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○部会長 時間となりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会の第４回

施策部会を開催いたします。  

  なお、本日は、３名の委員、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４回目の部会として、「平成 12年度において講じようとする食料・農業・農

村施策」（案）について御議論をいただきたいと思います。  

 なお、「平成 12年度において講じようとする施策」についての施策部会としての審議

は今回が最後としたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。   

資 料 説 明 

○部会長 まず、「講じようとする施策」について事務局から御説明をお願いいたしま

す。  

○事務局 資料１と２が「平成 12年度において講じようとする施策」でございます。資

料１をご覧いただきながら御説明したいと思います。  

前回は「講じようとする施策」のうちの食料と農業の部分について時間をかけて御説

明したわけですが、農村の部分については各省間の広がりがあり、各省との調整に

時間を要しておりましたことからお示しすることができませんでした。今回はその部分

が 15ページから 18ページまで加わった形の資料になっております。１ページから 14

ページまでは前回と全く同じですので説明は省略させていただきまして、早速ですが、

15ページの「農村の振興に関する施策」のところをご覧いただきたいと思います。  

  「農村の振興に関する施策」は、１の「農村の総合的な振興に関する施策」、２とし

て 17ページの「中山間地域等の振興に関する施策」、３として 18ページの「都市と農



村の交流等に関する施策」の大きく三つに分かれております。これは新しい食料・農

業・農村基本法の条文の構成に即した形で整理をしております。それで、今回の農村

の振興に関する部分につきましては、これまでも「講じようとする施策」ということで整

理をしてきていたわけですが、本年度、新しい基本法が出されましたので、それに基

づき、先ほど申し上げたとおり特に農村の部分は各省庁に幅広く関係する部分であり

ますので、今回はそういう意味も含めて政府全体としての施策ということで各省に幅

広く関係する部分を体系的に整理をして記述しているところでございます。  

  （１）が「農業の振興その他農村の振興に関する施策」でございます。ここは主とし

て農林水産省にかかわる部分ですが、最初の黒ポツ三つが農水省関係の施策でご

ざいます。真ん中の黒ポツでいいますと、農村地域への工業等の導入に対して低利

融資を行う等の施策を実施することとしております。それから、四つ目の黒ポツは郵

政省が講じようとする施策でございまして、消費地からの遠隔性を克服し、産業振興

を図るためのテレワーク、ＳＯＨＯ等の推進、いわば情報通信を活用した遠隔勤務と

いう形での施策でございます。それから、５番目の黒ポツは建設省で講じようとしてい

る施策ですが、多様な産業の振興を図るための基盤として、道路ネットワークの整備

を推進するというものでございます。  

  次に（２）の「農業生産基盤の整備と生活環境の整備その他福祉の向上との総合

的な推進」ですが、ここが一番内容が盛りだくさんの項目でございます。大きくアとイ

の二つに分かれておりますが、イの方は交通・通信その他、さらに細かく分かれてお

ります。  

  まずアの方ですが、アの部分は農業生産基盤と農村の生活環境を一体的に整備

しようということでございます。そのことからもおわかりいただけると思いますが、主と

して農業生産基盤をやることとしております農水省の施策が主たる内容でございます。

まず一つ目の黒ポツは農業集落排水施設の整備ということで、農村地域の集落排水

施設の整備を農業生産基盤と一体として整備するというものでございます。２番目の

黒ポツは農道の整備でございまして、これも農業の生産性向上を促進するとともに、

そこに住んでいる居住者が日常生活面で利用される等、農村環境の整備に資するた

めの農道の整備を推進するというものでございます。３番目の黒ポツが定住条件の

整備ということで、幅広く農村のいろいろな施設を総合的に整備する施策を実施する

というものでございます。４番目の黒ポツは伝統的農業施設、例えば石積みの水路等、

あるいは美しい景観等の保全・復元に配慮した整備を実施しようという施策でござい

ます。それから、一つ飛びまして景観形成や生態系・水質保全等の地域用水機能の

発揮や渇水時の対応及び有機性資源の循環利用に配慮した整備の推進、こういった

ことも施策の中で実施していこうということにしております。以上がいずれも農水省の



施策でございます。それから、残りの二つが国土庁で実施する施策でございます。ア

メニティに満ちた農村の総合整備を図るための計画策定のモデル的実施、あるいは

アメニティ向上に向けた取り組み支援のための事業を実施することにしております。  

  それから、イは生活環境の整備その他の福祉の向上ですが、ここでは幅広い観

点から各省庁の施策を記述しております。交通、情報通信、衛生、教育、文化等、基

本法のフレームに即した形で整理してございます。  

  まず一つ目が（交通）でございます。これは主として建設省の施策、後ろの二つが

運輸省の施策でございます。一つ目からいいますと、市町村道から高規格幹線道路

に至る道路網の整備をきちっとしていこうということでございます。それから、歩道の

設置、交差点の改良等の推進、それから地域にとって重要な地域分断の緩和・解消

等のための施設改良、あるいは相互交流が遅れている都道府県等間を連絡する大

規模なトンネルや橋梁の重点整備、それから道路と沿道の調和が図られた道路整備、

中心市街地の商店街の再活性化のための面的で総合的・重点的な道路整備、それ

から周辺の景観・生態系と調和した道づくり、あるいは地域の個性を生かした道づくり

等、いずれも生活環境の基盤としての整備を交通の面で行っていくというものでござ

います。後ろの二つは運輸省関係の施策ですが、これも地方バス運行の確保という

ことで、運行に伴って欠損が出る場合は補助等によって運行を確保する、あるいは地

方バス施設を整備する、それから内貿ターミナルの整備、こういったことで地域の生

活をめぐる環境を整備していこうというものでございます。  

  16ページは、２番目、（情報通信）でございます。これは主として郵政省の実施す

る施策でございまして、行政、教育、医療、防災等複合的機能を持つ情報通信システ

ムをモデル的に整備していこうという施策、あるいは移動通信サービスが使えない状

態やテレビ等の難視聴等の解消のための施設整備、ＣＡＴＶ等情報通信メディアを活

用した地域社会の振興等を行う。それから、五つ目の黒ポツは建設省の施策ですが、

各種情報基盤の整備による降雨や水位等の情報収集・提供体制の構築の推進。こ

れらはいずれも地域の環境整備として情報通信面での重要な施策でございます。  

  次は（衛生）ですが、最初の二つは厚生省が実施する施策でございまして、生活

雑排水・し尿の合併処理、市町村による合併処理浄化槽の面的整備の推進。それか

ら、公共下水道、特定環境保全公共下水道において、複数の下水道施設を共同化・

共通化及び集中管理・制御すること等により、効率的な下水道の整備・管理を推進す

る。それから三つ目の黒ポツは、この分野にかかわっている厚生省、建設省、農水省

の３省が十分に連携、調整を図りつつ、地域の特性に応じた計画的・効率的整備を

下水道あるいは集落排水施設、合併浄化槽の面でやっていこうという施策でございま



す。それから最後の四つ目の黒ポツも厚生省ですが、簡易水道施設の整備を図って

いく施策でございます。       

  次に（教育）の面の施策ですが、これにつきましては、県の教育委員会等による社

会教育に関する情報発信有効利用のための先進的事業開発、あるいはスポーツ施

設の整備、社会教育施設の機能の高度化を図っていくということで、これはいずれも

文部省の施策でございます。  

  次に（文化）でございます。これは、今日は御欠席ですが、前回、◯◯委員から文

化の継承に関する記述に関してお尋ねがありまして、「文化」の部分で記述をすること

にしております。これにつきましては、これよりも若干詳しく書いておりますので、資料

２の 83ページをごらんいただきたいと思います。83ページのちょうど真ん中あたりに、

（オ）で文化のところがありますが、そこから次の 84ページの真ん中あたりまで約１ペ

ージにわたって書いてあります。  

 農村において受け継がれてきた多様な伝統文化について、その保存及び継承等を

推進するということで、①が「文化財保護法」に基づき、農村における農業、あるいは

年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能及びこれらに用いる農具等を重要有形民

俗文化財または重要無形民俗文化財に指定するとともに、その調査・記録作成、後

継者養成等に対して支援を行う、あるいは、②として農村に残されている歴史的な集

落、町並みを重要伝統的建造物群保存地区に選定するとともに、その保存・活用に

対する支援を行うということで、こういったものをやるということでございます。  

 それから、③では農村の水と土を中心とする地域資源を歴史的・文化的観点から再

評価して整備を行っていく、あるいは④では、景観形成等、住民主体の美しい村づくり

を支援するモデル事業を実施するとともに、農山漁村の伝統文化を生かした活動に

寄与したもの等への顕彰を実施するといったことを予定しております。  

 それから、⑤では景観植物の栽培、里山の整備等、ソフトの活動の計画的実施に

対する支援、あるいは⑥で地域の水に係わる自然・歴史・文化の保全、保存、復活の

ために整備を行う施策、それから⑦は住宅の関係で、地域の住文化を活かした住宅、

景観に配慮した住宅等の供給促進を図るという施策、それから⑧では地域固有の伝

統文化の継承、海外との文化交流の促進等、半島地域の文化活動の活性化を支援

する、こういった施策を幅広く実施していくということが予定されているところでござい

ます。  



  16ページに戻っていただきまして、次に（医療）でございます。医療については厚

生省が施策を実施することにしておりまして、へき地中核病院等の整備、巡回診療の

推進、農村における救急医療体制の整備を行っていこうということでございます。  

  それから、（住宅・宅地）につきましては建設省の施策でございまして、良好な居住

環境を有する優良田園住宅、特定優良賃貸住宅の供給促進、またバリアフリー化さ

れた賃貸住宅の供給等、高齢者が安心して生活できる居住環境の整備、それから最

後のところにありますように、ゆとりある田園居住を図るため、営農条件と調和した良

好な生活環境の整備と郊外型住宅地の整備を推進するなど、こういった住宅・宅地

関連の整備も行うということでございます。  

  次に（防災）ですが、防災につきましては、総合治山等は林野庁の施策でございま

す。次の床上浸水被害の施策、17ページに入りまして生活貯水池の整備、砂防ダム

等の重点的整備、洪水・土砂災害の再発を防止する対策の短期集中的実施、あるい

は落石対策等の防災対策、除雪、防雪、凍雪害防止等の推進、これらはいずれも建

設省の施策でございます。それかに最後の黒ポツ、農業生産基盤への災害の未然

防止のための防災ダムの整備は農水省の施策でございます。  

  （公園）につきましては、日常的なレクリエーション活動の場として農村公園の整備

を推進する、あるいは都市計画区域外の一定の農村地域における文化、スポーツ面

での都市的ニーズへの対応を目的とした特定地区公園の整備を実施するというもの

でございます。  

  （福祉）の面におきましては、厚生省の新ゴールドプランに基づく農村の社会福祉

の充実、それから農水省関係では農協のホームヘルパー養成の支援、それから建

設省の関係では生活者がゆとりと潤いを実感できる質の高い歩行者空間形成のため

の道路整備、こういったものを実施していこうということでございます。  

  大きな２番目は「中山間地域等の振興に関する施策」でございます。中山間のとこ

ろにつきましては、考え方として、（１）の就業機会の増大を図るということが一つの観

点でございます。それから（２）の生活環境の整備による定住の促進等、これが二つ

目の考え方、もう一つは（３）にありますように中山間地域等における多面的機能の確

保を特に図るための施策と、この三つあるわけでございます。  

  （１）の就業機会の増大につきましては、何といっても産業を興すということで、こう

いった地域の主流をなしている農業の面においては、中山間地域の冷涼な気候や標

高差等の地域資源を生かした高付加価値型農業を推進するということでございます。



その他産業の振興としては、市町村等の村おこしの推進、あるいは地域資源を生か

した産業の振興、定住条件の整備等のための拠点整備、それから加工流通施設等

の整備に対する低利貸付、また最後の黒ポツにある交通条件が悪い地域の道路整

備、こういったことを通じて多様な産業の振興を図っていこうということでございます。  

  それから、定住の促進につきましては、新たな過疎法等特別立法に基づき、地域

の活性化等を推進することを予定しております。それから、18ページにまいりまして、

定住促進のための良質な住宅の供給、あるいは過疎市町村地域等での汚水処理施

設の整備の推進、それから滞在型工芸体験施設、地域文化伝承・展示施設等の整

備を図っていく等々を通じて定住の促進を図っていこうということでございます。  

  （３）の多面的機能の確保を図るための施策といたしましては、平成 12年度に新た

に施策を実施することとしております中山間地域等に対する直接支払いの実施という

ものでございまして、担い手の育成等によって農業生産活動等の維持を通じて耕作

放棄の発生を防止し、その結果として多面的機能を確保するという意味で、交付金を

直接支払うという施策を実施することとしているわけでございます。  

 ３番の都市と農村の交流に関する施策につきましては、一つ目が都市と農村の交

流の促進でございます。これには、いわゆるグリーン・ツーリズムの普及・定着に向け、

推進体制の整備、それから情報の提供体制が非常に重要ですので、その実施を行う。

それから、施設整備の関連では、ここに書いてありますが、道路関係のネットワーク

の整備を推進する、あるいは通信ネットワークの整備もあわせて行う。それから良質

な住宅・宅地供給の促進。それから、「道の駅」の整備等、休憩施設と地域振興施設

の一体的な整備、あるいは「水辺プラザ」等を整備していこうということでございます。  

 もう一つは、都市住宅等のレクリエーションの用に供するための市民農園の整備で

ございます。  

 最後に、都市農業への理解を深めるためのふれあい活動等に対する支援、こうい

ったものを都市農業あるいは都市周辺の農業の振興のために実施していこうというこ

とでございます。  

  以上、今日は農村の部分だけを詳しく御説明してしまいましたが、「食料・農業・農

村に関して平成12年度に講じようとする施策」でございます。平成 12年度は新しい基

本法に基づく初年度の「講じようとする施策」でございまして、来年以降、さらにこれを

ベースにいたしまして施策の充実を図っていく努力をしていくということではないかと

思います。それから、前回も委員の方から御意見がありましたけれども、閣議にかけ



る資料はどちらかというと無味乾燥的な感じがいたしますので、ＰＲ用の資料等につ

いては工夫をさせていただきたいと考えております。  

 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。  

 続きまして、参考といたしまして、前回の会議で説明していただきました「食料・農

業・農村の動向」について、補足的な説明をお願いいたします。  

○事務局 それでは、お手元の参考資料１から４までですが、ごくごくポイントだけを

御説明申し上げます。  

  前回、２月 17日の第３回施策部会において、おおよそでき上がってまいりました

「食料・農業・農村の動向に関する年次報告」、いわゆる農業白書につきまして概要を

御説明申し上げました。その後、そのときの原案をもとに、連立与党３党への説明、

関係省庁への説明を随時行ってきておりまして、かなり収束に向かっております。そ

の過程で前回御説明した内容に若干の加筆訂正がございますので、その点に絞って

御説明申し上げます。  

  参考資料１、Ｂ４横長の資料の５ページをお開きいただきたいと思います。ここは

食料安全保障のことについて記述をした部分でありますが、我が国においては現在

のところ不測の事態に対応できるような体制整備が行われていないということを記述

しておりまして、その参考として、北欧諸国を中心に既に諸外国においてはそういった

不測の事態への体制もきちっとできているということを記述したところでございます。 

この点につきましては、スイスにおきましては、不測の事態の具体的なケースも概念

が広がっているので、こういったものはきちっと国民投票を行って、それを踏まえて憲

法改正が行われているということで、国民全体の意識の上に体制が組まれていると

いう点は非常に重要なので、白書の中でももう尐し丁寧に記述してはどうかという御

意見をいただいておりました。ごらんいただいております５ページの④の上から２行目、

「特にスイスでは」以下に書いてありますように、従来、スイスにおいては戦時を想定

した食料安全保障ということが憲法上規定されておりましたけれども、経済危機ある

いは原子力事故等の事態に伴う食料の安定供給への障害、そこまで概念を広げた

食料安全保障体制ができているということを御紹介したものでございます。  

  続きまして６ページ、食料の安定供給上重要な役割を果たしております食品産業

について課題を整理した部分でございます。従来は②、③、⑤と書いておりまして、課

題としては②と③で農業と食品産業との連携強化が大事だということ、また⑤以下で

食品産業における環境対策が重要だということを整理しておりましたが、今回、④に



ありますように、食品流通業分野では特にインターネット等の情報技術を踏まえた電

子取引の推進も大事だから記述するようにという御意見をいただきました。現時点で

は、生鮮食料品については鮮度が途中で変化したり形状が変わるといった商品特性

がございますし、また競り売りなどの固有の取引形態があり、こういった流通形態の

特殊性から取引の電子化への取り組みが遅れているのが現状でありますけれども、

現在、青果物、花、食肉及び水産物については商品コードなどの標準化を確立する、

またその普及に向けた取組みも今年度中をめどに体制整備が進められておりますの

で、その現状及び課題について整理をいたしました。  

 それから、16ページでございます。これは 15ページから続いている部分ですが、農

業の担い手ということで、特に地域の実情に合った形で認定農業者、集落営農、サー

ビス事業体、第三セクターという四つのタイプに分け、それぞれのタイプごとに地域で

農業を担っていく上での課題、あるいはグループごとの現地での取り組みの優良事

例を紹介をしております。また、⑤として、第Ⅲ章の「農村の振興と多面的機能の発揮」

のところで、中山間地域等への直接支払いについて書いておりますけれども、ここで

中山間地域等への直接支払いが条件不利地域で農業を継続していく担い手の人た

ちの所得確保等にもつながっていくという内容をつけ加えたところでございます。  

  参考資料１での主な修正点は以上でございます。  

  それから参考資料２の方ですが、今年の白書をつくるに当たりましては、できるだ

け読みやすく、わかりやすい白書にするべく鋭意努力をしていくということで当施策部

会におきましても当初から御説明申し上げておりました。今回、おおよその姿ができ

ておりますけれども、本体での工夫の点を一、二御紹介申し上げます。  

  一つは、表紙をめくっていただきまして、５ページから 13ページまででございます。

通常の「目次」に加えて、５ページからは「詳細目次」という形でかなり細かい目次をつ

けてございます。この「詳細目次」をざっとごらんいただきますと、それぞれのところで

のおおよそのストーリーがわかるような格好になっておりますし、事例などもここで具

体的に書いていますので、時間がない場合に白書のおよそのストーリーを追うという

形では参考になるといいますか、読者の利便性という点で参考になるのではないかと

いうことで工夫をした点でございます。  

  また、「詳細目次」の次には「基本統計用語」ということで、白書の本文でしばしば

使われる農家あるいは農業労働力等の定義、地域区分等について、ここにまとめて

掲げてございます。  



  さらに２ページほどめくっていただきますと、今度は本文になります。本文の２ペー

ジから第Ⅰ章が始まりますが、第Ⅰ章の冒頭３ページ分を割いて第Ⅰ章の要約とい

う形でポイントだけを掲げてございます。Ⅱ章でもⅢ章でも同じく冒頭の数ページをそ

の章の要約ということでポイントだけを掲げております。いろいろ広範囲にわたる記述

をしておりますけれども、それぞれの章のポイントは何かということが、ここをもう一度

読み返していただければわかるというふうな工夫をしているところでございます。  

  さらに、参考資料３と４をごらんいただきたいと思います。まず参考資料３ですが、

今年の白書では、それぞれの章で、関連する現地の事例等、全部で61事例を掲げて

ございます。事例を数多く掲げたことのねらいは、読者の方々に農業・農村の現場で

どういうことが現実に行われているのかということを実感を持って御理解いただくとい

うことと、とかく白書が抽象的な数字の分析、もちろんこれも必要ですけれども、それ

とあわせて具体的な事例をお示しすることでさらに理解が深まるのではないかという

ことで、例年にも増して事例の数を増やしたところでございます。  

  その中で特に１ページから２ページにかけて「担い手」についての事例をかなり数

多く掲げてございます。立派な担い手の方々は、それぞれの経営の発展のために努

力をされているのは当然でありますけれども、それに加えて、地域のリーダーであっ

たり、あるいは新規就農の方々の手助けをしたり、また消費者なり学校の子ども達へ

の情報提供あるいは体験の場を提供したりということで、自らの経営以外のところで

も地域のため、農業のために活躍しておられる方が多くいらっしゃいます。そういった

事例を含めて「担い手」の事例を充実しております。  

  さらに、２ページの中ほどに「土地利用型農業」ということで、土地利用型農業のこ

れからの大きな課題は麦、大豆等の生産拡大でありますが、その麦や大豆を経営の

作目として取り込んで、うまく経営をやっておられる方々の事例を載せてございます。

こういったところが事例としてのポイントでございます。  

  また、３ページの中ほどに「農村の活性化」という事項のもとに６～７つの事例を掲

げてございます。これは、それぞれ地域の多様な資源を活用して、いろいろな創意工

夫のもとに地域活性化のために取り組んでおられる方々の努力を、他の地域の方々

に参考にしていただくという意味で掲げたものでございます。  

  最後に参考資料４でございます。本年度の白書におきましては、コラムとして 10の

テーマを選んでおります。最近、特に読みやすい白書にするための工夫の一つとして、

こういったトピック的なテーマを選びまして、比較的やわらかな文体でその内容を記述

したコラムを設けてきておりますが、今回は 10項目であります。  



  その中で特に御紹介したいと思いますのは、１ページの一番下の５、「遺伝子組換

え食品の安全性評価」でございます。当部会の第１回目のときに、できるだけ国民の

方々の関心や課題、問題意識に応えられる白書にするということで、インターネットで

農業白書で取り上げるべき課題を募集するということを申し上げました。正直なところ、

インターネットで書き込みをしていただいた方は極めてまれでございましたけれども、

その中に一つだけ、遺伝子組替えの安全性について非常に関心があるので白書で

取り上げてもらいたいという具体的な提案をいただきました。それに応える意味で、こ

こに安全性評価の一つのコラムを設けております。  

  以上が、前回御説明申し上げたことに加えて事務局の方から敷衍をさせていただ

くものでございます。以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

  あらかじめ議題となっていたのは以上でございます。しかしながら、一昨日、統計

情報部から食料・農業・農村施策を進める上で大変興味深い調査結果が公表されま

したので、急遽、皆様の席上に配付させていただいております。本日の議論と直接関

係するものではありませんけれども、せっかくですので、統計情報部の方がお見えで

あれば、簡潔に概要を御紹介していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

 では、よろしくお願いいたします。  

○事務局 お手元のＡ４横長の資料、「ＷＴＯ次期交渉（農林水産分野）に関する意

識・意向アンケート〔調査結果の概要〕」により御説明させていただきたいと思います。 

まず１ページですが、このアンケートは消費者及び地域のリーダー的な役割を果たし

ていらっしゃる農業者、林業者、漁業者、流通加工業者の方々にモニターという形で

委嘱いたしまして、いろいろ施策等の御意見をお伺いしているわけですが、今回こう

いうテーマでアンケート調査をさせていただきました。  

  大まかには、（１）ＷＴＯ次期交渉についての関心や周知の状況、（２）農業の多面

的機能、農業分野における交渉の重要事項についての考え方、（３）森林の公益的機

能、林産物分野における交渉の重要事項についての考え方、（４）漁業・漁村の役割・

機能、水産物分野における交渉の重要事項についての考え方ということで、昨年の

12月中旪から本年の１月中旪にかけて面接調査でアンケート調査をしております。あ

わせて、農林水産省のホームページに同内容のアンケート表を掲載し、インターネッ

トでも試行的に調査いたしました。具体的な回答数者等は右の表に書いてございま

すが、総数が 6,393、有効回答が 5,864であります。  

  次に結果の概要ですが、２ページ以降でございます。  



 １、ＷＴＯ地域交渉についての関心度合いについてを見ますと、「大いに関心がある」

または「関心がある」のいずれかを回答した者は、農業者モニター及び林業者モニタ

ーではそれぞれ９割弱、漁業者モニターでは７割、流通加工業者モニターでは６割強、

消費情報提供協力者、これは予算上の用語でありまして、消費者モニターのことです

が、これでは６割となっております。また、消費者について年齢階層別に見ると、年齢

が高くなるに従って「関心がある」の割合がだんだんと高くなっております。  

  ３ページの２です。ＷＴＯ次期交渉に関する情報の入手方法は、各モニター等とも

「新聞、テレビ等マスメディア」という割合が一番高く、次いで農業者、林業者及び漁

業者では「国や農業団体などのパンフレット」、流通加工業者及び消費者では「雑誌・

書籍」という形になっております。  

 ３番目の「ＷＴＯ次期交渉に向けた日本の提案」の認知状況でございます。①の「農

業提案」の提出を知っていた割合は、農業者が７割強で、消費者が３割強となってい

ます。また、次のページにまいりまして、②ですが、「遺伝子組み換え体の提案」が秋

ごろに補足提案されたわけですが、それを知っていた割合は、農業者モニター及び消

費者モニターともに５割となっております。③の「林産物・水産物提案」の提出を知って

いた割合は、林業者が６割、漁業者が４割強、消費者が２割強となっています。  

  次のページにまいりまして、４番目としてＷＴＯ次期交渉に当たって日本が主張し

ている「農業の多面的機能」の中で重要な機能はどれかと聞きましたところ、複数回

答ですが、「食料安全保障への貢献」が各モニターとも７割から８割弱と非常に高い

割合になってございます。次のページにまいりまして、また消費者につきまして年齢

階層別にみると、どの年齢層でも「食料安全保障への貢献」というのが非常に高い割

合になっているわけでございます。  

  ７ページですが、５として農業分野の交渉に当たって重要と思うものは何かと聞き

ましたところ、各モニターとも「食料安全保障の確保」及び「新たな問題（有機農産物、

遺伝子組換食品等）についての世界的な貿易ルールを検討する場の設置」がそれぞ

れ８割弱から９割、「農業の多面的機能の維持・発揮」が６割から８割と高い割合にな

っています。  

  ６の国民の負担を伴っても農業を守る方法を聞きましたところ、各モニターとも「関

税等の国境措置、補助金、農家の育成施策を組み合わせた措置を実施」及び「優良

な農家育成」の割合が高く、両者を合わせて６割から７割となっております。  



  ８ページ以降は林産物と水産物の関係でありますので、説明は省略させていただ

きます。  

 この資料については以上でございます。  

 つづきまして、もう一点資料を準備させていただいておりますが、「健全な食生活に

関する意識・意向アンケート〔調査結果概要〕」でございます。冊子がございますけれ

ども、ただいまと同じように横紙のペーパーがございますので、それに基づいて御説

明させていただきたいと思います。このアンケート調査も先ほどのＷＴＯと同じく昨年

の 12月から１月の中旪まで実施させていただきました。  

  アンケートの対象は、先ほどのＷＴＯでは農林漁業者が入っていましたけれども、

この場合には、１ページの右側の表にありますとおり、流通加工業者のモニターと消

費情報提供協力者、要するに消費者、この二つのカテゴリーにつきまして、合わせて

約 2,400名の方々からアンケートの結果をいただいたところでございます。流通加工

業者の中身は、食品製造業、卸売業、小売業、それから外食産業が含まれておりま

す。  

  結果の概要を２ページ以降から御説明申し上げますが、２ページから４ページまで

が加工業者、５ページ以降が消費者というふうに分けてございます。  

  まず２ページですが、業者の方々に社会全般の現在の食生活の在り方はどうかと

いうふうにお伺いいたしました。そうしますと、「健全」あるいは「おおむね健全」とお答

えいただいた割合が約３割で、そのほかの方々、要するに約７割の方々が「あまり健

全とはいえない」とか「健全とはいえない」という回答をいただいております。  

 そして、現在の食生活の内容につきまして、図１－２ですが、「食べ残しや食品の廃

棄が多くなっている」、「食生活の簡弁化志向が強くなっている」、あるいは「多様な食

材でバラエティに富んだ食事内容になっている」という回答が非常に高い割合で、肯

定的な回答をいただいております。  

  ３ページです。業者の方々の取り組みですが、消費者の食生活をより豊かなもの

にするための取り組みにつきましては、「ヘルシーメニュー等健康志向に対応した商

品の開発・製造・提供」のあたりが「実施中」あるいは「実施を計画」の割合が高くなっ

ております。その他の選択肢も回答は高うございますけれども、これは製造業者なり

外食産業といった業種によって若干差がございます。それぞれ一定の割合で取り組

みが行われている、こういう状況でございます。  



  ４ページ、食品の廃棄物削減のための取り組みですが、「在庫管理の徹底」なり

「品質管理の徹底」が高い割合を示しております。  

 また、消費者が食べ残しをしないようにという視点からの業者の取り組みですが、

「ばら売り、量り売りの実施」、あるいは「尐量パック、食べ切りサイズ等の開発」といっ

たところが高い割合を示しております。もちろん、ばら売り等につきましては小売業が

中心という内容になってございます。  

  ５ページ以降は消費者に対するアンケート調査結果でございます。  

 まず消費者の皆さん方に自らの食生活について聞いてみました。右上の図２－１を

見ていただきたいのですが、「食事の量・内容」と「食事のとり方」、食事のとり方と申し

ますのは食事の時間なり回数等について聞いたわけですが、まず消費者の方々は、

「食事の量・内容」、「食事のとり方」とも「健全」あるいは「おおむね健全」と思っている

方々が８割方おられるということで、先ほどの業者の方々の回答とは大きく異なって

いるところでございます。それから、年齢階層別に見てみますと、若い方々が自分の

食生活をあまり健全と思っていないという割合が高うございます。年齢が高くなるに従

って「健全である」という割合が高く、「健全でない」という割合が低くなっているという

特徴が出ております。  

 それでは自らの食生活を見直す必要があるかということを聞いてみました。それが

下のグラフですが、若年層では「必要がある」と答えている割合が非常に高くなってい

ます。  

  ６ページでございます。毎日の食生活で実践を心がけている事柄ですが、「朝・昼・

晩の３食をきっちり食べる」、「食事の栄養バランスをとる」、「野菜や海草を摂取する」、

こういったことにかなり力を入れているということでございます。  

  ７ページです。食生活に関する知識としてどういう内容が必要かということでござい

ます。「食品表示など消費者の食品選択に役立つ情報」というのが最も高うございま

して、次いで「栄養や食事のとり方に関すること」、あるいは「環境負荷の軽減に配慮

した食生活の知識」、「多様な食品を使った献立や調理方法等」といった項目が高い

割合を示しております。  

 そして、これらの知識や情報の普及に有効な方法を聞いてみました。そうしますと、

「テレビ、ビデオ等を活用して」、あるいは「新聞、雑誌等を通じて」というマスコミが高

いわけですけれども、あわせて「学校における食教育」が極めて高い割合を示してい

るということでございます。  

  ８ページでございます。外食時における食品選択に当たっての健康に対する意識

でございます。外食時等というのは例えば持ち帰り用の総菜などをどういう判断基準



で買うかということですけれども、「いつも意識している」あるいは「ときどき意識してい

る」という方々が９割方を占めております。しかしながら、これも年齢階層別に見ます

と、若い層ではあまり意識していない。年齢階層が高くなればなるほど、そういった意

識が強く出てきて、健康に意識して選択をしているということでございます。 また、ど

ういった点に留意をするかということですが、野菜、脂肪分、カロリー、塩分といった点

に留意して食品選択をしているということが言えます。年齢階層別に見たのが図２－

７ですが、若年層では野菜あるいはカロリーにポイントを置いて選択しており、年齢階

層が上がってまいりますと塩分や脂肪分が高い割合を示している。年齢階層によって

着目点が違っていることがおわかりいただけるかと思います。  

  ９ページ、食品廃棄についての意識でございます。これは複数回答でお伺いいた

しましたけれども、約半数の方々が「食べ残すことはない」あるいは「ほとんどない」と

いう回答をいただいておりますけれども、「料理をつくり過ぎた」、「嫌いなものがあっ

た」、あるいは「普段から尐量しか食べない」という理由で食べ残すということを上げて

おります。それから、家庭で食品を捨てる理由につきましては一つだけ選択していた

だきましたけれども、「古くなった」、「腐敗したまたはかびが生えた」、「賞味期限が過

ぎた」を合わせると大体６割ぐらいを占めております。それから、「料理の食べ残し」に

つきましては約１割の方が残しているという回答でございました。  

○部会長 急遽でありましたけれども、大変興味深い「ＷＴＯ次期交渉に関する意識・

意向アンケート」と「健全な食生活に関する意識・意向アンケート」の結果を説明して

いただきました。どうもありがとうございました。   

   

   

質     疑 

○部会長 ただいまの事務局及び統計情報部の資料説明に対して、御質問なり御意

見のある方はお願いしたいと思います。  

○専門委員 中身についての意見はございません。大変立派な年次報告になってお

ります。難を言えば厚過ぎるんですが、豊富な内容になっていますので、今年はやむ

を得ない。また工夫もいろいろされていまして、目次のつくり方や各章のまとめ方、コ

ラムもありますし、事例も 61 もありまして、読みやすくなっていると思います。しかし、

読むにはやはり努力が要りますので、当初の目的であります幅広く読んでいただくと

いうことに対して一層の工夫をしていただければと思います。その点をお願いいたし

ます。  



○部会長 国民に周知できるようなパンフレットみたいなものをつくっていただくという

ことで、お願いいたします。  

○事務局 私ども事務方として方針をはっきり固めたわけではございませんけれども、

基本計画は今年度中に策定・公表することになっておりますし、白書も今の予定でい

けば、新年度に入りまして早々には閣議決定・公表という段取りで準備を進めており

ます。新しい基本法のもと、基本計画であるとか、あるいは食生活指針、それから御

審議いただいております白書の関係、「講じようとする施策」、そういったものがいろい

ろ出てまいりますので、こういったものが、部品ごとというよりも、むしろ全体として、新

しい基本法のもとで講じられようとしている施策が体系的に国民の各界各層の方々

に整合性を持った形で伝わるようにということで、従来から農業白書につきましては

パンフレットのようなものをつくっておりますが、こういうことだけではなくて、全体の施

策がそれぞれ関心の持っておられる方、あるいは関心がなくても新しく啓発できるよう

に、情報提供の面でいろいろと工夫をしていきたいと思っております。  

○部会長 ぜひお願いいたします。  

○専門委員 特に、内容的に、今度の法律の趣旨からいきましても、中等教育の過

程でこれをどういうふうに使えるかという問題があると思うんです。初等教育は別にし

ても、体験学習とか、そういうものがあると思いますけれども、中等教育の中でどのぐ

らいこういうものを使っていただけるか、そういう意味でも特に教育の面の連携が非

常に必要だという気がします。  

○部会長 小学校はあるけれども、中学校、高校というのはほとんどないんですよね。  

 ほかにございませんでしょうか。   

○専門委員 今のお話と同じですけれども、今年はいろいろなものがたくさん出るわ

けですね。それを読み上げていくことも大変かと思うのですが、従来と違うのは「講じ

ようとする施策」みたいなものをどうやって出していくか。従来はあまりなかったんです。

あれはいわゆるプロが見るという格好だったのですけれども、具体的にどういうことを

やるのかということを見ていただくためには、恐らく今まではＰＲ版みたいなものはあ

まりつくっていなかったと思うので、相当工夫が要ると思うんです。こういうところで出

てくるものはきちっとした言葉で書かなければいけませんので、そういうことで書いて

あると思うのですけれども、一般の方々に見ていただくときには、もう尐しわかりやす

い、予算要求用語ではない言葉で書かなければいけないと思います。例えば、私も

耳慣れないのですけれども、建設省施策で「高規格幹線道路」とか。これは普通のも

のとどう違うのか。普通の人は道路網ができればまあいいかなと思うんですけれども、



それはレベルの高いものとかで、いろいろなことがあるだろうと思うのですが、そういう

ものをやさしく書いていくように。かなり工夫が要ると思いますし、難しい面もあると思

いますけれども、ＰＲをしていただければと思います。  

  白書そのものは随分読みやすくなったし、目次を拾っていくことによって流れがよく

わかるので、これも大変いい工夫だと思います。  

○部会長 そういう趣旨ですから、全国的にももうちょっと広く、わかりやすいように、

普及のシステムを考えていただきたいと思います。  

 ほかに御意見はございませんでしょうか。  

○専門委員 参考資料４はどういう使い方になるでしょうか。一般が見ると、これが一

番わかりやすいんです。「目次」の前あたりにこれを入れていただくと、活字も大きいし、

どういうものが何ページにあるということがわかりますので、普通の人が見るには、こ

れが非常によくわかる。非常に初歩的な要求ですが。  

○事務局 今日お集まりの委員の方々だけではなくて、例えば成案を得て閣議決定・

公表となりますと、今年の白書の中身につきまして私どもの方からプレスにブリーフィ

ングをいたします。その際には、もちろん中身を正確にブリーフィングすることが第一

義ではありますけれども、今年の白書は何が特徴であるとか、こういうおもしろいネタ

がありますよということを言わないと、こちらが期待しているような記事を書いていただ

けないというのも正直なところでございます。そこで、ここにあります事例や資料４のコ

ラムは、記者の方に端から端まで読んでいただくことも大変なので、中身はこういうも

のがございますということをわかりやすくするため、ブリーフィング・キットの一つとして

想定してつくったものでございます。白書自体は国会に報告する正規のもののほかに、

これは著作権がありませんので、民間の業者・団体の方が印刷をして市販をされます。

そういう際に、白書のほかにこういったものを別途つけるようなことは、業者に依頼す

れば可能かと思います。  

○専門委員 ぜひつけてください。詳細目次も大変わかりやすいのですが、これがあ

ると、どこを読もうという気になるような気がしますので。  

○部会長 その他どうぞ。  

○委員 農村の政策ですけれども、今度の新しい基本法が農村の景観や文化の視

点を打ち出したことは大変評価していいと思います。それから、農村の文化は農業者

が担っております。白書では島根県金城町の事例が取り上げられておりまして、景観

も公園の整備として記述がされていますが、重要なことは農村全体の景観であると思



いますので、具体的な施策として書き込むのは難しいかと思いますけれども、何か考

えていただけないかなと思います。  

  それから、道路ネットワークの整備が道路整備として「平成 12年度に講じようとす

る施策」の中の（１）と（２）に細かく記載されておりますので、これは良いことだと思い

ます。特に田舎の方では、産業道路、生活道路、さらには観光面としても道路整備が

必要でございまして、国道という名がついている道路の中でもまだ通行不能区間のあ

る箇所が何カ所もあるというのが実態かと思っています。近年、都市の方々の中には

道路整備はもういいんじゃないか、公共投資はもういいのではないかという御意見も

あるようですけれども、田舎ではまだまだ道路整備が必要だと思いますので、今後と

もお願いをいたしたいと思っております。  

  それから、農村活性化のために都市と農村との交流、これは外からのインパクトで

町を活性化するためにも大変いいと考えますし、今回の施策の中にも体験施設の整

備等々が記述されております。今までにもこういう施設はつくられておりますけれども、

運営が第三セクターであるとか、さらには地元の農業者や地域の住民が第三セクタ

ーの中に参画をして運営しておりますけれども、運営・管理費等々、軌道に乗るまで

には、また収支的に利益が出るようになるまでにはまだまだ時間がかかると思います。

これらの運営・管理費面を国の方で尐し助成していただければいいのではないかと

思います。  

○事務局 ただいま委員から地域の現場のお立場からの貴重な御意見をいただきま

した。ありがとうございました。道路整備の重要性はそのとおりでございますし、都市

と農村交流施設についても非常に重要だという視点に立って、平成 12年度につきま

しては、12年度予算でいろいろ手当てしたものに沿って、ここに記載しているようなこ

とで施策を推進していこうと考えております。  

  それから、農村全体の景観に関する方策についてのお話もありました。景観につ

いては、農村の景観を良い形で残すという視点に立ち、新基本法の精神に則って基

盤整備や施設整備を進めていこうと考えております。  

  「12年度において講じようとする施策」の事実上担保される手当てとしては、平成

12年度予算が中心になります。平成 12年度予算をベースにいたしまして、今回まと

めさせていただいたようなことを中心に実行していこうと思っておりますけれども、今

の御意見はまたさらにその先に向けての課題として受けとめさせていただきたいと思

います。  



○委員 それから、今年の場合は仕方がなかったかと思うのですけれども、13年度

は、予算要求の時期もございますので、時期的なことをぜひ考慮していただきたいと

思います。  

○部会長 事務局の方はよろしくお願いいたします。  

○事務局 この点は前回、部会長の他何人かの委員の方々からそういうお話があっ

たことを踏まえて申し上げたとおりでございまして、８月いっぱいで各省からの予算概

算要求がまとめられる前に何らかの形で皆様方の御意見を拝聴する場を設ける方向

で、事務局内あるいは部会長とも相談しながら行わせていただきたいと思っておりま

す。  

○部会長 ほかに御意見はございませんでしょうか。   

ないようでありますので、これで質疑・意見等を終えたいと思います。  

  冒頭にも申し上げましたように、施策部会における「講じようとする施策（案）」の審

議は本日で終了させていただきます。今後は、食料・農業・農村政策審議会において

審議の上、答申することにしたいと考えております。  

  また、「講じようとする施策（案）」については、今後、本日の御議論や関係省庁間

の調整も踏まえた微調整が必要となりますが、その内容につきましては私に御一任

願いたいと思っております。それでよろしいでしょうか。   

〔「異議なし」の声あり〕 

○部会長 どうもありがとうございました。では、そのようにさせていただきたいと思い

ます。  

  最後に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。  

 本日の提出資料の中で「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）については、これから基本政策審議会での審議・答申を経た上で閣議

において最終的に決定される運びとなっておりますので、本日時点での公表は行わ

ないこととしてはどうかと考えております。また、「動向編」、いわゆる白書に関連する

資料についても、同様に閣議で決定されることとなっておりますので、本体である参

考資料２の「平成 11年度食料・農業・農村の動向に関する年次報告（案）」、それから

参考資料３の「掲載事例の一覧」及び参考資料４の「掲載コラム一覧」についても本

日時点での公表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、事務局は資料の取り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。  

 それでは、これにて平成 11年度の施策部会は閉会とさせていただきます。  

 なお、第２回の食料・農業・農村政策審議会については、３月 15日（水曜日）の４時

10分から総理官邸ホールにおいて開催する予定であります。議事といたしましては、

「平成 12年度において講じようとする食料・農業・農村施策（案）」とともに、企画部会

で審議されております「食料・農業・農村基本計画（案）」及び「農用地等の確保等に

関する基本指針（案）」を御審議いただく予定であります。  

 本日はどうもありがとうございました。   

閉     会 

 


