淡々と書いていくと、従来とあまり変わらない。一般の

方がみると、法律改正がこういう形で行われるということはわかっても、どういうために、どういう見

方でそういう法律改正が行われているのか、価格対策などは随分実需者なり消費者の方を向い

た形になっているわけですね。そういうものがなかなか理解できないと思うので、こういう正式の文

書は別にして、農政が変わったんだ、特に 2000年から新しい法律ができて大きく変わるのだとい

うことをいろいろな場で訴えていっていただきたい。せっかくやっているのですから、もっとそういう

側のＰＲをしていただくことが大事ではないか。一般の方に理解をしていただかないものは大体世

の中に存在しない格好に最近はなりつつありますので、その辺は大いに御努力をいただきたい。

せっかくやっていることを、もっとわかりやすくやっていくことが大事かなと思います。  



 それから、先ほど 13年度の話も出ましたが、今度のような会合を開く時期については、部会長

からもお話がございましたので後ほどまたお話が出ると思いますけれども、意見が反映するような

時期にやっていただくのがよいのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。   

○部会長 第１点目についていかがでしょうか。   

○事務局 淡々と書き過ぎてメリハリがないという厳しい御指摘がありましたが、閣議にかけて国

会に提出するものとはまた別に、今御示唆いただいたような国民の皆様がよく理解できるようなも

のとして打ち出していくことについて、白書の「動向編」の方でも従来やってきておりますけれども、

「講じようとする施策」につきましても、その流れのなかで、あるいはまた今年度は基本計画も出る

ことになりますので、そういった全体のＰＲのなかで今のお話についても工夫をさせていただきた

いと思っております。   

○部会長 ほかにございませんか。   

○専門委員 「動向編」の方につきましては、前回、前々回にかなり申し上げましたので、今日は

特に申し上げることはございません。  

 それから、「講じようとする施策」につきましては、今、◯◯専門委員がおっしゃったことと同じよう

なことを私自身も感じているわけであります。これがユーザーといいますか、だれに向けて書かれ

ているかというのはなかなか難しいものだと思うのですけれども、とにかくメリハリをつけるようなこ

とからしますと、「講じようとする施策」を書くことは当然必要だと思いますけれども、もう一つ、例え

ば平成 12年度において――13年度でも結構でありますけれども、講じることをやめる施策もきち

んと書くことが大事ではないかと思います。これはやめますよ、そしてこれは新しくします、これは

衣がえしますと。つまり、政策のいろいろな資源、人なり予算なり、これをいつもきちんと見直すと

同時に、思い切って変えることもかなり強く意識していくことが必要な時代になっていると思います。

私は「やめる」ということが随分大事だと思いますので、講じなくなる施策についても工夫をして盛

り込めることができるのではないかと、こういう感じがいたします。  

 それから、これは白書の話からはずれるかもしれませんけれども、今はユーザーという言い方を

しましたけれども、施策ということは行政サービスでもあるわけですので、行政サービスの供給者

とユーザーを結びつけることについては、これまでのチャンネル以外のことも考えてよいのではな

いかという気がいたします。私の記憶で、たしかイギリスだったと思うのですけれども、農場向けに

例えばこういう分野についてはこういう施策があって、たしか問い合わせのための電話番号まで

書いてあるというようなケースがありました。そこまでやるかどうか、農場の数も随分違いますので

あれですけれども、例えば市町村レベルでやれば当然そういうことがあってよいだろうと思います。

これまではそういう情報をいかにうまくとってくるかというところで現場の企業的なセンスが問われ



るようなところがあったかと思います。それはそれでいいと思いますけれども、この点についてど

んなことが使えるかということが一目でわかって、それについてもう尐し深い情報が知りたいとす

ればどういうところにアクセスすればよいかということを、生産者側、それからこれからは消費者、

食品産業も含めて、尐し整理してみる。なかなか簡単なものにはならないかもしれませんけれども、

最初のアクセス、そしてもう一つ深くということを考えれば、工夫の余地があるのではないかと、こ

のように思います。   

○部会長 ２点、貴重な意見を伺いましたけれども、いかがでしょうか。   

○事務局 貴重な御意見を承らせていただきましたので、また先生とも御相談させていただきな

がらやっていきたいと思います。   

○部会長 ほかにございませんでしょうか。   

 先ほど◯◯委員、◯◯専門委員がおっしゃったことと関連するのですけれども、本部会の進め

方について御意見があったわけであります。これは、今年度は審議会の立ち上げが秋以降になっ

たという特殊事情で、やむを得ない事情があったと思いますけれども、今後は本部会の役割・機

能を十分果たしていくようにとの貴重な御意見を賜ったと理解しております。事務局においては、

本日の意見を真摯に受けとめて、来年度以降も部会の運営に当たっていただきたいと思います。

それをお願いいたしまして、くくりたいと思います。                     

   

   

そ の 他  

○部会長 そろそろ予定の時間も迫ってまいりましたけれども、「講じようとする施策」については、

今回全体の案文が示されなかったことから引き続き議論が必要と思われます。今回は第３回目と

いうことで当初の予定では本年度最後の部会となるわけですけれども、このことも含めて事務局

ではどのように考えておられるか、御意見を伺いたいと思います。   

○事務局 部会長からお話がございましたように、この施策部会は当初は３回御議論いただいた

後に食料・農業・農村政策審議会において御審議をいただくという予定でございましたけれども、

先ほどから申し上げております事情がございまして、恐縮ではございますが、もう一回この部会を

開催させていただきたいと思います。その際、次回には全体の案文をお示しをして御議論をお願

いしたいと思っております。具体的には、第４回目の部会を３月８日（水曜日）午後を目途に委員

の皆様方の御日程を調整させていただきたいと思っております。改めて事務局の方から確定いた

しました日程を御連絡させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。     



○部会長 ただいま事務局から提案のありましたように、３月８日の午後に第４回を開きたいとい

うことでありますが、事務局の案でよろしいでしょうか。                

〔「異議なし」の声あり〕  

○部会長 それでは、事務局は次回の部会までに本日の議論を十分踏まえて、「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、白書の記述についても本日多々有意義

な議論があったと思いますので、これらをいかしていただきたいと思います。 最後になりましたが、

本日の提出資料の扱いについてお諮りしたいと思います。提出資料の扱いにつきましては、昨年

の９月６日の第１回審議会において申し合わせました「食料・農業・農村基本政策審議会の情報

公開について」におきまして、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

を配布するということにされております。しかしながら、本日の提出資料のうち、「平成 12年度にお

いて講じようとする食料・農業・農村施策（案）」（資料２）及び「食料・農業・農村の動向（案）」（参考

資料２）については事務局内でさらに検討中との説明があったところですが、本日時点での配布

は行わないこととしてはどうかと考えております。そのようにしてよろしいでしょうか。  

〔「異議なし」の声あり〕  

○部会長 では、事務局は資料の扱いをそのように取り計らっていただきたいと思います。  

 本日はお忙しいなかをお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。以上をもちまして

閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。  

閉     会 

 


