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開        会 

 ○部会長 それでは、時間になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第５回

施策部会を開催いたします。  

 既に皆様方も御承知のとおり、去る３月 15日の第２回食料・農業・農村政策審議会におきまして、

当部会と企画部会でそれぞれ検討された「食料・農業・農村基本計画」及び「平成 12年度におい

て講じようとする施策」の取りまとめ・答申が行われ、現在これに即した具体的な施策が実施され

ているところであります。  

 今回の施策部会の議事内容は、「平成 13年度において講じようとする食料・農業・農村施策」で

ありますが、その最終的な取りまとめにつきましては、平成 13年度予算の具体的内容が固まる年

末以降とならざるを得ないところであります。中央省庁再編に伴い、来年１月に発足する新しい審

議会に、取りまとめ・答申がゆだねられる予定となっております。  

 しかしながら、施策部会の任務は、「講じようとする施策」に関する検討であり、予算要求に反映

することを勘案して本日部会を開催することとした次第であります。新体制に移行するまでの間は、

お手元にある資料のとおり、昨年と同様、委員８名と専門委員５名の計 13名で進めていくこととな

っております。  

 なお、本日は◯◯委員と◯◯専門委員及び◯◯専門委員は御都合により欠席されています。   

 

資  料  説  明 

 それでは、これより議事を進行させていただきたいと思います。 本日は、多くの資料が配付され

ておりますので、まず事務局から今回の資料と説明の手順についてお願いしたいと思います。  

○事務局 当施策部会の審議事項となっております「食料・農業・農村に関して講じようとする施

策」につきましては、その策定に向けた基本的な考え方を資料にまとめておりますので、これに関



連して既に公表している政策評価関係の参考資料３、表題が「農林水産行政に係る政策評価の

実施について」という資料でございますが、それと参考資料４、「ウルグァイ・ラウンド農業合意関

連対策の中間評価」、これとあわせてまず御説明いたします。  

 次に、来年度の施策の具体化に向けて、現在省内では平成 13年度予算の概算要求案の作成

検討を行っているところでありますが、現段階での予算要求に向けた基本的考え方につきまして、

参考資料２に基づいて、御説明をさせていただきます。  

 その後に、参考といたしまして、平成 12年度白書として、「食料・農業・農村の動向」を取りまとめ

る基本的な考え方につきまして、参考資料１によりまして、御説明するような手順でいかがかと考

えております。  

 なお、昨年度の部会における各委員の御意見を踏まえまして、「講じようとする施策」を含めまし

た「平成 11年度食料・農業・農村白書のポイント」を作成、配付しておりまして、本日、基本計画の

パンフレットとあわせて皆さんのところにお配りしております。配付状況等について後ほど御説明

したいと思いますが、内容につきましてはその他の参考配付資料とともに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 ただいまの手順説明について委員の方々から特に御意見がなければそのような手順

で進めていただきたいと思います。 それでは、御説明をお願いいたします。  

○事務局 それでは、お手元の資料のうち、「「13年度において講じようとする食料・農業・農村施

策」作成の基本的考え方について」の資料をごらんいただきたいと思います。  

 まず１番目に「講じようする施策」の位置づけについて記されておりまして、（１）では、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という位置づけを有するものであると

いうこと。  

 また、新基本法に基づきまして、基本計画に沿って、総合的・計画的な推進を図るということが

政府の役割とされているわけでございます。  

 そういったことを踏まえまして、「講じようとする施策」は、基本計画に即し、その年度にどのよう

な施策を講じるかということを明らかにするものというように位置づけられるわけであります。  

 こうした観点を踏まえまして、昨年度、「12年度において講じようとする施策」につきましては、５

点について基本的な考え方を踏まえて取り組んだところであります。  



 「12年度において講じようとする施策」についての基本的考え方の第１点目でございますけれど

も、これは「講じようとする施策」の構成を基本計画の構成に沿ったものとするということ。  

 第２点目は、次年度において、予算や法律の制定・改廃として具体化されるものにつきまして、

次年度予算の政府案、次期通常国会の提出予定法案の内容として可能な限りこれを盛り込むと

いうこと。  

 第３点目が、施策の具体化に向け、引き続き検討を要するものにつきましては、検討の方向とそ

の手法、例えば審議会等における検討でありますとか、省庁間の連絡会議の設置等といったこと

を記述すること。  

 第４点目は、食料・農業・農村政策というのは政府全体で推進していく必要があるものでありま

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

るということ。  

 第５点目は、政府による国会報告という性格上、網羅的な記述となっているわけでありますので、

その結果として必ずしも一般に親しみやすいものになっていないということも踏まえまして､動向編

の概要に加え、「講じようとする施策」の概要も掲載したパンフレットを作成し、わかりやすい形で

の広報を行う。  

 という５点を踏まえて、「12年度の講じようとする施策」を作成したところでありますが、本年度に

おきましてもこうした基本的考え方を引き続き維持していくことが適当ではないかと考える次第で

あります。  

 次のページをごらんいただきたいと思います。 以上の基本的な考え方に加えまして、「13年度

において講じようとする施策」につきましては、以下の点に関して工夫を行うこととしてはどうかと

考えております。  

 １つは、当施策部会での御意見もあったところでございますけれども、食料・農業・農村の動向

等を踏まえ、新規に講ずる施策等々のみならず、廃止なり、見直しを行った施策についても焦点

を当てて、メリハリのとれた記述となるようにしたらどうかということ。  

 それから、記述内容につきましては、基本計画上、食料・農業・農村施策に関しまして、「適切な

時期に施策の評価を行い、その結果を踏まえ、必要に応じ施策内容等の見直しを行うこと」とされ

ております。  



 また、中央省庁再編に伴いまして、来年の１月以降の各府省におきましては、政策評価機能を

強化するということと、評価の結果を政策に適切に反映することが求められておりますし、また政

策評価に関する情報の公開を進めるということが求められております。  

 こういったことを十分に踏まえまして、各府省における施策の評価と見直しの結果を反映させる

ように努めることとしたらどうかということでございます。  

 これに関連いたしまして、お手元の参考資料３をごらんいただきたいと思います。参考資料３は、

「農林水産行政に係る政策評価の実施について」というタイトルの資料でございまして、この資料

は、平成12年７月14日に公表したものでございます。先ほどの記述でもございましたように、政策

評価ということが重要な課題となっておりまして、それに向けての農林水産省としての考え方を取

りまとめたものでございます。  

 まず基本的考え方でありますが、（１）に、従来、政策の企画立案段階の検討に重点が置かれて

おりまして、政策の効果でありますとか、その後の経済情勢の変化に基づいた政策の積極的見直

し、そのための評価機能というものがややもすれば軽視されがちであったという反省を踏まえまし

て、（２）にございますように、情勢の変化に対応した透明性の高い効率的な政策を実施していくた

めに、客観的な基準のもとに政策を評価するということ、その結果を政策の企画立案に反映、フィ

ードバックさせていくということが重要であるということ。  

 もう１つは、国民に対しまして、政策の目的や効果を定量的・客観的に明らかにすることにより、

行政の説明責任を徹底していくということが必要である。  

 こういった認識を踏まえまして、（３）にございますように、まず政府全体といたしましては、中央

省庁再編に伴いまして、政策評価制度が全省庁に導入されることになっております。このことに加

えまして、私ども農林水産省としては、先般の基本計画、あるいは基本法に基づきまして、おおむ

ね５年ごとに基本計画を見直すこととしておりますけれども、その前提として施策の効果に関する

評価を踏まえることとされているところであります。したがいまして、同基本計画に基づく施策を本

格的にスタートする今年度から政策評価を開始することとした次第であります。  

 次のページをごらんいただきたいと思います。そこに政策評価を３つの類型にまとめております。

これは政府部内では全体を総務庁が取りまとめを行っておりまして、総務庁の方の検討の中でこ

ういった３類型に分けているところでございますけれども、総合評価、実績評価、事業評価という３

段階に分類できるのではないかというようにされておりまして、事業評価は、③にございますよう

に、公共事業でありますとか、試験研究など、個々の事務事業の評価の必要性が強く指摘される

分野を対象に、個々の事務事業ごとに事前に、または必要に応じ、途中、事後に検証するという

ことで、公共事業の評価で既に行われている部分でございます。  



 ①の総合評価でございますけれども、この部分は「政策」や「施策」ととらえられる行政活動のま

とまりを対象に、時々の重要課題に対応して、選択的かつ重点的に実施されるというように整理さ

れておりますけれども、この総合評価につきましては、２のパラグラフの第１行目にございますよう

に、まだ手法等が確立されていない段階にございます。今回農林水産省が実施することを公表い

たしましたのは、②の実績評価につきまして、すなわち行政分野全般にわたる主要施策を対象に、

あらかじめ目標を設定し、定期的に、１年ごとにその目標に対する実績を測定する。こういった形

を通じて政策評価を行うというものであります。  

 具体的な内容でありますが、３ページをごらんいただきたいと思います。まず食料・農業・農村基

本法に基づき、12年度から実施される政策評価の対象といたしましては、①にございますように、

農林水産省に係る主要施策のすべてを 79の政策分野に分類し、それぞれの分野についての達

成度で評価するということといたしております。  

 政策の分類につきましては、その資料の 10ページ以降に掲げておりまして、別表１となっており

ますけれども、政策分野一覧ということで、農政として、１番最初に出てくるのが、「食生活のあり

方を見つめ直す幅広い活動の展開」ということで、その担当の主管課は食品流通局消費生活課と

いうようなことでございまして、農林水の主要な施策を 79に分類しているところでございます。  

 また３ページに戻っていただきまして、①のパラグラフの下に括弧でくくった部分がございます。

しかしながら、植物防疫でありますとか、動物検疫、あるいは共済・年金、価格政策、災害対策、こ

ういった政策につきましては、定量的目標を設定し、その達成度でもって評価する方式になじまな

い政策分野でございますので、今回の実績評価の対象から一応除外いたしております。この分野

につきましては、新たな評価手法の開発等を行うか、または先ほど申し上げました総合評価とい

った他の評価方法を導入することによりまして、できるだけ早期に政策評価を実施することといた

しております。  

 ②にまず各主管課の仕事になりますけれども、政策分野ごとに政策評価シートというものを作成

していただく。その際に、農林水産業、農山漁村または国民経済にどのような効果がもたらされる

かという観点から、５年以内の定量的目標を設定してもらうことにしています。そして、目標達成の

ための政策手段なり、関係者が取り組むべき課題も明確に定めてもらうということでございまして、

政策評価シートの様式は、その資料の 16ページ以降に掲げております。別紙様式１というもので

ございまして、政策評価シートということでございます。  

 目標年度は５年先ということでございますから、平成 16年度ということになります。目標値は、農

政関係で言いますと、基本計画が 10年先の数値目標を定めておりますので、それをベースに５年

先の目標値を定めていただくということ。そして、その目標達成のために関係者が取り組むべき課

題を列挙していただく。その具体的な政策手段ということで、これは別紙ということで、18ページの



ような政策手段シートに網羅的に書き込んでいただくということであります。こういった政策評価シ

ートを書き､事前に数量目標を設定していただくということと、その数量目標が十分に達成できな

かった場合の要因分析が可能となるよう、関係者が取り組むべき課題なり、政策手段というものを

事前に明示していただくということを考えているわけであります。  

 今回このような方法論的な検討を省内で行ってきたわけでありますけれども、その検討の一環と

いたしまして、１つの、ある意味ではケーススタディとしてウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策

の中間評価を行ったところであります。これにつきましては、参考資料の４をごらんいただきたいと

思います。  

 参考資料４、「ウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策の中間評価」ということで、平成 11年度ま

でに実施されたものについて中間的に評価をまとめたものであります。  

 １ページをごらんいただきますと、そこにウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策の経緯がまとめ

てあります。 冒頭に平成５年 12月のウルグァイ・ラウンド農業合意、ここで実質合意になったわ

けでありますけれども、これを我が国は受け入れたわけでありまして、それから約１年後の平成６

年 10月 25日にウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策大綱というものを策定したわけでありまし

て、この大綱とあわせまして、６年間に事業費ベースで 6兆 100億円の規模でウルグァイ・ラウンド

関連対策を実施することと、1兆 2000億円程度の地方単独事業の拡充を行うことが決定をされた

ところであります。  

 その後、平成９年に財政構造改革の観点からウルグァイ・ラウンド関連対策のうち、公共事業に

係る分については、実施期間を６年から８年に延長するといった所要の改正、見直しが行われた

ところでありますけれども、基本的な枠組みは当初のまま推移しているところであります。  

 ２ページ目に事業費ベースでの進捗状況を掲げております。  

 ３ページをごらんいただきたいと思います。このウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策を今回中

間評価したわけでございますけれども、その理由についてであります。１パラの２行目のところに

括弧書きで書いてございますけれども、ウルグァイ・ラウンド関連対策は平成７年度をスタートとい

たしまして、非公共事業は平成 12年度まで、公共事業は平成 14年度が最終年度とされておりま

して、11年度と申しましょうか、現時点ではおおむね最終的な段階を迎えているわけであります。

その過程においては、国民の方々からこのウルグァイ・ラウンド関連対策の成果なり、評価といっ

たものについての高い関心が寄せられていたということがまずもってございます。  

 その点に加えまして、先ほど申し上げましたが、本年３月に基本計画が定められ、この基本計画

を今後推進していくに当たりましては、各施策を実施するに当たって、適切な時期に施策の評価

を行い、その結果を踏まえ、必要に応じ施策内容等の見直しを行うこととされたわけであります。  



 こういった点を踏まえまして、平成 11年度末時点における関連対策の各事業の効果についての

中間的な評価を実施いたしまして、今後の事業の効果的な推進を図るということと、政策の評価

方法の確立及び評価を踏まえた施策の見直し・充実に資してまいりたい。こういった観点から実

施したものでございます。  

 今回中間評価を行った際の手法でございますけれども、２パラの２行目にございますように、で

きるだけ定量的な目標を評価の基準として定めまして、発生した効果、目標の達成度合い等を測

定・分析する。こういったことによって評価を行うこととしたところであります。  

 しかしながら、そこに※印が書いてありますけれども、ウルグァイ・ラウンド関連対策については、

その開始時、平成７年度、あるいはこれを決定しました平成６年 10月段階におきましては、事業

の目標に対する達成度合いにより事後的に評価を行うといったような考え方をとっておりませんで

したということがございまして、事前に評価の基準となる定量的な目標が実はほとんど定められて

いなかったという状況にございました。  

 したがって、事後的にウルグァイ・ラウンド対策大綱に依拠いたしまして、できるだけ客観的・合

理的な数値を定量的目標として定めることとしたところでありますけれども、事後的に目標を定め

るということでありますから、非常に変則的なことでありましたので、すべての事業について定量

的目標を立てることが極めて難しい状況にあったわけであります。  

 この点について具体的にどういうことかといいますと、例えば新規就農者の増大ということがウ

ルグァイ・ラウンド関連対策では目標として掲げられているわけでありますけれども、極めて定性

的な記述にとどまっているわけであります。そうしますと、１人でもふえれば増大したということにな

ってしまうわけでありますけれども、この点につきましては、例えば平成４年の６月に「新しい食料・

農業・農村政策について」という政策文書を農林水産省としては決定しているわけでありまして、こ

ちらの方でおおむね１年当たり、年間の新規参入者を１万 3000人から１万 5000人と見込むという

数量目標が定められておりますものですから、このウルグァイ・ラウンド関連対策決定時点におい

ては、新規参入者についての目標はそういった数量を予定していたであろうと。こういった観点で

数量目標を措定していったというようなことであったわけであります。  

 次の４ページをごらんいただきたいと思います。上の方にもう１つ※印がありますけれども、多く

の方々からの御関心は、投入した費用、例えば６兆 100億なり、あるいは地方財政を含めて７兆

2100億の費用に比べ、事業全体として事後的にどの程度の効果を発現したのかという観点から

の評価をすべきではないかという御意見があったわけであります。この点については、ウルグァ

イ・ラウンド関連対策という施策自体の効果とその他の要因による、一般経済的な財政金融政策

なり、あるいは６兆 100億以外の一般農政があるわけでありますが、そういった施策の要因による



影響と分離することが技術的に現時点では困難な状況にあります。そういった体系的な評価手法

を確立されていないという方法論上の問題があったということがあるわけであります。  

 そういったようないろいろ制約要因がある中で、今回極力客観的に数量化できるものを数量比し、

達成状況を評価したわけでありまして、その後のページにそれについての概要が書いてありま

す。  

 ７ページまで飛んでいただきまして、今回の中間評価の総括と今後の対処方針について取りま

とめております。  

 今回の中間評価は全体としての評価でありますけれども、アの３行目のアンダーラインでござい

ますけれども、それぞれの事業に関する全体としての到達目標、事業実施地区における目標等

の達成度合いや事業対象についての状況変化等を見た場合、一定の効果を上げているものと評

価いたしております。ただし、一部には事業の執行水準が低いものでありますとか、諸情勢の変

化等により目標達成は必ずしも十分でない事業もあったところであります。  

 非常に関心のございましたマクロベースでの評価についての部分でありますが、８ページをごら

んいただきたいと思います。第１行目のアンダーラインのところでございますけれども、ウルグァ

イ・ラウンド関連対策の開始以降の農業・農村に関するマクロ的な動向を見ると、確かに認定農業

者数なり、新規就農者数の増加が見られるわけでありますし、あるいは農家１戸当たりの平均経

営規模も増加傾向であります。あるいはまた単位面積当たり、あるいは１頭当たりの労働時間も

減尐傾向で推移しているという意味で、生産性向上等も計測できるわけでありますが、こういった

マクロ的な動向と今回のウルグァイ・ラウンド関連対策の関連性といいましょうか、その部分につ

いてがウに書いてございますように、マクロ的な動向というのはウルグァイ・ラウンド関連対策だけ

ではなく、いろいろな施策なり、社会経済情勢の変化などの相乗効果で出ておりますものですから、

ウルグァイ・ラウンド関連対策の効果とそれ以外の影響を分離することが困難であったということ

で、今回その寄与度を把握することが困難であったところであります。  

 こういった実際に政策評価をして得られた教訓といいましょうか、今後踏まえるべき課題といたし

ましてまとめたものがエでございまして、今後政策評価を導入する場合には、１つは、政策分野の

分類を行うということ。もう１つは、事前に各政策分野ごとに政策等の成果の観点からの定量的な

目標値を設定するということ。これが客観的な評価をするための第１であります。  

 あわせて、目標達成のための政策手段及び関係者が取り組むべき具体的な課題を明示する。

これがありませんと、達成度合いは計測できるのでありますが、要因分析ができないということに

なります。政策評価そのものはそれ自体が目的ではなく、そのことを踏まえて、必要な場合には見

直しをしていくための手段にするわけでありますので、その手段として機能あらしむるためには要

因分析がしっかりできるように事前にそれを可能にしておく必要があるということでございます。  



 これが今回の中間評価から出てきたことであったわけでありまして、また参考資料３の３ページ

に戻っていただきます。  

 このような政策評価シートに、今申し上げましたような数量目標なり、目標達成のための政策手

段なり、関係者が取り組むべき課題を事前に明確に定めておいてもらうということから出発いたし

まして、③に官房及び各局庁の政策評価担当課、これが 15ページに書いてございますけれども、

別表２というものがございまして、平成 13年１月以降の政策評価組織といたしまして、下段に各局

庁の政策評価担当課ということで、総合食料局の場合であれば食料政策課、以下それぞれの課

が政策評価を担当いたします。そして、官房は大臣官房の企画評価課が担当することになってい

るわけであります。ちなみに、大臣官房企画評価課は現在の企画室を改組した組織になります。  

 また３ページに戻っていただきまして、それぞれの政策担当セクションは、③でございますけれど

も、毎年度評価を行うということになります。その評価について、今回は３段階に評価を分けること

にしております。７ページの（４）のパラグラフのところに表がございます。ランクＡ、Ｂ、Ｃということ

でございまして、目標に対する達成度合いは 90％以上のものはＡということで、原則として現状ど

おりということになります。しかしながら、Ｃ、50％未満の場合については、廃止を含め､抜本検討

ということがその政策の主管課に義務づけられるということになります。Ｂにつきましては必要に

応じて見直しをするという形をとることとしているわけであります。  

 ３ページに戻っていただきまして、そういったような形で評価を行うわけでありますが、今回、各

省庁が行う政策評価はいわば広い意味の自己評価でありますので、その評価についての客観性

を担保する観点から、特に高度の専門性なり、実践的な知見を必要とするような場合にあっては、

学識経験者､民間等の第三者の活用を図ることとしております。  

 ④に、政策評価シートなり、政策評価結果、その他関連の資料についてはすべて公表することと

しております。  

 政策評価を具体的にフィードバックをして、見直しをしていただく必要がありますので、それが⑤

の政策評価結果を翌年度の予算、法令、組織等に反映をしてもらう。その結果についても公表す

ることとしているところであります。  

 次の４ページをごらんいただきたいと思います。４の推進体制は、前のページの文章編をフロー

に落としたものでございますので省略させていただきますと、５番に手順と書いてございます。  

 12年度から政策評価を実施いたしますので、具体的なスケジュールで申し上げますと、12年度

施策に関しましては、本年 12月末までに各局庁の主管課は政策評価担当課に実績値を提出す

ることになります。来年の２月末までの間に各局の政策評価担当課がまず１次評価みたいなもの

をいたしまして、その評価結果を官房に来年の２月に提出をしていただく。来年の５月までの間に



官房の企画評価課で審査を行い、その評価結果を５月の段階で公表し、あるいは関係の主管課

にこれを通知するということになります。そして、各主管課は来年の８月までの間にその評価結果

の政策への反映をしていただくということになります。これは８月ということで概算要求とあわせて、

その反映状況もあわせて公表することになります。具体的に申し上げますと、12年度の政策評価

の結果は 14年度の概算要求に反映されるということになってまいります。  

 以上のような手順を行うことによりまして、政策評価、いわゆるPlan－Do－See－Planという形で

循環をさせていくこととしているところでございます。  

 当初の資料にもう１度戻っていただきまして、そういったような形で、これは農林水産省の場合

の政策評価について申し上げたわけでありますが、１月以降、とりわけ 13年度以降は全府省が

政策評価を実施するわけであります。各省それぞれ若干の違いはありますけれど、基本的な考え

方はこういったやり方で行われることになろうかと思います。  

 そういった意味では２ページ目の括弧で書いてございますように、中央省庁改革後の新体制に

おける各府省による政策評価については、事実上、13年度から着手することとなることから、13

年度において講じようとする施策への反映については、試行的・過渡的な形にとどまらざるを得な

いというような点については十分に御理解をいただきたいと思う次第でございます。  

○部会長 ありがとうございました。 続きまして参考資料２の「平成 13年度農業関係予算要求に

向けた基本的考え方」について、御説明をお願いいたします。  

○事務局 参考資料２の「平成13年度農業関係予算要求に向けた基本的考え方」という資料をご

らんいただきたいと思います。 この資料は３つのパーツからできております。第１番目が｢農業関

係予算をめぐる情勢｣についてであります。第２番目が「平成 12年度予算の取組」について、３番

目が「平成 13年度予算に向けた課題」ということでございまして、来年１月から局の再編がござい

ますので、再編後の局単位に課題をまとめております。  

 目次をめくっていただきまして、１ページをごらんいただきたいと思います。まず､農業関係予算

をめぐる情勢といいましょうか、前提条件についてであります。この部分は 2つからできておりまし

て、1つは、食料・農業・農村基本計画を策定したということ。２つ目が次のページの農林水産省組

織が再編されるということでございます。  

 １ページ目の食料・農業・農村基本計画の策定についてでございますけれども、これは当審議会

においても御議論をしていただいた部分でございます。昨年の７月に新しい基本法が施行された

わけでありまして、これを踏まえて、その基本理念の実現を図る観点から基本計画がこの３月に

閣議決定されたわけであります。したがいまして、政府としては、この基本計画に即した施策を 12

年度から、尐なくとも 22年度までこれを実施していくということになります。  



 この基本計画では、２つ目の丸でございますけれども、食料自給率の目標について平成 22年度

に供給熱量ベースで 45％ということが掲げられたわけでございますので、その実現に向けて各般

の施策を展開していく必要があるわけでありますし、食料・農業・農村政策につきましては、農林

水産省だけでできるものではございませんので、政府全体として取り組む観点から、３つ目の白丸

でございますけれども、内閣総理大臣を本部長とする食料・農業・農村政策推進本部が設置され

たところでございます。  

 ２ページ目をごらんいただきたいと思います。以上のような施策の基本的な方向性が定められた

わけでありますけれども、それを農林水産省において実際に担う組織につきましては、中央省庁

再編の一環といたしまして、私ども農林水産省も組織の再編を行うことといたしております。そこに

ございますように、左側が現在の組織体制でございまして、大臣官房ほか、内局は５局、経済局、

構造改善局、農産園芸局、畜産局、食品流通局、それに技術会議のほか、外局として食糧、林野、

水産の３庁が設置されているところでありまして、これが来年１月６日以降、右側にございますよう

な組織に再編されます。大臣官房のほか、内局は４局に再編されます。具体的にはそこにござい

ますとおり、総合食料局、生産局、経営局、農村振興局といった局に再編されるわけでございまし

て、これはおおむね食料・農業・農村基本法、あるいは基本計画の施策体系に沿った形で内局を

再編成したところでございます。  

 したがいまして、施策の基本的方向づけである基本法なり、基本計画に即して来年１月以降は

それに見合った組織のセクションはそれぞれその施策を具体的に展開していくという体制をとるこ

とになったわけであります。  

 ３ページは平成 12年度の予算の取り組みについてその主要なものを掲げております。平成 12

年度は基本計画の初年度ということになるわけでありますが、まず食料の安定供給の確保に関し

ましては、右側にフローの図がございますが、これは御案内のことかと存じますけれども、昨年 11

月に「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策」というものを政府として取りまとめたところで

あります。  

 この活性化対策に基づきまして、米の計画的生産と、特に自給率の低い麦、大豆、飼料作物に

ついて、それまでの転作といった取り組みから本作といった本格的生産に転換するための各般の

施策を講ずることとしたところでありまして、対策の仕組みとしては、右側の下段の方にある仕組

みにありますようなものを予定しているわけであります。米の需給に関しましては、需要に応じた

米の計画的生産。それから、麦、大豆、飼料作物等の本格的生産、新たな麦政策、新たな大豆政

策といったものを策定し、これに基づいて具体の施策を展開することとしているわけであります。  



 これを踏まえまして、12年度予算のうち、左側でございますけれども、①に水田農業経営確立対

策ということで、それまでの転作助成金といいましょうか、米の減反に伴う奨励金の部分を水田農

業経営確立対策という形で新たな助成システムを創設したものでございます。  

 それから、②が価格政策等の見直しということで、市場原理を重視した価格形成の実現と価格

政策見直しに伴う経営安定対策の実施といった観点から、米、麦、大豆についてのそれぞれの経

営安定対策等について所要の予算措置を講じたものでございます。  

 それから、生産政策といたしましては、麦、大豆、飼料作物対策を重点化する観点から、農業生

産総合対策事業なり、畜産振興総合対策事業を実施することとした次第であります。  

 ２番目の農業の持続的な発展の関係では、担い手なり、あるいは生産性の向上といった観点か

ら、①は圃場整備事業の中で、高生産性農業集積促進事業といったものを拡充したところであり

ますし、また、これまでございました農業構造改善事業につきましては、これを廃止いたしまして、

経営構造対策という名称のもとに、地域農業の実情に応じた多様な担い手の育成・発展を図ると

いうような観点から新たな事業を創設することとした次第であります。  

 ４ページ目をごらんいただきたいと思いますが、３つ目の柱でございます農村の振興につきまし

ては、とりわけ中山間地域等の直接支払いを実施することとしたところでありまして、右側のフロ

ーにございますような仕組みを通じまして、事業費ベースで約 700億円の中山間地域等直接支払

いを実施することとしたところであります。  

 以上のような 12年度の主要な施策を今まさに実施中でございまして、所期の目的に向かって各

局努力をしているところでございます。  

 次に５ページ以降が平成 13年度予算に向けた課題ということでございます。  

 総合食料局の関係につきましては、食品流通局がバーチャルな総合食料局として担当しており

ます。 総合食料局ということで 13年１月からスタートするわけでございます。名前のとおり、まさ

にこの局のメインの業務としましては、「食料の安定供給の確保」ということが農林水産省の任務

の第１であり、かつ、基本法上の基本理念の 1つとして位置づけられているわけでございますが、

「食料の安定供給の確保」に関する国内外の施策展開の基本的方向の提示、国内の施策の窓口

であり、かつ対外的な関係でも窓口になるということでございます。農林水産省は、あと、生産局、

経営局、農村振興局とあるわけでございますが、「食料の安定供給の確保」に関する施策全般の

調整を担当する局としてスタートすることになります。  

 あと、２、３、４ですが、食生活の見直し、表示の適正化、食料消費関係に関する施策を担当す

る。  



 次に、食品産業の関係の施策を担当する。  

 それから、もう１つが、国外の関係です。現在の経済局の国際部を部として抱えることになるわ

けですが、その国際部の関係の国際施策関係を総合食料局で担当するということで、途上国の

農業生産基盤の強化、国際協力、そういう対外政策の充実強化、あるいは需給事情ということで

の各国の農業・農政、需給事情を含めた情報収集分析の強化をするというのが総合食料局のメ

インの柱になろうかと思っております。  

 まず１番目の「食料の安定供給の確保」でございますが、先ほども説明しましたように、基本理

念の１つとしての「食料の安定供給の確保」、あるいは省の任務としての「食料の安定供給の確保」

という担当局でございますので、食料自給率目標の達成に資するための国内外の需給動向の把

握、あるいは施策の調整ということが大きな任務になろうかと思っております。それに向けた形で

の予算の拡充に努めてまいりたいと考えております。  

 次が食料消費関係でございます。食生活の指針に関しましては、◯◯委員にもお願いしまして、

食生活指針をこの３月に策定したところでございます。そのうちの 1つに掲げられていて、自給率

関係での分母の部分になる食料消費の関係を担当する。食生活指針を関係省庁と連携をとりな

がら進める。あるいは全国段階にとどまらず、地域までの草の根運動というんですか、そういう形

での国民各層にまで浸透するような形での取り組みが必要であろうかと思っております。  

 それから、③ですが、これは個別の品目の消費対策があるわけですが、食生活指針ということ

で、１つの望ましい食料消費のあり方というのがまとまったわけでございますので、それとの有機

的な連携を図りながら進めることが必要であろうかと考えております。  

 次に、６ページをお願いいたします。３番目としまして、食品産業対策でございます。食品産業対

策としましては、１つは流通対策があろうかと思っております。流通対策は従来からいろいろ講じ

てきているわけですが、昨今、特にＩＴの活用というような形のことが言われております。実際の物

流の過程におきましてもかなり電子化なりを取り入れたりしているところもございます。それをます

ます進める。あるいは物流のロジスティックの最適な組み合わせということを検討するということで

来年度の予算は考えてまいりたいと思っております。  

 それから、既存の卸売市場につきましても統合、あるいは連携、あるいは競争力の強化という形

での取引の電子化ということの高度化に取り組むということで対応してまいりたいと考えておりま

す。  

 それから、食品産業のリサイクルの関係ですが、本年６月に「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」という形で成立させていただきました。循環型社会、あるいは環境問題というこ



とが昨今言われております。食品産業につきましてもリサイクル技術の開発なり、あるいはリサイ

クル施設の整備を通じましてリサイクルに取り組んでまいりたいと思っております。  

 それから、食品製造業の対策としまして、農林漁業との連携、あるいは新技術の導入ということ

が課題になろうかと思っております。 次に、７ページをお願いいたします。これは国際関係という

ことで、先ほど申しました総合食料局の中の国際部関係になるわけですが、国際協力の戦略的な

実施と情報収集分析の強化ということが１つの課題であろうと考えております。  

 ＷＴＯ交渉に向けた我が国の主張なりをさらに理解していただく。あるいはその支援の促進に資

するような形でＯＤＡを戦略的・機動的に実施する。あるいは各国の農業・農政に関する情報収集

分析を強化するということが課題であろうかと思っております。  

 （２）としましては、農政の方向を左右する次期ＷＴＯ交渉への的確な対応ということで、予算とい

うよりはむしろ施策に取り組む姿勢ということになろうかと思いますけれども、我が国としましては

農業分野だけではない、包括ラウンドの早期立ち上げを主張しているということでございます。農

業交渉はその一分野として位置づけられるということで、現在どういうことを対応しているかと言え

ば、新ラウンドの早期立ち上げに向けましての途上国への特別の配慮、あるいは透明性の確保。

それから、各国、ＥＵ、アメリカ等、交渉対象分野、アンチダンピングですとか、投資ですとか、貿易、

環境、労働といった課題に向けての各国の立場の違いがございます。そういうことの克服なりに

向けた包括ラウンドの早期立ち上げに向けて主張しているということでございます。主張等の実現

に向けて努力してまいりたいと考えております。  

 ８ページをごらんいただきたいと思いますけれども、生産局は今の農産園芸局と畜産の関係の

総合した生産を担当する局でございます。そのうち、畜産を除いたものにつきまして８ページのと

ころに記載されております。生産を総合的に対応しますので、生産努力目標の達成に向けた麦、

大豆、野菜、果実の生産振興を推進するに当たって、環境保全と申しますか、自然循環機能を十

分生かして推進していく。それから、生産資材の生産とか流通をできるだけ合理化していくというこ

とがございます。  

 米、麦、大豆、そういった生産もございますけれども、それらにつきましては、既に３ページのとこ

ろに水田を中心とした土地利用型農業の推進ということで、現在制度を見直し、推進しております

ので、下の方に野菜と果実について記載されているところでございます。  

 野菜につきましては、右の方に表がございますけれども、国内の消費につきましては、年々尐し

ずつ落ちているということでございます。それに応じて生産の方も落ちているということでございま

す。特に輸入のところをごらんいただきますと、昭和 60年、輸入はわずかだったわけですけれども、



括弧書きは生鮮品でございますが、最近は輸入もだんだんふえてきまして、生鮮品もふえてきて

いるという状況でございます。  

 こういう状況の中で、自給率につきましては、かつてはほとんど自給しておりましたけれども、平

成 10年は 84％ということでございます。今後国内の生産を維持し、増強していくということが必要

でございまして、左側の方に生産流通対策ということでまとめております。  

 １つは、重量野菜、大根とか白菜とかキャベツ、こういったものは、農業者も高齢化しておりまし

て、できるだけ機械化の一貫体系を導入していく。それから、低コスト化を推進する。それから、特

に国内の生産につきましては生食向けについて対応してきたけれども、業務用の対応がおくれて

きたということで、業務用需要に対応した契約栽培、それから国内で一定量を安定的に供給する

ために産地間を連携いたしまして、周年安定供給体制を整備していくということが必要でございま

す。  

 それから、現在野菜をめぐる状況でございますけれども、先ほど申し上げましたように、業務とか

加工の需要が大変増大している。消費もかつてそうであったように指定産地から指定消費地に安

定的に供給するというだけでなくて、消費の地域が非常に平準化してきている、地域差が平準化

してきているということがございます。 それから、野菜農家とか栽培農家が減尐する中で、生産

構造として大規模な生産者のウエートがふえている。 それから、輸入が増大している。 それか

ら、流通につきましても、今まで市場流通が中心だったのですけれども、だんだん市場外流通も出

てきている。  

 こういったことも踏まえまして、現行の生産出荷安定対策、こういったものの見直しの検討を現在

進めているところでございます。  

 それから、果実につきましても、右側の下の表でございます。大体消費は横ばい。この中で国内

生産、若干下がってきている。輸入がふえてきていますが、特に括弧書きにございますけれども、

加工品の輸入、ジュースといったような形で国内に入ってきている。そういう関係で自給率につき

ましても、かつては 70、80％、それが大体半々ぐらいになってきたということでございます。果実に

つきましては、これまでの食生活指針、健康日本 21（21世紀における国民健康づくり運動）という

ふうな中でも毎日果実をとって、ビタミン、ミネラルを摂取することが望ましいということになってお

ります。今までの奢侈品から食生活の中できちっとした位置づけ、果物のある食生活を定着させ

るということが必要だというふうに思います。  

 生産の関係で言いますと、左側の方に生産流通対策というのがございます。特に果実につきま

しては、傾斜地で生産されることが多いわけでございますので、そういった園地の再編・基盤整備。

それから、後継者が非常に不足しているということで、担い手への利用集積。それから、かつての



ように果物について温州みかんとりんごで大宗召し上がるといった形ではなくて、いろいろな種類

の果物が摂取されていますので、今後需要が見込まれるものについてどんどん品種開発を進め

ていくということがございます。  

 それから、これまで果物の規格等については外観を中心にした規格だったわけですけれども、こ

れからは内部の品質、例えば糖度とかそういったものを中心に、りんごについては大体 25％ぐら

い光センサーでチェックして出荷していますけれども、温州みかんとかそういうのはまだ１、２％し

かチェックされていないという状況がございますので、そういったものを導入して、できるだけ合理

的な生産管理を進めていく必要がある。  

 それから、最後に現在需給調整、摘果とか、いろいろやっておりますけれども、これまで需給調

整というのは、国内の生産が生食向けで、加工仕向け、加工のところで需給調整をするといった

形だったわけですけれども、どんどん加工の方が輸入に置きかわってきているということでござい

ますので、加工仕向けを通じた青果の需給調整機能がだんだん低下してきているというふうなこと

から、現行の加工原料用を中心とした価格安定対策につきまして、現在見直し検討を進めている

ということでございます。  

 ９ページをお開きいただきたいと思います。生産局畜産部関係の御説明をさせていただきます。 

生産局畜産部は現行の畜産局の組織がほぼそのまま移行するという形になりまして、現在の組

織が食肉とか牛乳乳製品等の畜産物の流通の施策、あるいは農家経営の安定施策、家畜の改

良、あるいは衛生問題等々いろいろ含んでおりますが、来年度に向けての特に重要なポイントと

して私ども２点掲げております。  

 左側に、生産努力目標達成を目指した畜産物の生産増進、飼料の増産、家畜衛生の向上等、

これが第１点です。  

 第２点が、農業の持続的発展を図るための家畜排せつ物、稲わら等の循環利用の促進。  

 １につきましては、従来から重点的にやっているわけでございますが、特に９ページにおきまして

は、２についてやや詳しく御説明したいと思っております。  

 まず右側をごらんいただきますが、昨年、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関

する法律」、俗にふん尿法という、余り響きのよくない名前で呼んでおりますけれども、この法律を

つくりまして、５年間の猶予期間を設けて、経営の外部にふん尿が漏れていかないように、あるい

は地下浸透をして地下水を汚染させないようにということで、ふん尿処理施設を整備するという目

標を掲げたわけであります。  

 各都道府県に一定規模以上の農家をリストアップしていただいて、どうしても現在の処理は不適

切であるというものをリストアップしたものがこの四角でございまして、共同処理１万 9000、個人処



理１万、防水シート等による簡易な対応１万､合わせて４万戸の農家が何らかの形でふん尿処理

施設をきちっと整備してもらわなければならない。こういう表でございます。  

 特に私どもが施策の対象として考えておりますのが共同処理の１万 9000。これは数戸が共同で

こういった施設を整備するというもの。それから、２番目の個人処理。これはどうしても規模が大き

くなって、共同処理施設の整備では間に合わないというようなところ、こういったところに対する対

応。３番目は、施策の対応というよりも、非常に安いコストで自前できちっと整備をしてくださいとい

うもの。いずれにしても４万戸の整備が大きな課題になっているわけであります。  

 そのために、私ども幾つか事業を平成 12年度においても手当てをしておりまして、これは右の２

番目の四角の中にございますが、１番目の資源循環型畜産確立対策事業、35億円と書いてあり

ますが、これは 10戸、数十戸、あるいは数百戸の農家が自分のところで出てくるふん尿を堆肥セ

ンターという大きな共同利用施設に運んで、きちっとした処理をするもの。地域によりましては、家

畜のふん尿処理だけでなく､農家から出てくる生ごみも一体的に処理をいたしまして、これを耕種

部門にきちんと還元をしていく。こういう事業であります。  

 それから、２番目の資源リサイクル畜産環境整備事業。これは公共事業でありますけれども、こ

れは単にふん尿の処理施設を整備することに加えまして、そのふん尿をきちんと土地に還元する

ための草地の造成とか整備、あるいはまた一部どうしてもふん尿を還元するだけの土地が十分に

ないというようなところにありましては、エネルギー利用までも考える。そういった事業でございま

す。  

 それから、３番目に、畜産環境保全施設整備事業、括弧で補助つきリース事業と書いてござい

ますけれども、これは上で御説明いたしましたどうしても共同で施設を整備しにくい個人がふん尿

処理施設を整備するものにつきまして、処理機械、施設の２分の１を助成するものでございます。

210億円というふうに年々これは事業規模を拡大いたしております。  

 それから、２番目の大きな柱でございますけれども、えさ対策であります。実は私ども畜産のえさ

の自給率といいますのは全体で 25％。すべての家畜に与えておりますえさの４分の１しか自給し

ておりません。また、えさの内訳を見ますと、穀物ですとかとうもろこしとか麦とか、あるいはかす

のたぐい、ぬかとか、ふすまのたぐい、こういった穀物とかかす類が大体えさの８割でございまして、

残りの２割が牧草とか稲わらとかいわゆる粗飼料と称しているものであります。  

 全体のえさの自給率が 25％でありまして、そのうち穀物については圧倒的に輸入でございます

から、国内で自給している率はわずか 10％足らず。それから、粗飼料につきましては 78％。ある

程度の自給率は確保しておりますものの、年間数百万トンの粗飼料を輸入しているわけでありま

す。特にことし３月、90数年ぶりに発生いたしました口蹄疫の原因として、いわゆる大陸から輸入



しております稲わらに何らかの形で口蹄疫ウイルスが付着したことが原因ではないかという疑い

が濃厚であるわけであります。この稲わら一つとりましても国内で毎年 900万トン近い稲わらが生

産されるわけでありますが、国産の稲わらの中で家畜の口の中に入っておりますのは 100万トン

ちょっとということで、畜産のサイドから申し上げると、800万トンはむだになっているということであ

ります。したがって、この足りない稲わらを 25～26万トン海外に依存している。この稲わらにウイ

ルスがついた可能性がある。こういった非常に重大な問題を抱えておりますので､何とかこの粗飼

料の増産をして、尐しでも粗飼料の、また、えさ全体の自給率を上げていきたい。先ほど申し上げ

た 25％を 35％まで上げていきたいというのがこの目標でございまして、右側の３番目の四角の中

に書いてございます。これが食料・農業・農村基本計画の中のえさ関係の生産努力目標でござい

ます。作付面積の拡大、単収の増大、それによって収穫量をいかに上げていくか、こういう課題を

掲げているわけでございます。  

 対策につきましては、もろもろここに非公共、公共と掲げてございますけれども、いずれにしても

耕地の有効利用でありますとか、あるいは廃園になった桑園、桑畑等の放牧利用でありますとか、

可能な限りの国内の粗飼料資源はこれを活用して増産をしていく。こういう事業の中身になってお

ります。  

 10ページにございます経営局関係の主要施策につきまして御説明申し上げます。 新しい経営

局は、経済局の金融、農協、農業共済といった各課と、それから現在は構造改善局の農政部にご

ざいます農地の流動化、あるいは経営構造対策、農業者年金の関係の業務、それから現在の農

産園芸局で所管をしております普及事業や女性・高齢者対策、こういった事業が新しく経営局のも

とに集約されることになっております。  

 経営局の大きな課題といたしましては、新しい基本法の 21条にも規定されているところでありま

すけれども、効率的かつ安定的な農業経営を育成して、これらの農業経営が農業生産の相当部

分を担う。そういった農業構造を確立していく。そういうことになるわけでございます。効率的かつ

安定的な農業経営､もう尐し具体的に申し上げますと、他産業従事者と遜色のない水準の生涯所

得を農業で確保する。そういうことになります。基本計画と同時公表されました農業経営の展望と

いうことで、こういった主たる従事者が一生涯かけて、２億 2000万～２億 8000万円程度の農業所

得を確保する。そういう具体的な姿を提示いたしております。  

 そういった効率的かつ安定的な農業経営の育成、それを実現いたしますために、ごらんいただ

いております 10ページの１にありますように、農業経営の効率化、安定化対策ということで、意欲

を持っておられる農業者の方々が創意工夫をして経営を発展させていく。それを政策的にも支援

していくというのが１つの政策の柱でございます。具体的にはこういった意欲のある方々にきめ細

かな経営支援、あるいは経営診断なり、相談をしながら必要とされます低利の融資を行っていく。

そういったものが政策の柱になっていくと考えております。  



 それから、現在鋭意詰めておりますけれども、農業者年金制度につきましても新しい局で所管い

たしますが、これにつきましては別途御説明申し上げます。  

 続きまして、２の農地利用集積対策でございます。効率的、安定的な農業経営が農業生産の相

当部分を占める農業構造ということでありますが、これも農業構造の展望ということで基本計画と

同時に公表いたしておりますけれども、効率的、安定的な経営体、家族経営で平成22年、大体33

～37万戸、また、法人や生産組織で３～４万戸といったものが育つようにということで政策展開を

しているわけでございます。また、こういった担い手のところに農地の相当部分、具体的には６割

程度の農地の利用集積が行われるようにということで、２でごらんいただきますような農地利用の

集積対策に力を入れていくことといたしております。現状はまだ４割程度の集積率でございますか

ら、ざっと 80万ヘクタール程度の利用集積をこれから平成 22年度までにかけて実現をしていかな

くてはいけない。そういう状態にございます。  

 それから、３の人材の育成確保対策でありますけれども、経営は何よりも人が大事でございます。

具体的にこれからは経営管理能力といったものも問われる。そういう農業経営を育成していくわけ

でありまして、民間の専門家なども活用しながら必要な支援が行われるように、そういう仕組みを

つくっていきたいと思っております。  

 また、新しく農業外の人たちも含めまして、最近は農業につく就農ルートというものが多様化して

きております。こういった就農ルートの多様化に対応いたしまして、きめ細かな研修と情報提供を

していくということもこれからの政策課題になっております。  

 最後に、４にありますように、女性や高齢者の方々への対策でありますけれども、女性の方々の

農業経営への参画を促進していく。その過程で女性の方は、出産､育児といったものと、それから

農業経営といったものをどう両立させていくかということが大きな問題になります。働く女性の環境

整備という視点からこういった条件整備に力を入れていきたいと思っております。  

 次の 11ページ、農村振興局関係につきまして御説明を申し上げます。 農村振興局は、経営局

にいく部分を除きまして、さらに国土庁から農村整備関係が加わりまして、食料・農業・農村基本

計画に基づいて､特に具体的な施策といいますと、関係府省と連携していくということが重要にな

ってまいるわけでございますけれども、そこをキーポイントに考えながら、基本法の４つの理念のう

ちの柱であります農村振興に向けた施策の展開をしてまいりたいと考えてございます。  

 書いてございますように、ポイントは、農山漁村及び中山間地域等の振興に関する総合的な政

策を推進していく。生産基盤の整備と生活環境の整備とを総合的に推進していく。それから、都市

との関係で国民に注目される中での農村の振興ということでございますので、都市農村交流等の

推進をあわせて図っていくということが重要だと考えてございます。  



 １に具体的に書いてございますが、農業の振興はもとよりでございますけれども、地域資源を活

用しながら、自然環境との調和を保った魅力ある地域づくりを総合的に進めていくということでござ

いまして、その際、地域住民の参画や合意形成に基づいた地域づくりということがもう１つのキー

ポイントではないかというふうに考えてございます。  

 農業の生産基盤の整備につきましては、これからの安定的な食料供給という中での自給率の問

題ということを考えていきますと、麦、大豆、飼料作物等の産地形成に資するような水田の汎用化

を図っていく。そこにおける土地利用型作物の振興条件を整備していくということが大きな重要な

柱でございますし、畑地帯にありましては、地域の特性に応じた多様な基盤整備を重点的に推進

していく。そのための施策の充実を図っていくということがポイントであろうと考えてございます。  

 それから、交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備、その他の福祉の向上を図

っていくということでございますが、申し上げましたような住民主体という考え方のもとに、情報化、

高齢化、福祉、環境等の多様なニーズに対応した整備を総合的に推進していくための措置という

ことで検討してまいりたいと考えております。  

 中山間関係でございますけれども、冒頭に企画室長から御説明がございましたが、ことしから開

始されました中山間地域の直接支払い制度、あるいは中山間地域等におきます総合的な振興対

策ということでスタートしているものもございます。それらを着実に推進するとともに、地域の活性

化や地域資源を循環的にどのようにうまく活用していくかというような措置につきまして、さらに具

体化を検討中でございます。  

 それから、３番目の都市農村交流につきましては、当然緑や自然に対する国民のニーズという

ことが高まっているわけでございまして、それを背景といたしまして、地域の活性化を図るための

グリーン・ツーリズムや、田園における豊かな住環境といいますか、そういうことを享受できるよう

な田園居住等を通じまして、都市の住民の方々と農村の交流を推進し、農村振興に対する理解も

深めていただく必要があろうと考えております。  

 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたけれども、国民的視点に立って農村振興の施策

を進めていくということが重要でございまして、非農業者を含めた農村全体の居住者、それから都

市住民の農村に対する多様な期待にこたえていく。そういった農村づくりをしていくという観点で諸

施策を検討してまいりたいと考えております。  

 それから、年金制度について説明をさせていただきます。 農業者年金は、農業者の老後の生

活の安定と農業経営の若返り、農地の細分化の防止、規模拡大を目的として昭和 45年に発足い

たしまして、これまでに実績といたしまして約 96万人に対しまして、総額約３兆 6000億円の年金

支給を行ってまいりました。他方、後継者への経営移譲を促進する。これによって約 154万ヘクタ



ールの農地が細分化されずに、後継者に継承されてきたというように一定の役割を果たしてきた

ところでございます。  

 また、仕組みにつきましては、国民年金を１階部分とする年金制度において、農業者にとりまし

ては、２階部分を構成する、ほかの２階部分といたしまして、厚生年金や各種の共済年金がありま

す。これらは保険料で年金給付を賄ういわゆる自賄いを貫徹している制度でございます。これらに

比べますと、農業者年金は構造政策を推進するという農政上の政策性に着目して、２階部分のも

のといたしましては唯一経営移譲年金に国庫の助成をしてきたものでございます。  

 この農業者年金をめぐる情勢は、昭和 45年以来大きく変化いたしておりまして、農業就業人口

の高齢化の進展ということで、平成７年には 60歳以上のシェアが 62.5％に達している。経営移譲

者の割合が低下をしてきているということで、これは 81.5％から平成 10年度には 69.2％ということ

になっておりますし、その相手方がサラリーマンの後継者であるということ、これが 36.6％というの

が昭和 51 年度でございましたけれども、10年度には倍近い 61.4％という状況に達しておりまして、

これらは農業者年金制度が持っている農政上のねらいに対する問題点として大きくなってきてい

るものでございます。  

 それから、財政上の問題点として、言ってみれば何人で何人の受給者に対応しているかというこ

とでございますが、国民年金や厚生年金におきましては、26％、23％と、４人の現役の世代が１人

のリタイア世代の年金受給者を支える構造であるわけでございますが、農業者年金におきまして

は、255％ということで、１人の現役の農業者が 2.5人のリタイア世代を支える構造になっているわ

けでございます。財政的に見ますと、それが毎年度 400億円程度の赤字を出してきているというこ

とでございまして、この単年度赤字の状況から推察できますように、今や年金資産は数年の給付

財源に相当する程度になってきているということでございまして、これが年金財政上の問題として

大きく浮かび上がっている点でございます。  

 こうしたことから、私どもといたしましては、昨年の 12月に農業者年金制度改革大綱案をお示し

いたしました。一方で、農業者団体は本年１月から、現場からといいますか、市町村段階からの組

織討議を重ねて、この４月６日に全国農業会議所、全国農業協同組合連合会、全国農業者年金

連絡協議会の３団体で意見を取りまとめた状況でございます。  

 その上に立ちまして、双方で率直な意見交換を行うため、５月から４回、３団体と私どもの意見

交換会を実施し、この意見交換を踏まえて、農業者年金については抜本的な改革を行った上で継

続をするということで、食料・農業・農村基本法の理念に即した政策年金とするよう現在さらに検

討を深めているところでございまして、その方針でございます。  



 技術会議につきまして、12ページでございます。 まず、国立の研究機関が来年の４月から大き

く変わりますので、そちらから御説明したいと思います。 12ページの右側の方に「国立試験研究

機関の独立行政法人化のスケジュール」とございますけれども、現在、農業機関ですと、19の機

関ですけれども、農業総研を除きまして、18の機関が、右の下の方の農業技術研究機構をはじめ

とする６つの研究機構に移行し、かつ森林総合研究所、水産総合研究センターを加えた８つの独

立行政法人が設立されるわけであります。  

 来年の４月１日は省内の検査関係で移行する機関も同様ですし、また、他省庁の研究機関も同

様に４月１日からこういう形で移行するということであります。  

 そのための目標づくり、また計画づくり、それから評価委員会等々のスケジュールがあるわけで

ございます。  

 今回来年の４月に独立行政法人になりますと、一番の違いは独立行政法人ですと、自主性が非

常に高まるということで、さらに柔軟性のある組織でありますので、研究の簡素化に向けて研究予

算の重点化・効率化に努力していきたいと思っています。  

 それから、技術開発につきましての大きな２つの課題について御説明したいと思います。 まず、

左側の四角の中の１番に、「現場に直結した研究の推進」というのがあろうかと思います。これは

先般来あります自給率の向上、また、水田を中心とした土地利用型農業の確立という視点で、従

来から水田に本格的に導入する麦だとか、大豆、飼料作物等々のそれぞれの研究がございます

けれども、それらは品種改良、さらには栽培技術、機械化と、いろんな作業それぞれの項目があ

りますので、それらを一体的に推進しまして、効率的に、現場に直結する技術の開発を推進して

いきたいというのが１つであります。  

 それから、２つ目に、ゲノム研究といったような基礎研究であります。よく話題になります遺伝子

組み換えにつきましては、組み換え技術の持つ非常に大きな可能性について正しく評価されるこ

と、また、科学的知見に基づき環境とか健康に与える影響についての十分な評価、それから、消

費者の関心に対する的確な対応が必要であるといった基本的な考え方に基づきまして、技術開

発の方の左側の２番にありますけれども、まずイネゲノム等といいますと、家畜なり、昆虫等のゲ

ノムの先端的な研究の推進を図るということであります。  

 ちなみに、最近随分話題になりましたヒトゲノムにおける日本の研究のシェアは、例えば遺伝子

配列ですと、１割弱か、前後と言われていますけれども、イネゲノムについて言いますと、75％ぐら

いは日本が中心になってやっているというような状況にありますので、そういうような先端的な研

究の推進を図る。さらにはもう１つ重要なバイオテクノロジーに関する消費者の不安を払拭するよ

うな取り組み、これはソフト面での対話の推進、また技術開発といった面についてもそういったよう

な取り組みを充実していきたいと考えております。  



 最後に、食糧庁関係、13ページでございます。 食糧庁は外局として組織的には他局との再編

ということは特にございませんけれども、行政需要の変化に応じまして、内部組織の再編をする予

定でございます。  

 さて、政策ですけれども、２点掲げてございます。１点は米の需給・価格の安定、２点目は、国内

産麦の民間流通の定着でございます。  

 まず第１点の米の需給・価格の安定でございます。これにつきましては、先ほど３ページで「水田

を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」の概略説明がございました。新基本法の理念に

基づきまして、理念を踏まえながら、この大綱に基づいて、現在の需給環境のもとで政策目的で

ある米の需給・価格の安定を図るということでございます。  

 大きく４点ございます。需要に応じた計画的生産の推進ということで、需給計画を的確に推進し

ていく。策定していく。特に天候等に基づく作況の変動があった場合についての対応等々、計画的

生産の推進ということで、迅速かつ的確な対応ということが求められているのが第１点でございま

す。  

 それから、第２点につきましては、不作時等に備えた備蓄制度の適切な運営ということで、従来

の食管法を改正いたしまして、食糧法の主要目的が国の機能としては備蓄制度の適切な運営と

いうことがございます。とりわけ現下の状況のもとで備蓄運営ルールによりまして、備蓄水準の適

正化に努めていくというのが第２点でございます。  

 それから、第３点は稲作経営安定対策の適切な運営でございます。これは米の需給、特に価格

の安定といったことにつきましては、基本的には量の調整、生産調整ということが基本になるわけ

ですけれども、自主流通米価格の変動がとりわけ稲作経営に及ぼす影響を緩和するということで、

平成 10年に稲経安定対策が設けられたわけでございますけれども、これを適切に運営していくと

いうのが第３点でございます。  

 それから、第４点でございますけれども、食生活指針を踏まえて、米の消費拡大でございます。

米の消費拡大につきましては２つ視点がございまして、１つは、食生活指針が策定されましたけれ

ども、これを踏まえながら、健全な食生活を実現していくということが基本でございますし、一方で

は新基本法に基づきまして、食料自給率の向上を図るといった意味でも米の消費拡大が重要な

課題になっているわけでして、啓発活動を積極的に展開していくということでございます。  

 それから、政策の第２点は麦でございます。麦につきましては、間接統制ということで、従来、国

がほぼ全量生産者から買い入れて、実需者に売り渡していたわけですけれども、これを直接取引

へ持っていくということで、本 12年産から民間流通への移行といった措置がとられております。需

要と生産のミスマッチを解消して、ニーズに応じた麦の生産なり、流通を果たしていくということで



ございまして、とりわけ良品質麦の生産を推進していくということで、右下に平成 22年度の目標数

値等を掲げてございます。小麦につきましては、日本めん等を主体に国産麦の優位性、適性を生

かしながら生産コストを下げ、単収を上げながら、生産拡大を図っていくということでございます。  

 また、米の需給動向について若干申し上げます。米の需給計画で言いますと、昨年 10月末、米

穀年度末ですけれども、持ち越し在庫 255万トンということでありました。これを今年度の 10月末

には 219万トンと見通したところでございます。  

 現在の需給動向でございますけれども、なかなか苦戦しているということでございます。ただ、自

主流通米につきましては、計画外流通等の要望もございまして、２月までは低迷してきたわけです

けれども、３月以降回復しているところであります。  

 一方、政府米でございますけれども、自主流通米との協調販売ということもございまして、一部

販売の凍結といったことがございます。したがいまして、自主流通米の販売については低調であ

るということでございます。  

 一方、価格でございますけれども、昨年のスタート時点から対前年約１割の低下ということでご

ざいますけれども、昨年緊急対策を講じたことによりまして、１万 7800円ぐらいからスタートして下

がってきたわけですけれども、大体１万 7000を若干切るぐらいの水準で横ばいということに推移し

たわけでございます。  

 ただ、こういう需給状況のもとで、10月末の持ち越し在庫につきましては計画をかなり上回ると

いうことが懸念されてございます。  

 いずれにいたしましても、今後の米需給につきましては、今後の販売動向、あるいは今年産の

作柄によっても大きく左右されるところがございますので、注意深く見守っていく必要があるかと思

っております。  

 なお、米の１人１カ月当たりの消費量が４月、５月に、48 カ月ぶり増加に転じてございます。とい

うことは、４年ぶりですね、例の平成５年に大不作がございまして、平成６年に米が足りずに、平成

７年に平成６年の反動で消費量がふえましたけれども、それ以来でございます。こういった動きは

一時的なのか、あるいは先ほど申し上げましたように食生活指針を踏まえた効率的・効果的な消

費拡大対策を今後とも講じていく必要があると考えております。  

 以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。 最後に、参考資料１の「平成 12年度食料・農業・農村白書

（動向編）の検討の基本的考え方」について御説明をお願いいたします。  



○事務局 参考資料１、「平成 12年度食料・農業・農村白書（動向編）の検討の基本的考え方」と

いうペーパーに基づきまして、御説明をさせていただきます。  

 １の基本認識の（２）からごらんいただきますが、白書においては、年々食料・農業・農村の特徴

的な動向、あるいは施策の効果等を統計データとか事例の分析・検証等を通じて浮き彫りにする

ことを通じまして、これらに対する国民各層の関心を高めるとともに、理解を深める役割を担って

いると考えております。  

 このため、12年度白書につきましては、基本計画の実施初年度の白書として、また、21世紀最

初の白書として、基本法の４つの基本理念を念頭に置きつつ、食料、農業及び農村の動向、ある

いは直面する課題なり，基本計画に即した施策の実施状況、その必要性等について広く国民の

理解を深め、国民的取り組みを促進する上での素材を提供するような内容としたいと考えており

ます。  

 ２番に、そういった考え方に基づく作成の基本方針が記述してございまして、（１）にございますよ

うに、12年度白書につきましては、11年度に引き続きまして、食料、農業、農村ごとに３章立てで

それぞれの動向に関する現状分析なり、検証を通じて、基本計画に即した施策の背景、方向等を

紹介するようなことを主眼として編成したいと考えております。  

 記述につきましては、11年度の動きを中心に、利用可能なデータ等について直近まで及んだ分

析に努めたいと考えております。当然、この際には重点的な検討を行う課題、それ以外の課題と

いうことで、記述的には濃淡をつけ、めり張りのある、読みやすい白書ということに努めたいと思っ

ております。  

 （２）以下、具体的に各章ごとの粗い考え方を示してございますが、第Ⅰ章の「食料の安定供給

確保」につきましては、食料自給率目標が定められたこと、それから食生活指針が閣議決定され

たことなどを踏まえまして、国民的視点から我が国の食生活の動向と課題を包括的に提示してい

きたいと思っております。あわせて食品産業の現状と課題、あるいは食料自給率の動向、世界の

食料需給の動向等について分析・検証を行う。  

 また、ＷＴＯ農業交渉は本年１月から開始されておりますけれども、それに臨む我が国の基本的

な考え方も整理することとしております。  

 第Ⅱ章は、「農業の持続的な発展」でございまして、これに関しましては、2000年農林業センサ

ス結果が近々まとまることになっておりますので、それを活用して、農業生産なり、農業構造、ある

いは経営の現状、課題等を整理するということを考えております。特に効率的かつ安定的な経営

の育成・確保、あるいは土地利用型農業の確立、農業の自然循環機能の維持増進等について動



向を分析・検証し、基本計画の達成に向けた課題等を明らかにするように努めたいと考えており

ます。  

 第Ⅲ章は、「農村の振興と農業の有する多面的機能の発揮」ということでございます。これに関

しましても、2000年農林業センサスの農業集落調査結果等が活用できますので、これを踏まえま

して、農村の現状なり、課題の分析、あるいは農業の有する多面的機能の発現状況の分析、ある

いは都市と農村の交流といった点について記述を行う考えでございます。  

 それから、11年度白書において地方公共団体の先駆的な取り組みを都道府県の事例紹介で行

ったわけでございますが、12年度については、できれば市町村まで対象を拡大することを検討し

ております。  

 また、上記各章におきまして、施策の動向とあわせて施策実施に伴います定量的・定性的な改

善状況について分析・検証を踏まえた記述も検討したいと考えております。  

 さらに、現下の我が国の経済社会における重要課題であります情報通信技術革命、あるいは環

境問題等への対応、それから最近問題になっております食品の安全性、衛生確保等の国民の関

心事項にもそれぞれ各章ごとに意を配りたいと考えております。  

 （３）で、（２）の記述に当たりましては当然のことでございますが、関係者の意見聴取等各層に意

見を求めると同時に、昨年にも増してわかりやすく、読みやすい白書ということについて意を用い

ていきたいと考えております。  

 公表時期は平成 13年の３～４月を目標ということで、11年度と同様でございますが、検討作業

については、省庁再編等もございますので、尐し早めの取り組みを考えております。  

 以上が基本的考え方でございます。  

 昨年度の施策部会におきまして、委員及び専門委員の方々から白書を積極的に広報すべきと

いう御意見をいただいております。お手元に資料５、基本計画のあらましというのと、資料６に白書

のポイント、資料７で白書の論調集というのが載っております。こういう資料を活用しまして、これ

まで行った広報活動の概要を口頭で御説明させていただきます。  

 11年度白書の公表パンフレットについては、従来Ａ５判であったものをＡ４判にサイズを拡大して、

見ていただきますとわかりますように、写真とかイラストも採用しまして、読みやすくなるように心

がけてきたつもりでございます。  

 印刷部数につきましても、10年度は 3500部刷ったわけでございますが、ことしは増刷して４万部

刷りまして、消費者の部屋、あるいは図書館に設置したほか、都道府県、地方農政局、食糧事務



所、あるいは統計情報事務所を通じまして、国民各層にこういった資料で御説明をしていただいた

わけでございます。  

 そのほか、農業関係団体、あるいは消費者団体、大学、教育関係団体等に職員を派遣いたしま

して、それぞれ説明を行っております。こうした活動は今後も続けていきたいと考えております。  

 それから、パンフレット、白書のポイントの後ろの方でございますが、動向だけの紹介ではなくて、

それを踏まえた講じようとする施策についての概要も記載しまして、施策が簡潔にわかるように工

夫もいたしております。  

 なお、11 年度白書はことしの７月現在で約３万部ほど発行されておりまして、厚生白書が５万部、

経済白書が３万 8000部ということで、３番目の部数で、本体の方もかなり広報に役立ってきたの

ではないかと考えております。  

 以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。   

 

質        疑 

○部会長 以上の事務局からの説明及び資料につきまして御質問、御意見がありましたらお願い

いたします。  

○専門委員 基本的な考え方について若干意見を申し上げたいと思います。 動向編の基本的な

考え方ということで御提案があったわけでありますけれども、今年度もまだ基本法の基本理念の

いわば定着期間というようなこともございますので、こういったいわば正攻法で組み立てていって

いいのではないかと、こんなふうに思っております。もちろん雪印の問題でありますとか、ことしは

農協の大会ということもございますし、いろいろ今年度特有のトピックスはあるかと思いますけれ

ども、それはまたいずれ別の機会にこの部会で検討されるかと思いますので、基本的な構成とし

てはこんな形でいいのではないかと思っております。  

 ただ、全体として年次報告の構成にもかかわるんですけれども、なるべく政策の流れに対応した

形の構成なり、読ませ方にしていくべきだと、こういうふうに思っております。  

 その意味で言いますと、冒頭、かなり時間をとられました政策評価の問題ですね。これは大変い

い、結構な動きだと思うわけでありますけれども、これをできるだけ年次報告の中にも反映される

ような形に工夫していただきたいと思っております。これまで特に「講じようとする施策」とか、この



辺になりますとだれも読まないといいますか、こういうことを言われていたわけでありますけれども、

要は、これはその部分だけが浮き上がってしまっていたということがあるわけだと思うわけですね。

これからは、Plan―Do―See と、こういう言い方をされましたけれども、計画を立てて、行ってみて、

評価をして、見直していくという、こういうサイクルになっていくわけでありますので、それを反映し

たような年次報告という形にしていただければと思っております。  

 先ほどの御説明でありますと、12年度の見直しといいますか、評価が 14年度の予算要求に反

映されるというような形だということでございますけれども、その意味では完全なサイクルが回り始

めるまでにはまだ多尐時間が要るのかもしれませんけれど、ただ、政策というのは１年サイクルで

ありまして、１年逃すと大変なロスという言い方もできるわけでありまして、私はできる範囲のもの

であれば、今年度の中で行われる評価については、例えば講じた施策なり、そちらの方にもでき

る限り、パイロット的にも反映して、白書のあり方そのものが政策の仕組み方を反映した形になっ

ていくということを明らかにする。こういうことを工夫していただいてはどうかと、こういうふうに思っ

ております。  

 もう 1つ、それに多尐関連するわけでありますけれども、今申し上げましたのは、年々の施策と

いうことになるわけでありますけれども、そのほかに施策のベースになります制度についても実は

まだ改革の途上にあるというふうに言うべき、こういうフェーズに私どもはいるんだろうと思いま

す。  

 農業生産法人の見直し、これは残念ながら、前回の国会で、私は当然成立するというふうに思

っていたわけですけれども、そうはならなかったわけでございます。  

 それから、不測の事態、これは食料の安全保障でございますけれども、マニュアルづくりといっ

たようなこともございますし、それから団体の見直し、これも従来と違いまして、政府なり、あるい

は物によっては与党も含めてコミットして、自分自身を縛るような形で、いわば政策が後戻りをしな

いような形の仕組みを私はつくったというふうに考えておりまして、その意味では既にコミットされ

ているこういう制度改革についても、その進捗状況なりについて年次報告の中でもはっきり書き込

んでいくという、こういうことを行うべきではないかと思います。  

 以上でございます。  

○部会長 今貴重な御意見を○○委員からいただきましたけれども、事務局、いかがでしょうか。  

○事務局 動向編についてお答えをさせていただきますけれども、先ほどの基本的考え方の２ペ

ージの真ん中辺に、「上記各章においては、主要施策の動向等とあわせて施策実施に伴う定量

的・定性的な改善状況について分析・検証を踏まえた記述を検討する」というふうに書かせていた

だきまして、これの意味するところは、先生のおっしゃるところとかなり似ているわけでございます



が、何せどの程度具体的な数字といいますか、そういうもの等の入手可能性があるかどうかとい

うことも踏まえて、先生から見て尐しやわらかい表現になっているかもしれませんけれども、気持

ちはそういうことを織り込めたつもりでございます。  

 政策評価の関係でございますけれども、今度の白書は「13年度講じようとする施策」と「12年度

に講じた施策」についての取りまとめをするわけでありまして、この部分については先ほど申し上

げましたように、ことし 12月から政策評価の作業を開始するということで、最終的には省としての

取りまとめが来年５月ということで、一方、白書の方、講じた施策の取りまとめが多分４月ぐらいに

なってくるということでございますので、若干のタイムラグがあるわけであります。  

 しかしながら，◯◯委員の御指摘、私ども十分その意を踏まえまして、可能な限り、施策評価を

織り込んだ「講じた施策」にしてまいりたいと思います。  

 ただ、若干定量的なといいましょうか、その分析はし切れないのではないかなと思っております

ので、その点の限界性というものは、とりわけ12年度に関しては御理解をいただきたいと思うわけ

であります。  

 以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。そのようにお願いいたします。 何かほかにございませんでし

ょうか。  

○委員 予算要求に向けた基本的な考え方というところで、水田を中心とした土地利用型農業活

性化対策という、これに関連したことで尐し御質問させていただきたいと思います。  

 今度の新基本法の 1つの柱になっていますのが土地利用型農業をどうするかという、これは非

常に重要な点か思います。御承知のように米そのものは余っているということで、大豆だとか、麦

だとかが日本の農業の中にどう定着していくかというのが基本でありますし、私は大変関心を持っ

て見ているわけでございますけれども、そのことに関連してでございますが、まず１番気になりま

すのは、日本の大豆の収量というのは非常に低いですね。例えばヘクタール当たり 1.5 トンとか、

２トンとか、米の３分の１ぐらいだと思います。その低いのは大豆という作物という特性上というより

も、例えば試験場などを見てみますと、４トンだとか、５トンだとか、あるいは県によっては４トンをも

っと上回るような県がたくさんあるように――たくさんでもないんですけれど、あると思います。です

から、米ですと、大変農業技術は完成されておりまして、試験場の技術と農家の技術というのは

ほとんど差がなくなってきていて、こういったものをさらに上げるというのは大変なわけでございま

すが、大豆の場合は試験場の技術と農家の技術の差が２倍とか３倍とか存在しているわけです。  

 大変気になりますので、あちこち農業関係者に聞いて回ったわけです。いろんな答えが返ってき

ます。１つは、排水が不良だろうという、こういったような基盤の問題もありますし、もう１つは、い



や、逆に排水がよくなり過ぎて、干ばつで灌漑しなければいかん、あるいは病害虫という答えが返

ってきたり、いや、栄養不足だという、いろんなのがあります。中には、そうやって頑張ってつくって

も、食品業者に売れないのではないかといった声も聞こえてきます。生産意欲といいますか、もろ

もろのことが関係していると思います。そういったことに対して現状をどう見ておられるかということ

ですね。具体的に、今申し上げたような問題に対してどういう具合に、大豆とか、あるいは麦もそう

ですけれども、政策として振興を図っていかれようとしているのかについて、全般にかかわることと

して質問させていただきたいと思います。  

○部会長 ただいまの◯◯委員の御質問に対していかがでしょうか。  

○事務局 ただいまの件で例示的に申し上げますと、米、小麦、大豆ということで言いますと、生

産費調査農家というのがございます。生産費を調査している農家でございますけれども、それと一

般農家との比較でいきますと、米につきましては、１.何％の単収差がございますけれども、小麦は

１割、大豆が３割、そういうふうに、米につきましては、生産費調査農家の平均と一般農家の平均

とほとんど変わらない。大豆につきましては３割の差があるということでございまして、これについ

て言えば、今、◯◯委員がおっしゃったように、１番大きな問題としては意欲の問題ではないかと

思います。  

 逆に言いますと、大豆は、一般の平均でいけば 180 ㎏ぐらいでございますけれども、多くてです

ね。生産費調査農家でいきますと 240～250 ㎏、試験場レベルでいきますと約 300 ㎏ぐらい。大体

我々の感じで申し上げますと、一般的に上手につくりますと 250～300 ㎏、これは十分とれる水準

ではないかと、こういうふうに考えているわけでございます。  

 その中で、特に大豆の場合にはほとんど水田作でつくる。最近では７割ぐらいが水田でつくって

いるという格好になっておりますので、そういう意味では１番大きいのは排水の問題かと思います。

その中でも特に我々自身として重要視しておりますのは、いかにして団地化を図っていくかという

ことでございます。大規模に進めるということは、排水に問題がございますし、また機械化の問題

もございます。いかにして団地化を図っていくかというのが非常に大きな問題ではないかと思って

おります。  

 もう１つ、ついでに申し上げますと、大豆の場合は、食品用で言いましても煮豆用とか豆腐用、

いろいろなものがあるわけでございますので、それを受けまして、各産地におきましていかにして

そういう品目をそろえていかなければいかんかということで、品種改良というのも非常に重要だと

考えております。  



 したがいまして、我々の感じとしましては、全体として申し上げれば、排水改良を進める。その中

でも特に団地化をいかに進めていくかということを重点的に進めていかなければいかんのではな

いかと、こういうふうに考えております。  

○部会長 ほかに御意見ございませんでしょうか。  

○会長 ことしから始まった直接支払いの大体の状況、あるいはどういうことが問題になっている

か、これからどうことを重点的に考えていかなければならんかといったようなことを、わかる範囲で

いいですから、中間的に報告してもらっておいた方がいいのではないかと思います。  

 私は自分で個人的にあちこちの山村に行ったり、あるいはデータ収集は私なりにやっているの

ですが、なかなか農村の知恵というのはいろんなところで出ているように思うんです。そういう知恵

をどういうふうに生かすかという点も気になるものですから、お願いいたしたいと思います。  

○事務局 直接支払いの状況ということでお話を申し上げます。 12年度創設ということで、本邦

初演の制度なわけでございます。現在全国各地の対象地域において集落協定という形でどういう

保全なり、農地の利用を進めていくかということで協定を結んでいただくわけでございますけれど

も、その締結に向けまして、精力的な取り組みが行われているところでございます。  

 実際の支払いが本年度の末になりますけれども、８月末に向けて市町村の中で上がってくると

いうようなところを目標にしているわけでございます。現時点で言いますと、対象の具体的な地域

数や交付額等の確定はしていないわけでございまして、今申し上げましたように８月末までに集

落協定の締結とその申請が行われ、９月末までに市町村による協定の認定ということがありまし

て、来年２～３月に市町村から農業者に交付金を支払うということでございます。  

 今どういった問題点ということでございましたけれども、そういった初めての制度でございますか

ら、予算成立後、ブロック、あるいは県――県も県の担当者だけではなくて、市町村の担当者まで

が制度の理解をして、普及をしていっていただかなければいかんものですから、普及のための説

明会、あるいは協定の内容とかの仕組みにつきまして、わかりやすいような資料をつくって末端ま

で普及していただくということを鋭意やっておりますので、それも必要に応じて、さらに進めてまい

りたいと考えております。  

 現場でどういう意見があるかということにつきましては、期間が５年間でこういう取り組みをすると

いうことになっているのに対しまして、高齢化等が進展しているということで見ますと、長過ぎるの

ではないかというような点。  

 それから、実施していく準備の段階で精度の高い図面がないので、対象農用地の確定がおくれ

て、12年度の申請が難しい状況になっているのではないかというようなことがございますし、集落



内で対象となる農用地と対象とならない農用地、これは非対象の農業者が混在するといいますか、

まじってしまうというようなことがあって、集落協定をつくる際にその調整に苦慮している。  

 それから、高齢化等に伴い、あるいは集落機能の低下等に伴って、いわゆる旗振りをやって熱

心に取りまとめをしていくリーダーがいないというようなことが言われております。  

 時間的な問題につきましては、最初の段階では詳しい図面は要らなくて、現在ある精度の低い

図面でもいいとかやっておりますし、事業の運用面につきまして、先ほどの５年間は長過ぎるとい

うようなことにつきましては、農協等を含めまして残った方が引き継いでいけばいい。あるいはお

亡くなりになってしまった場合以外にも、体の自由がきかなくなってきて、取り組んでいくのに大変

であるというようなことについても弾力的にできるだけ対応していくということを考えております。  

 リーダー等につきましても、本当の集落の役割を担っている方でなくても、農協の職員でもいい

とか、そういう形で、できる限り弾力的に協定の締結に向けて取り組みが行われるように運用して

まいりたいと考えております。  

 ちょっとつけ加えになりますが、大分県竹田市(たけたし)の九重野(くじゅうの)というところ、熊本

県との境でございますが、ここは農業新聞などにもかなり初期の段階で優良事例として掲げられ

ておりました。谷沿いの谷地田で、非常に熱心な方がいらっしゃるという状況もございました。傾斜

20分の１以上の田の面積比が 100％の該当地でございますが、その中で担い手を育成していくと

いうことで引き受けをやっている組合が農業機械を整備して、水田利用も転作も含めた直接支払

いの対象地の管理をやっていくということでございまして、５年間で幾ら受け取ることができるので、

それをどういうふうに使うかということまでも、かなり初期の段階から話を進めて合意ができている

ということで、全国的にはトップバッターに近いような状況になるのではないかと思っております。 

そういった事例の紹介等もしながら、制度的な進め方については特に意を用いてまいりたいと考

えております。  

○部会長 それでは、そろそろ予定の時間も迫ってきましたので、事務局には本日の議論を踏ま

えまして、「講じようとする施策」の策定に当たっていただくようお願いいたします。  

 また、白書につきましても、動向編とともに、講じた施策に関する有意義な意見が多々あったと

思いますので、作成に際しまして、十分に反映していただきたいと思います。   

 

今後のスケジュールについて 



○部会長 それでは、今度のスケジュールについてでありますけれども、本日の議論を踏まえつ

つ、審議会の再編を見据えて進めていくこととなりますけれども、事務局ではどのように考えてお

られるのでしょうか。  

○事務局 本日各委員からいただきました御意見を踏まえまして、平成 13年度予算の概算要求

を私ども行うことになります。その具体的な内容とともに、「講じようとする施策」の構成などの案に

つきましては、次回のこの部会で御説明をさせていただきたいと思っております。そして、さらに委

員各位の御意見を承りたいと存じております。  

 その時期でございますが、10月ごろということで委員各位と日程の調整をさせていただきたいと

考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

 その際には参考といたしまして、食料・農業・農村の動向に関する具体的な作成方針、それと特

徴的な動向につきましてもあわせて説明をさせていただき、御意見を賜りたいと、このように考え

ているところであります。  

 なお、今、部会長からお話がございましたけれども、食料・農業・農村政策審議会、来年の１月６

日に再編されることになります。今後その再編の中身につきまして具体的に検討を行っていくこと

としておりますが、この施策部会における議論でありますけれども、年明け以降の「講じようとする

施策」の取りまとめに向けまして、その進め方でございますけれども、当部会での委員各位の御

議論の結果を的確に反映させていく方向で新しい審議会においても対応してまいりたいと思って

おりますので、よろしくお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○部会長 ただいまの事務局からの提案に対しまして特段の御意見がなければそのように進め

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのようにさせていただくとともに、事務局からは審議会の再編に関する事項も含め

まして、早目の御連絡をお願いいたします。   

 

提出資料の取り扱いについて 

○部会長 最後になりましたけれども、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、昨年の第１回審議会における申し合わせ、「食料・農業・農村



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付することとされているところでありますけれども、本日の提出資料のうち、

参考資料３以降については既に公表されているものであることから、今回配付する必要はないも

のと考えます。 したがいまして、資料1、参考資料1及び参考資料２のみを配付するような対応で

はいかがでしょうか。 よろしいでしょうか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、事務局は資料の扱い取り扱いについてよろしくお願いいたします。   

 

閉        会 

○部会長 本日は、これにて閉会といたします。  

 どうも御協力ありがとうございました。  

 


