
食料・農業・農村政策審議会第６回施策部会速記録  

平成１２年１０月１６日（月）  

於・農林水産省第２特別会議室  

   

                 開     会  

   

○部会長 ただいまから、食料・農業・農村政策審議会第６回施策部会を開催いたします。  

   

               農林水産総括政務次官挨拶  

   

○部会長 また、本日は石破総括政務次官に御出席をいただいておりますので、ここで御挨拶をいただき

たいと思います。よろしくお願いします。  

   

○総括政務次官 ただいま御紹介をいただきました、谷大臣のもとで総括政務次官を拝命しております石

破でございます。  

   

 皆様方には、御多用のところ、お集まりをいただきまして厚く御礼を申し上げます。  

 当施策部会におきまして御審議いただきます「食料・農業・農村に関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であり、理念の実現

を図る上で非常に重要な役割を担うものであります。よろしくお願いをいたします。  

   

 私の就任以来申し上げているんですが、日本の国内だけで通用するような農政であってはならない。そ

して、地方だけで通用する農政であってはならないと思っています。  

   

 本当に、３要素であります農地、担い手、そして技術、なかんづく、担い手というのは一体、将来どう

なっていくのか。将来どころか、５年、10年先どうなるのか。そしてまた、農地というものはどうなって

いくのか。  

   

 党内でもいろいろな議論をしました。自給率という言葉が正しいのか、自給力という言葉が正しいのか、

随分議論をしました。私は、政策が入る余地が余りないというか、むしろ、消費者の選択によって数字が

変わる自給率という言葉を正面に掲げるのはいかがなものかというような議論を、当時は総括政務次官で

もございませんでしたので、わいわいとしてきた１人でございます。今でも、その思いはございます。  

   

 しかし、自給率向上ということをうたいました。それによっていろいろな施策を進めております。価格

政策から所得政策へという言葉も随分当たり前のように言われていますが、その中身をどのように詰めて

いくのか。もう一つは、構造政策との接点をどのように見出していくのか。納税者、消費者の利益という



ものをどうやって目に見える形で体現をしていき、そして、それをどうやって生産者の皆様方にも御納得

をいただくか。そんなに簡単なお話だと、実は私は思っておりませんのです。  

   

 基盤整備に何故補助があるかといえば、それは、そのことによって消費者が利益を受けているからでし

ょうという理屈になっていて、そのことが、どれだけ生産者の側も、消費者の側も、また我々議員の側も

知っておるかといえば、どうだろうか。そして、経済効果というものも、土地改良法施行令によって、費

用対効果をちゃんと出さなければいかんというふうにやったのは、実は農政が一番最初であって、建設よ

りも、運輸よりも、はるかに早くやっている。そのことが、本当に納税者の皆様方に御理解を得ているか

と言えば、それは、私どもの努力も足らざるところがあって、そうではないところもあるのだろうという

ふうに思えてなりません。  

   

 私ども日本農政に残された時間というのは、そんなにないし、選択の幅もそんなに広くないのだろうと

いう思いがしておるわけでございます。また、基本法に基づきまして、いろいろな法律改正を行っており

ます。今国会にも、農地法の改正などお願いしようと思っております。その後は、農協法等々いろいろご

ざいます。どうか、先生方の英知を結集していただきまして、本当に日本の国が、来年から始まります 21

世紀に向かって、何とか生き残っていくことができますように御教導を賜りますよう、心からお願い申し

上げます。  

   

 以上、個人的なお話も交えまして恐縮でございましたが、一言、御挨拶といたします。よろしく、どう

ぞお願いいたします。  

   

                 資 料 説 明  

   

○部会長 それでは、これより議事を進行させていただきます。  

 まず、今回の資料と説明の手順について御説明いたします。  

 初めに、審議事項となっております「講じようとする食料・農業・農村施策」を検討していただく参考

といたしまして、最近の食料・農業・農村の現状について、参考資料１と２によりまして事務局から御説

明をお願いいたします。  

   

 その後、平成 13年度において講じようとする食料・農業・農村施策の構成（案）などにつきまして、関

係の方から御説明をお願いいたします。  

   

 資料をまとめて御説明いただいた後に、委員の皆様から御意見をいただくことになっております。審議

の時間を十分とるために、資料の説明はポイントを押さえて簡明にお願いしたいと思います。  

   

 それでは、御説明をお願いいたします。  



   

○事務局 お手元に、参考資料１「食料・農業・農村の現状」というもの、それから、参考資料２といた

しまして「平成 12年度食料・農業・農村の動向に関する年次報告の主要検討課題（案）」と２つございま

すが、これによって御説明をさせていただきます。  

   

 まず最初に、参考資料１につきましては、最近の食料・農業・農村の現状について、極力、データを新

しくしたものでございまして、後ほど、御参考にしていただければと思います。参考資料２の主要検討課

題（案）について、若干、御説明をさせていただきます。  

   

 最初に、１ページに基本認識と作成の基本方針となっておりますが、この２つにつきましては前回の施

策部会で御議論をいただいて、ほぼ御納得いただいた内容でございますが、１の（３）にありますように、

基本法の４つの基本理念を国民的取組を促進するうえでの素材にするように、あるいは基本法の基本理念

をメッセージとするという考え方に立って作成するということで、ほぼ御了解をいただいているところで

ございます。  

   

 その基本方針としては、２の（１）にございますように、食料・農業・農村ごとに章を立ててやったら

どうか、その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

等を紹介することを編成の主眼としたらいかがかということでございます。  

   

 開いていただきまして２ページに、それを敷衍した内容として３の主要検討課題（案）というふうにな

っております。ここは章ごとにということでございますので、第１章に相当するのが食料の安定供給とい

うところでございます。  

   

 ２）に主な検討内容が、以下記述してございますので、それについて御説明いたします。   

   

 １点目としましては、食料自給率の現状及びその低下要因等について分析・検証する、それで、今後の

食料自給率の向上に向けた施策について整理、検討する、また、不測時におけるマニュアルの作成等、具

体的に検討されている対応策を紹介するということでございます。  

   

 ２点目は、我が国の食料消費の現状と課題につきまして、今年、食品ロス統計を実施しておりますので、

この調査結果、あるいは諸外国との比較を通じまして、食料消費の改善のための方策のあり方について検

討する、特に、子ども達の食生活の見直しの必要性、あるいは国民的運動として取り組んでおります食生

活指針の推進について整理するということでございます。  

   

 ３点目は、食生活の変化あるいは国民のライフスタイルの多様化に応じました食品産業の動向を分析し

て、その現状と課題を整理する、特に、国産農産物の需要拡大のための農業と食品産業の連携の重要性、



あるいは消費者の関心が高い食品の安全性あるいは表示・規格といった問題についても課題を整理すると

いうことでございます。  

 ４点目は、ＷＴＯの農業交渉でございます。本年 12月までに各国が交渉提案を提出することとされてお

ります。その提案内容、各国への働きかけ状況、あるいは各国・地域の主張、交渉における課題等を整理

したいと思っております。  

   

 それから、（２）が我が国農業の持続的な発展、第２章に相当する部分でございます。   

   

 ２）の主な検討内容でございますが、まずは労働力の問題でございます。2000年農林業センサスが活用

できますので、そうした分析を行うわけでございますが、特に、新しい担い手の確保に直接結びつく新規

就農、そういったものの就農に当たっての課題等を尐し整理、検討したいと思っております。  

   

 ２点目としては、地域農業を担う多様な担い手が各地で育っているわけでございますが、こうした担い

手の取り組みを通じて、その育成確保の課題等を整理したいということでございます。  

   

 ３点目は、我が国農業を担う主業農家あるいは認定農業者の経営状況等の分析を通じまして、基本計画

あるいは基本法で課題としております効率的かつ安定的な農業経営を実現する上での課題を整理、検討し

たいということでございます。  

   

 ４ページに参りまして、そうした農業経営を分析するに当たって、やはり農業経営を支援する経営安定

対策について実施状況を整理するということでございます。  

   

 ５点目が農地でございます。大規模層への農地の集積なり、低下しております耕地利用率の変化等の現

状を分析していきたいと思っております。  

   

 ６点目は農業技術でございますが、特に最近、情報通信技術、ＩＴの革新と活用が農業生産の持続的な

発展に果たす役割・可能性について多面的に整理し、あわせて先進的な事例紹介を行いたいと思っており

ます。  

   

 ７点目は、米を始めとした主要農産物についての動向を整理するということと、８点目として、循環型

社会としてのリサイクルの取組の課題を整理するという内容でございます。  

   

 それから、第３章にあたります（３）でございますが、農村の振興と農業の有する多面的機能の発揮と

いう内容でございます。  

   



 主な検討内容といたしましては、これも 2000年農林業センサスの農業集落調査結果が出てまいりますの

で、そうした結果等によりまして、農村社会の現状と課題を整理していきたいと思っております。  

   

 ５ページにありますように、特に、国民の農村とのかかわりというのが非常に重要であるというふうに

認識いたしまして、農業生産の場としての役割のほか、やはり国民が期待する農村の役割について整理・

検討をしていきたいと思っております。  

   

 ２点目は多面的機能でございます。多面的機能に関する国民の評価というものをきちっと検証すること

が重要でありますと同時に、あわせて 12年度から開始されました中山間地域等の直接支払制度の取組状況

についても整理をしたいと思っております。  

   

 ３点目に農村の活性化。これは、人と物と情報の動きの中から整理、分析したいと思っております。  

   

 最後に、我が国の農村整備の実施状況について整理・検討するという内容でございます。   

   

 （４）のその他の事項でございますが、御承知のように、今年の白書は 21世紀の初年に公表される白書

となるわけでございます。ここで尐し工夫をいたしまして、巻頭において、高度経済成長期以降の我が国

の農政、あるいは食料・農業・農村の歩みを振り返ったうえで、現時点に直面する課題なりを整理して、

ひいては、それが動向編本文へのオリエンテーションとなるような基本法の考え方をわかりやすく紹介し

たうえで、そういった内容にしたいと思っております。  

   

 それからもう１点は、昨年も地方公共団体の先駆的取組を都道府県の事例紹介という形で行ったわけで

ございますが、今年度についてもこれを実施するとともに、できれば市町村まで対象を拡大することを検

討したいと思っております。  

   

 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、資料によりまして、平成 13年度において講じようとする食料・農業・農村施策の構成（案）

などの御説明をお願いいたします。  

   

○事務局 それでは、資料によりまして、「平成 13年度において講じようとする食料・農業・農村施策」

の構成（案）について御説明申し上げます。２枚紙の資料でございまして、そこに項目が列記されている

ところでございます。  

   



 この構成の考え方につきましては、前回の施策部会におきまして、私どもの方から、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、講じようとする施策を明らかにするものであるとい

うことから、基本的な柱立ては、基本計画に即して柱を立てさせていただきたいということを御説明申し

上げまして、部会としての基本的な考え方の御了解をいただいていると認識いたしております。  

   

 それを踏まえまして、２枚紙の資料は、基本的に、今年３月に閣議決定をいたしました基本計画の柱立

てをそのまま原則として踏襲いたしております。それで、若干変更している部分がございます。  

   

 一つは、Ⅱ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ございますけれども、基本

計画上は１番と２番について記述されているところでございます。３番目が、基本計画では需要に応じた

供給の確保という形で、これは世界の食料需給に関する情報の確保だとか、あるいは将来見通しといった

ことをここで記述しようと思っておるわけでございますけれども、昨年の白書における講じようとする施

策では、Ⅲの１の（４）の不測時のところに記述されておったものでございまして、前回の施策部会の際

に、13年度の施策の重点事項という形で、来年１月以降の新しい局単位で御説明申し上げた際に、総合食

料局の部分といたしまして、食料の安定供給の３つの柱のうちの３番目の柱というところで、需要に応じ

た供給の確保ということを御説明申し上げた次第でございます。それをここでは、講じようとする施策上

も位置づけをしていきたいということで、項目としては、特記をする整理をいたしたいということでござ

います。  

   

 それから、２ページ目の５、その他重要施策のところでございますけれども、ここは、基本計画上は当

然言及していないところで、いわば各年のトピック的なところが施策として入ってくるところでございま

して、現森内閣における重要な課題でございます「日本新生プラン」というものがございますけれども、

その関連の、農林水産業なり農山漁村にかかわる部分をここで整理をしておきたいという２点が、基本計

画の柱立てと若干の相違がある部分でございまして、そういった形で、講じようとする施策の柱立てをし

ていきたい。そして、これに基づいて、それぞれの中身を詰めていきたいということでございます。  

   

 なお、ウルグアイ・ラウンド関連対策につきましては、非公共事業が 12年度、今年度で終了いたします。

あと 13年度、14年度は、公共事業が２カ年度残っているだけでございまして、ここは計画に従って粛々

と進めていくところでございますので、該当のところに、必要に応じて言及していきたいと考えておりま

す。  

   

 その中身についての参考的な資料といたしまして、参考資料３の１以降が、今後の検討を経て、最終的

にはこの中身になっていくわけでございますけれども、前回の施策部会において概算要求の考え方につい

ても御説明申し上げておりますものですから、それを踏まえて、現に財政当局に概算要求しているものを、

この講じようとする施策の構成案に従って整理したものが参考資料３の１以降の資料になってまいります。  

   



 この中身につきましては、のちほど説明をさせていただきますけれども、11ページのところをごらんい

ただきたいと思います。先ほど私の方から、その他の重要施策の欄で、昨年の白書の講じようとする施策

との違いで、日本新生プラン関連の取り組みというものを列記したいということを申し上げましたけれど

も、例えば、この関連で概算要求では、現在、農林水産省としては、農林水産分野におけるＩＴ革命の推

進でありますとか、電子政府推進プロジェクトの推進、循環型社会の構築を目指すリサイクル対策等の推

進、それから、高齢者活動支援プロジェクトの推進といった内容について、財政当局と今、調整を行って

いるところでございます。  

   

 また、参考資料３の２でございます。これは前回、○○委員からの御指摘もあったのでありますけれど

も、これまで、どちらかというと講じようとする施策というのは、継続をしているもののほかは新規を中

心に書いておったわけでありますが、廃止を含めて見直しをしたものについてもきちんと書くべきではな

いかという御指摘をいただいたところでございますので、各局の主な見直し検討例を御参考までに整理し

たものでございまして、実際の講じようとする施策には、これ以外のものも当然、記述されるということ

になるわけでございます。  

   

 それでは、総合食料局の関係につきまして、参考資料３の１及び３の２に即して御説明させていただき

ます。  

   

 食料・農業・農村施策の構成案のうち、総合食料局は、食料の安定供給の確保、自給率目標の達成とい

うことになります。そういう意味で、まず１番目の、参考資料３の１の１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、生産部分は生産局になりますので、消費に関する施策の方になります。  

   

 望ましい食料消費の姿の実現に向けた施策ということで、二重括弧の下の括弧書きを見ていただきたい

んですが、一つは健全な食生活の全国・地域活動の推進で、望ましい食料消費ということで、本年の３月

に食生活指針の策定をしたところでございます。厚生省、文部省とも連携しつつ、その推進を図ってまい

りたいと考えております。   

   

 それから、食料自給率ということで、食料自給率レポートによる情報提供の推進ということがございま

す。  

   

 次に、２ページをお願いいたします。需要に応じた供給の確保として、食料需給動向の情報提供の推進

では、高度化、多様化する食料需要の動向を迅速に把握して情報提供していくということでございます。  

   

 それから、Ⅱの食料の安定供給の確保に関する施策ということでございます。この部分がメインになり

ます。  

   



 食料消費に関する施策の充実では、食料の安全性・品質、あるいは表示といった問題への対応でござい

ます。食品の安全性、品質管理対策の充実では、ＨＡＣＣＰ手法の導入の促進でございますとか、研究開

発、あるいはその下の食品の表示・規格制度の充実・強化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、食品産業の健全な発展ということでございます。これは、従来パターンのところがあるわけ

ですが、一つは環境への負荷の低減、あるいは資源の有効利用という点が新しいかと思います。食品産業

の事業基盤の強化では、技術力の向上、新生プランとの関係もございますが、ＩＴ導入の促進といった点

での施策を検討中でございます。  

   

 次に３ページをお願いいたします。食品産業と国内農業との連携の推進、それから、食品流通の合理化

ということで、卸売市場の整備でございます。ＩＴの活用等を検討しております。  

   

 食品産業におけるリサイクルの推進では、リサイクルの施設整備、あるいは技術開発、国民の意識向上

といった施策を予定しております。  

   

 農産物の輸出入の関係では、適切な備蓄の実施という部分が関係しております。  

   

 不測時における食料安全保障では、マニュアルの策定等の推進を予定しております。  

   

 次に、４ページをお願いいたします。総合食料局、現在の国際部をまとめての局になります。国際協力

の推進では、食料・農業分野における技術・資金協力の推進ということで、ＷＴＯ交渉あるいはＡＰＥＣ

での議論での我が国の主張を浸透できるような戦略的な活用なりを考えてまいりたいと考えております。  

   

 それから、参考資料３の２をお願いしたいと思います。主要施策の主な見直し検討例ということで、ま

ず１ページ部分、総合食料局の関係の施策、いろいろ見直しはございますが、新・旧ということで申しま

すと、真ん中に図で二重に囲んでございますが、農業観測ということを現在やっております。これを拡充

するわけですけれども、自給率の向上という観点から事業を切りかえるということでございます。一つは、

食品産業の動向なり海外需給動向を加えて需給見通しをつくる。それから、先ほど説明しました食料自給

率レポートを作成する、あるいは安全保障上重要な品目の需給予測ということを加えて、現在やっておる

農業観測とはおよそ変わった形で、拡充というか、新規実施というような形での実施を予定しておるとい

うことでございます。  

   

 次に、生産局です。生産を総合的に担当する局でございまして、畜産を除いた部分について御説明させ

ていただきます。  

   



 お手元の施策のポイントのところでございますけれども、事項の生産努力目標の達成に向けた施策、こ

こが私どもの中心となるところでございます。昨年、基本法ができましたけれども、今年の３月に基本計

画が策定された。その中で、主要品目につきましては生産努力目標が定められたということで、生産局と

いたしましては、今後とも、その努力目標の達成に向けて努力していくということでございます。  

   

 その場合、特に中心的な水田における土地利用型の農業につきましては、二重括弧の下にございますけ

れども、水田農業経営確立対策の推進ということでございます。柱としては、米の計画生産を推進する。

それから、麦・大豆等の本格的な生産を推進する。両方が、水田を有効利用するに際しまして相互に関連

しているということでございますので、そういうことを一体的に引き続き実施するということでございま

す。  

   

 なお、これに関連いたしまして、最近の米需給の動向の中で米の在庫圧力が相当にあった。それで価格

低下が懸念されるということで、８ページのところにもございますけれども、生産調整の拡大を含みます

平成 12年緊急総合米対策というものを講じるところでございます。  

   

 それから、１ページの下のところでございますが、農業生産総合対策の推進ということで、これについ

ては土地利用型の、麦・大豆、果実、野菜等々の各作物についての生産対策の強化を推進するということ

でございます。いろいろな課題に対応する。その中で、特に麦・大豆につきましては、自給率が低いとい

うことで、今後、生産の拡大に取り組んでいくわけですけれども、その場合、良い品質のものを安定的に

生産していく。しかも、拡大していくことが非常に重要でございます。このため、麦・大豆につきまして

は、産地で生産者、行政、さらに実需者を加えた協議会を設けまして、いろいろ品質とか生産性の目標な

んかを定めまして、そういうことを踏まえて、こういう生産総合対策、基盤整備を進めていくということ

にいたしております。  

   

 それから、それ以外の作物についても、例えば野菜については、非常に高齢化も進んでおりますので、

重量野菜について、さらに省力化を図らなければいかんということで、機械化を進めるとか、それから、

果実につきましては基本的な条件の、やはり園地の基盤整備、あるいは優良品種への転換といったことを

推進していくということにしております。  

   

 なお、野菜・果実につきましては、８ページのところにも、現在、野菜については生産・出荷安定対策

をやっておりますけれども、価格低落時に補給金を交付するというような制度ですが、基本的な枠組みは

維持しつつも、最近の野菜をめぐるいろいろな事情を見て、それに対応して所要の改善を図っていきたい

と思います。  

   

 それから、果実につきましても、今まで生鮮果実のバッファーとして、需給のバッファーとしては加工

用というものを位置づけておりましたけれども、最近、輸入の果汁がかなり入ってきて、バッファーたる



機能を十分果たせないということで、そのうち、うんしゅうみかんとかりんごといった主要なものにつき

ましては、生鮮果実につきましても、需給調整対策というか、経営安定対策を実施していくことにいたし

ております。  

   

 それから、参考資料３の２の主要施策の見直しの例の２ページのところをお開きいただきたいんですが、

なたね契約栽培推進対策事業でございます。これは、御案内のように、見直しの理由のところにもありま

すけれども、なたねにつきましては「大豆なたね交付金暫定措置法」という制度の中にこれまで位置づけ

られていたんですが、このうち、大豆につきましては、従来の不足払いから、銘柄ごとの市場評価が生産

者手取りに的確に反映をしていくということで、そういった仕組みを変えるということで、前の通常国会

で法律を改正していただいたところでございます。大豆と並ぶなたねにつきましては、そこにもございま

すように、生産地も特定の青森とか、鹿児島といったところに集中して、いわば非常にマイナーな作物に

なっております。むしろ、こういうものにつきましては、そういう全国的な制度から、今、課題になって

おりますのは、生産が必ずしも安定的じゃなくて、実需者と結びつきを強めるような施策が求められてお

りますので、そういう地域の実態に即した予算措置の方に変更するということにしたところでございます。  

   

 次に、生産局の畜産にかかわる部分について御説明させていただきます。  

   

 まず、参考資料３の１の２ページをお開きいただきたいと思います。一番上の箱の中に、畜産振興総合

対策の推進と書いてございます。これは、従来から実施をしております、例えば、ゆとりある経営の確立、

搾乳ロボットの導入でありますとか、畜産物の流通・加工対策、これは食肉センターの整備とか、乳業メ

ーカー工場の再編といったもの、あるいはふん尿処理対策としての畜産環境対策、また、種牛の選抜とか、

あるいは受精卵移植等、新技術による改良の推進、それから、飼養管理技術の高度化、フリーストールと

かＴＭＲとか、子豚の早期離乳といったこと。それから、家畜衛生対策、従来から実施をしております。

特に、今年 10月から豚コレラのワクチン中止に伴う、より基礎的広範な衛生サーベイランスといった対策

に移行してまいります。  

   

 さらに飼料対策としては、穀物の備蓄なり、価格暴騰に対する補てんなり、従来から実施しておるもの

を要求しております。  

   

 さらに、次の小さなポツに、生産局になりまして、耕種部門とのさらに強い連携というものを意識した

幾つかの課題を書いてございます。特に、耕種農家・畜産農家との相互連携を通じたたい肥と稲わら等の

交換をいかに円滑に推進をしてまいるか、大きな課題であります。特に、今年３月発生をいたしました口

蹄疫の原因が、大陸からの麦わらではないかということ等、また、稲わらがかなり輸入されておるという

ことから、国産の稲わらをどう活用していくか、大変大きな課題として位置づけております。  

   



 ３ページをお開きいただきたいと思います。この農産物の輸出入というところで、備蓄は、今申し上げ

たので省略しますが、動物検疫及び植物検疫対策の推進、この中で今回、今の臨時国会に家畜伝染病予防

法の改正をお願いしておりますが、この動物検疫の対象に穀物のわら等を新たに指定をするということで

あります。従来は、家畜生体とか食肉といったものに限定をされておりましたけれども、家畜伝染病の予

防法が改正されれば、この検疫対象を拡大することによって、口蹄疫等の悪性伝染病の侵入をさらに厳し

く、日本に入ってくるものを防止するということであります。  

   

 それからもう一つ、検疫手続が通関手続と非常に錯綜、重複をしておりますので、輸入申請者が、自分

たちの事務所のデスクで、パソコンの前で、いろいろなところに一括的に申請手続ができるような電算化

も推進をしたいと考えております。  

   

 それから、参考資料３の２の３ページでございます。これは加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、い

わゆる加工原料乳の不足払法の改正をいたしました。これに伴う各種の見直し措置がここに書いてありま

す。  

   

 説明のために、４ページをお開き願いたいと思います。この不足払法が改正をされましたけれども、今

後、市場実勢にこの加工原料乳の価格を委ねるということに相成りました。この中段の左側に現行と書い

てあります。まず保証価格、これが生産費等を基礎にして酪農家の再生産を確保するのに必要な生産者価

格、これは今年度の価格でありますけれども、72円 13銭、それで、メーカーが支払可能な乳代、これは

国内の脱脂粉乳ですとか、バターですとか、そういった乳製品の価格からはじき出してくるわけでありま

すけれども、61円 83銭と、これは逆ざやになっておりますので、この差額の 10円 30銭をキログラム当

たり補てんをする、これが不足払いでございました。これが改正後は、この引き算をやめまして、いわゆ

る変動率方式に移行させていただきたい。まだ明確なルールはファイナルなものになっておりませんけれ

ども、今後、集中的に新たなルールづくりの検討に入りたいということであります。  

   

 それから、特にポイントとして一番上の点線の箱に書いてございますけれども、当然、従来どおりの計

画生産を的確に実施をする。それから、価格交渉力の弱い生産者団体を、現在の都道府県単位からブロッ

ク団体まで広域化を推進する。現在、九州・関東で既にブロック団体ができ上がっております。それから、

当然、所要の国境措置・国家貿易、農畜産業振興事業団による指定乳製品の輸入制度を維持してまいる。

それから、調整保管への支援。それから、メーカーの競争力をつけるという意味で、乳業再編の推進、こ

ういったものが基本的なものになろうかと思っております。  

   

 次に、経営局の関係を御説明させていただきます。  

   

 御案内のように、経営局は、現在の経済局の国内関係課と構造改善局の農政関係の幾つかの課、それか

ら、農産園芸局の普及教育課、婦人・生活課を中心とした局になるわけでございます。  



 資料３の１の４ページをお開きいただきたいと思います。農業の持続的な発展に関する施策の中で、効

率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立する。

こういうふうなことで、それぞれの担い手の施策、構造関係の施策をやっているわけでございまして、望

ましい農業構造の確立のために、ここに書いてありますような、経営対策の一体的・総合的な推進、さら

に、後でまた御説明申し上げますが、12年度に全面的に変えました経営構造対策のさらなる推進を図るわ

けでございます。  

   

 次に、専ら農業を営む者等による農業経営の展開ということで、私どもとしては 13年度に相当力を入れ

て、今、予算要求をしているところでございますが、その専ら農業を営む者等が、創意工夫を生かした農

業経営を展開することが重要であり、そのために、いろいろな条件の整備をしたいと考えておりまして、

言葉は固いわけでございますけれども、農業経営資源活用総合支援対策の推進ということを、今、財政当

局と調整中でございます。これは新しい基本法、さらに基本計画の目指す担い手の育成を目的とするわけ

でございますし、他方で、新しく経営局としてスタートするわけでございますので、先ほど申し上げまし

たそれぞれの関係課の政策手法を総合化するよう努力したいと考えております。この中で、中心は金融で

ございますが、その金融対策を講ずるに当たりまして、普及組織を中心とした経営診断を行い、さらに経

営実態――立派な経営、また経営状態で多尐問題になるところ等々いろいろあるわけでございますが、そ

ういう経営実態に応じた融資政策を細かく実態に合うようにいたしまして、必要に応じまして、農林漁業

金融公庫法等の改正も検討しているところでございますし、さらに経営継承のための支援等を総合的に推

進することによりまして、担い手の育成・確保ということを図ってまいりたいと考えております。  

   

 次のページをお開きいただきたいと思います。農地の確保・有効利用でございますが、農地流動化対策

の総合的な推進、さらに担い手への農地利用集積の推進のほかに、いわゆる農地保有合理化対策がござい

ます。これにつきましては、構造展望に示された目標があるところでございますが、そのような新しい目

標に向けまして、積極的に農地保有合理化対策を行ってまいりたいと考えております。  

   

 さらに、次の６ページの下の方でございますが、人材の育成及び確保というところでございます。これ

は御案内のように、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材ということで、新規就農対策の充実、さ

らに、次のページにございますが、いまや農村において労働力に欠かせない女性、さらに高齢者の活動等

を促進いたしまして、新しい基本計画に沿った農業経営の確立となるように努力してまいりたいと考えて

おります。  

   

 それから、資料３の２の見直しの例でございますが、恐縮ですが、６ページでございます。先ほど申し

上げましたように、経営構造対策事業でございますが、これは平成 12年度、今年度から、従来の構造改善

事業を抜本的に改めまして、経営構造対策事業ということで仕組んでいるわけでございますが、13年度に

おきましても、もちろん、その基本的な枠組みは維持しつつも、さらに自給率の向上を含めました農政の

重要な政策課題の解決に向けた見直しの方向、３にございますように、（１）、（２）、（３）というよ



うなこと、いずれも予算要求で、現在、財政当局と調整している内容ではございますが、このようなこと

で見直しをし、いろいろな意味での改善を図ってまいりたいと考えております。  

   

 次に、農村振興局の関係を御説明させていただきます。  

   

 参考資料３の１に戻っていただきまして、これの６ページでございます。農業生産基盤の整備でござい

ます。食料自給率の向上に向けまして水田の整備をさらに推進するということで、一番上のところにござ

いますが、大区画ほ場の整備や、また麦・大豆、さらには飼料作物の生産振興を図るために水田の汎用化

を推進するということでございます。  

   

 また、これとあわせまして、産地形成を図るためにソフト施策を充実させまして土地改良区を支援して

いくという、ソフトとハードとの一体的な実施も検討いたしております。   

   

 それから、野菜・果実等の生産振興を踏まえまして、畑地整備の推進を図るということで、地域の特性

に応じた畑地整備に加えまして、農業水利施設の末端までの一貫した整備、また区画整理等による樹園地

の再編等、きめ細かく畑地帯の産地形成を推進していくというものでございます。  

   

 それから、次に９ページに参りますが、生産基盤とあわせまして農村の総合的な振興を図るということ

が、新しい農村振興局の大きな役割でございまして、特に国土庁から、農村振興の府省横断的な事務を引

き継ぐということで、そういった各般の総合的な振興を図っていくということでございます。  

   

 ９ページの真ん中以下でございますが、まず農村の総合的な振興方策につきまして、各界の有識者や地

域リーダー等による研究会を設置いたしまして検討を行っていくということが一つ。  

   

 また、農村振興のマスタープランとも言うべき農村振興基本計画を策定いたします。特に、これからは

地域住民の積極的な参加を求めながら、個性のある農村振興の実現を支援するために、複数市町村を基本

的には対象とする農村振興マスタープランの策定を推進いたします。 また、この計画に掲げた目標を達

成するために、住民の参加も得ながら、農村の情報化ですとか、高齢者福祉、環境保全など、多様なニー

ズに対応した整備を行っていくということでございます。特に、関係府省との連携を図りながら行ってい

くことが大事でありまして、今後、関係省庁に説明し、調整を図っていきたいと思っております。  

   

 次に、10ページの中山間地域の振興でございますが、御案内のように、本年度から中山間地域等におけ

る直接支払いを実施いたしております。現在、集落協定の集計中でございますが、こういった直接支払い

を継続して推進していくということでございます。  

   



 それから、特に新しい試みといたしましては、山村の活性化を図るために、関係府省連携を図りながら、

公募した山村からの提案に基づいて、産業の育成とか文化の継承などの先進的な取り組みを支援していく

というものでございます。  

   

 それから、このページの真ん中から下にあります都市と農村の交流等でございますが、従来の都市農村

交流に加えまして、特に学校教育の一貫として、文部省と連携して、農業の体験活動を推進するといった

ような拡充を図っていきたいと考えております。  

   

 また、国民から、開かれた田園空間に居住したいというような意向がございまして、それらを踏まえま

した新しい田園の滞在空間の創造のための方策の検討・支援ですとか、あるいはそのための宅地供給や市

民農園、水辺空間の整備なども図っていきたいと考えております。  

   

 以上が施策でございまして、次に参考資料３の２でございますが、これの８ページに、農業農村整備事

業の抜本的な見直しを図るということで、ここに掲げております。事業の重点化、あるいは事業の評価、

コストの縮減などを通じまして、効果的・効率的な事業の実施を取り組むことといたしておりますが、そ

れに加えまして、３に書いてありますような事業実施につきまして、抜本的な改革を行うことといたして

おります。  

   

 (1)にありますように、集中投資と効率的な事業実施による早期完了。それから、(2)にありますように、

事業制度の点検と見直し、また、(3)の地方分権の一層の推進、(4 )にありますように、役割を終えた事業

制度の廃止等、こういったことを通じまして事業の抜本的な改革を行っていきたいと考えております。  

   

 次に、技術会議の関係について御説明させていただきます。資料の７ページでございます。技術の開発

及び普及のところでございまして、農業並びに食品の加工及び流通に関します技術の研究開発及び普及の

効果的な推進を図るため、技術の研究開発の目標を明確化し、そして、研究開発におきましては官産学、

普及に関しましては部局機関との連携を強化いたしまして、地域の特性に応じた農業に関する技術の普及

事業の推進等の施策を講じていきたいと考えております。  

   

 なお、国の試験研究におきましては、来年の４月１日をもちまして独立行政法人化するということに決

まっておりまして、この３月までに、大臣が定めます中期目標にのっとり、中期計画をそれぞれの法人が

つくることになっておりまして、その中でも、今申し上げました技術開発の目標の明確化及び連携の強化

等々が盛られる予定になっております。  

   

 以下、３点について御説明を申し上げます。  

   



 まず、自給率向上のための技術開発の推進でございますが、水田の高度利用を柱としました土地利用型

農業の確立の基盤であります麦・大豆、飼料作物などの新品種の育成・開発、それから、その開発されま

した新品種の特性を安定的に発揮させるための栽培技術及び高度輪作体系の確立、そのための技術の開発

を行います。  

   

 それから、２点目でございますが、農業研究の基盤でございますイネゲノム等バイオテクノロジー研究

の推進ということに力を入れてまいりたいと考えております。  

   

 まずイネゲノムでございますが、イネゲノム全体で、今、４億３千万の塩基対というのがあるわけでご

ざいますが、これをこれから５年間かけまして、その重要な部分の解読をすべて終わろうということでご

ざいます。あわせて、５年間のうちに 100個以上の有用遺伝子というものを明らかにし、それを利用して

いこうということも進めております。  

   

 イネゲノムのほかに動物ゲノム、特に豚及び蚕でございますが、有用な遺伝子の単離、解析、それのま

た利用ということをあわせてやっていく予定でございます。  

   

 それで、イネゲノム等バイオテクノロジーに関します３番目の事項でございますが、組換え農作物、す

なわちＧＭＯが開発され、それが実用化される。日本では、まだ商業的に栽培はされておりません。唯一、

花ですね。花について一つございますが、食料資源としての形では、まだ栽培はされておりませんけれど

も、それが、やがて実用化されるという段階になりますと、農林水産省といたしましては、それが環境へ

どのような影響を及ぼすか。安全性が確保されるかどうかというようなことにつきましての研究を充実さ

せていこうということを考えております。本年度、この種の会議では初めてだというふうに言われており

ますが、消費者から、遺伝子組換え作物に関しましてのいろいろな疑問というものを聞き出すために、コ

ンセンサス会議というものを開いて、今、進行中でございますが、その中で、消費者からいただきました

いろいろな提言等につきまして、それにこたえるための研究というものについても充実させていきたいと

考えております。  

   

 ３点目でございますが、農業にかかわりますさまざまな環境問題。特に、家畜排せつ物、あるいは木質

系の廃棄物等の有機性資源、すなわちバイオマス資源でございますが、これのエネルギー化を含めた利用、

高度な利用ということを図っていこうということでございます。これまでも、農林水産省、試験研究機関

では、この種の技術につきましては、相当蓄積がございます。来年度は、これを現場に実用化するための

実規模の実証研究というところに力を入れて、現場へお返ししたいというふうに考えております。  

   

 最後に、食糧庁の関係について御説明させていただきます。参考資料３の１の８ページをお開きいただ

きたいと思います。米・麦の需給安定、価格の関係でございます。  

   



 まず、二重囲いの下の二つ目のポツ、麦の民間流通への円滑な移行・定着でありますが、国産の麦につ

きましては、御案内のとおり、12年産から民間流通に移行しておりまして、12年産で 96％、13年産にな

りますと 99％が民間流通に移行する見込みでございます。このねらいといたしましては、政府麦の時代に

常に指摘されてきておりました需要と生産のミスマッチの解消ということがあるわけでありまして、こう

いう形で進んでおりますので、やはり民間流通への移行の定着を図るということが、まずもって重要な課

題であり、それに向けた対応をしていくということであります。その中で、特に生産者と実需者の意見交

換の場なり、機会が拡大してきておりまして、そういったことを通じて、実需者のニーズを反映した生産

の動きも出てきておりますので、そういった取り組みを進めていきたいと考えております。  

   

 それから、次の三つ目のポツ、米の関係でございますが、平成 12年緊急総合米対策を去る９月に取りま

とめておりまして、これに基づいた諸施策を推進していくということでございます。この詳細につきまし

ては、別途配られております冊子の方ですけれども、参考資料１の 54ページ、55ページに詳細が記載さ

れておりますので、後で御参照いただければと思いますが、基本的な背景といたしまして、在庫が対策前

の見通しで 280万トンに上る、こういった状況の中で、自主流通米価格が低下する傾向が続いている、こ

ういう状況があったわけでございます。  

   

 このような背景のもとで、まず１点目といたしまして、やはり在庫について早期に適正化を図るという

ことで、一つは、政府持越在庫のうち 75万トンを食糧援助用に市場隔離をする、こういうことをいたすと

いうことであります。また、今後出てまいります新米、つまり 12年産、13年産に関しましては、12年産

については作況が 103ということで生産オーバー分がございますので、これについて食用以外の処理をす

る、また、これまで以上に隔離効果の高い調整保管を実施するということにいたしております。また 13年

産米につきましては、これまで 96万 3,000ヘクタールという大規模な生産調整を実施してきたわけですけ

れども、これに加えて、５万ヘクタール程度の生産調整の緊急拡大を行うということでございます。  

   

 これに際しまして、非常に限界感がある中での緊急拡大でありますので、それを円滑に進めるためのメ

リット措置として、政府による臨時応急特例的な買入れを実施するということ、また緊急拡大分について

の生産調整の助成について上乗せを行うということ、また稲作経営安定対策についても、そういった生産

調整の緊急拡大の確実な実施というものを前提に臨時応急特例的な措置を講ずる、こういうことを取りま

とめたところでありまして、これに沿った施策を今後進めていくということにしているところでございま

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。  

 それでは、引き続きまして、各省の講じようとする施策のポイントについて御説明をいただきたいと思

います。  



   

○建設省 参考資料４、国土交通省関連ということで、そのうちの建設省関連部分について御説明させて

いただきます。  

   

 まず、御存じのように、建設省といたしましては、農村振興に不可欠な生活環境の整備という観点から

のインフラ整備と、それから、都市部との連携・交流を促進するという広域的な観点から農村における魅

力ある地域づくりを推進する、こういう観点からの施策を整理しております。それで、資料に沿って事項

ごとに簡単に御説明をさせていただきます。   

   

 まず農村の振興に関する施策、そのうちの農村の総合的な振興の部分についてですが、施策のポイント

のところにございますように、まず、農業の振興その他農村の総合的な振興に資する施策というところに

分類されているものといたしましては、産業振興を図る道路ネットワークの整備であるとか、下水道事業

の推進というものがございます。  

   

 それから、農業生産の基盤の整備、生活環境の整備、その他福祉の向上との総合的な推進、ここに分類

されているものといたしましては、例えば交通関係として、地域連携の強化を図るような道路事業等です

ね。それから、交流ふれあいトンネル等々の事業を推進することとしております。  

   

 それから、次の２ページに参りまして、衛生というような観点からは下水道の整備の推進、それから、

文化あるいは住宅・宅地という観点からの住宅関連施策、防災という観点からの床上浸水対策であるとか、

土砂災害防止法の施行などの土砂災害対策であるとか、次の３ページにございますような道路防災対策で

あるとか、こういうものを考えております。  

   

 あるいは３ページの下の方にございますが、今のＩＴ関連ということで、建設省といたしましては、光

ファイバー収容空間ネットワークの整備によるＦＴＴＨ、ファイバー・ツー・ザ・ホームの支援というこ

とを施策として挙げておりまして、要は、民間事業者による家庭やオフィスまでのそういう情報通信ネッ

トワークの実現を支援するために、道路、河川、下水道、おのおのが施設間利用のファイバーの収容空間

を整備したり、それを開放するというようなことから、こういうネットワーク構築を支援しようというふ

うに考えております。  

   

 その下に、下水、災害情報提供のための防災基盤整備、それから、道路管理用情報通信ネットワークの

整備等々を挙げてございます。  

   

 それから、４ページ目に参りまして、事項として二つ目の区分の中山間地域等の振興ということですが、

ここに挙げておりますのは、特に中山間地域等を想定して施策だけを挙げておりまして、もちろん、その



前にありました総合的な対策も、当然、この中山間地域等の振興にもかかわる部分がございますが、限定

的に挙げさせていただいております。  

   

 その中身といたしましては、農業その他の産業の振興による就業機会の増大については奥地等産業開発

道路の整備とか、生活環境整備等では、そこにございますような地域の自立促進、格差是正、福祉向上、

産業開発等のための道路整備の推進等を挙げております。  

   

 それから、三つ目の分類の都市と農村の交流等におきましては、これも再掲の部分がございますが、要

は、地域相互の交流促進等を担うような幹線道路の整備であるとか、ＩＴＳの推進であるとか、その下に

ございますような道の駅とか、次のページに水辺の交流拠点というようなものもございますが、要は、こ

ういうものは交流の拠点整備という観点からの施策でございます。  

   

 簡単でございますが、以上でございます。  

   

○国土庁 国土庁の関係について御説明させていただきます。  

   

 来年、国土庁も国土交通省に移りまして、より広域的な観点からの地方振興という中で農村整備とかか

わることになろうかと思いますが、とりわけ資料の左の表題にございますように、観点としては、都市と

農村の交流ということが基本的には軸足になろうかと思います。  

   

 具体の施策が３点ほど並べてございます。予算的には大変、御存じのとおり、かわいらしい予算で進め

るわけでございますけれども、１番目と３番目が、実は既に 12年度からスタートしている施策でございま

して、１番目が、いわゆる交流・連携のモデル的な事業の上流部、いわゆる構想の策定とか、そういった

段階での動きに対して支援を行うという内容のものでございます。  

   

 それで、ちょっと飛ばしまして、今申しました３番目の方に行きますと、これは最近、ＮＰＯとか、そ

ういういろいろな団体が地域づくりに積極的に活動しておりますが、特にモデル的な団体に対して、尐し

応援しようという活動のための応援を行うというのが３番目でございます。  

   

 それで、間にはさまっております２番が、実は来年度、13年度に新規ということで現在、予算要求をし

ているところでございますが、こういう交流というのはもちろん、いろいろな地域で、活動をこうしたい、

受け入れたい、あるいは、むしろ出向いてこういうことをしたいという双方のいろいろな行き来があるわ

けですが、従来見ますと、若干、各地域からのいろいろな自分を紹介するみたいな発信は非常によくやら

れているんですが、もう尐し、こういう活動をしたいという方の動きとうまくマッチングさせることを考

えた方がいいのではないかということから、都市と農村でそれぞれ発信する、そういう交流の出・入りを

うまく組み合わせるような情報システムを考えたいということで、「地域づくり活動出会いの広場」と、



やや砕けた言葉になっておりますけれども、こういうものを情報システムとして構築していくことを、２

～３年かけてやりたいと考えている次第でございます。  

   

 以上でございます。  

   

○文部省 文部省の関係について、参考資料６に基づきまして簡潔に御説明申し上げます。   

   

 まず、第１点目の食生活指針の定着と実践に向けた取組でございますが、御案内のとおり、文部省とい

たしましても、本年３月の閣議決定に基づきまして、農水省あるいは厚生省と連携いたしまして関連施策

の充実に努めているところでございます。本年の５月には、私ども、食に関する指導参考資料を作成させ

ていただいております。また、８月には国公私立の学校の教職員のみならず、保護者など、関係者も含め

た「生きる力を育む食に関する指導の充実」ということをテーマにいたしまして、食に関する指導シンポ

ジウムを開催させていただきました。13年度におきましても、引き続き、このようなシンポジウムの開催

等を通じまして、食生活指針の普及に努めてまいりたいと思っております。  

   

 次に、農業教育の振興の関係でございます。ちょうど本日午前中に、石破総括政務次官をお迎えいたし

まして、両省の総括政務次官によります文部省・農林水産省の連携推進協議会第３回を開催させていただ

きましたが、この際にも、今後とも農水省と緊密に連携しながら、農業に関する学校における学習の充実、

あるいは学校外での農業・農村体験の機会の充実に私どもも努めてまいりたいと思っております。  

   

 具体的に文部省といたしましては、完全学校週５日制、毎週土曜・日曜日が、平成 14年度から子ども達

が休みになるわけでございまして、地域で子どもを育てる環境を整備するということで、私どもは今、全

国子どもプランを３カ年計画で計画的に推進をしております。その一環といたしまして、子ども達のさま

ざまな体験活動に関する情報提供を行う「子どもセンター」の、いわば全国展開を図っているところでご

ざいますが、具体の事業といたしましては、子ども達が夏休みに２週間程度の長期宿泊を行いながら農業

体験等を行う「子ども長期自然体験村」といったものの設置の促進、あるいは子ども達が農村の自然の遊

びに親しめるよう農業用水路の整備等を行う「あぜ道とせせらぎづくり推進事業」等、農林水産省とも連

携をしながら、このような事業を進めているわけでございますが、多彩な事業を展開しながら、子ども達

の地域体験活動の場の充実に努めてまいりたいと思っております。  

   

 次にインターンシップの関係でございますが、学生・生徒の就業体験活動、いわゆるインターンシップ

というものが、主体的な進路意識の形成、あるいは高い職業意識の形成に資するということで、文部省と

しては、このインターンシップの充実に努めているわけであります。具体的に、中学校、高等学校と産業

界等が連携をいたしながら、組織的に職場体験、あるいはインターンシップを推進する体制を構築しよう

ということで、地域を指定してモデル事業を実施する、このキャリア体験等、進路指導総合改善事業を引

き続き拡充をしていこう。  



   

 そしてまた、農業関係者を始めといたします産業界や、学校関係者が一堂に会しまして共通理解を深め、

先進的なインターンシップの取り組み事例についての情報交換、意見交換を行う高校生インターンシップ

推進全国フォーラムも引き続き開催をしてまいりたいと思っております。  

   

 御案内のとおり、大学、大学院でも、農業、農業関連産業にインターンシップを充実させていただいて

おります。私ども、平成 11年度には、国公私立大学の 135の学部で、農業及び農業関連産業へのインター

ンシップを実施いたしております。引き続き、13年度においても推進を図ることといたしたいと思ってお

ります。  

   

 次に、平成 13年度の新規事業といたしましては、お手元の資料でごらんいただきますと、２ページ目の

ところになるわけでございますが、農業高校などの専門高校と小・中学校との連携推進事業を今要求させ

ていただいております。この事業は、専門高校生の指導によりまして――当然、農業高校も入るわけでご

ざいますが、こういう専門高校の生徒さんの指導によりまして、小・中学生が農林水産業体験や物づくり

等を行うという授業でございまして、このことを通しまして、専門高校生と小・中学生の双方の連携、学

習効果が高まるだろうというふうに私どもは期待しているわけであります。  

   

 あわせて、引き続き農水省と連携いたしながら、農業高校と農業大学校における学習の連続性に配慮し

た教育課程、カリキュラムの編成等、連携方策に関する実践的な研究を今後とも実施をしてまいりたいと

思っております。  

   

 なお、農業高校等の専門高校卒業者の大学への受け入れ、あるいは学校教員への農業体験等の研修の支

援につきましても、引き続き強力に実施をしてまいりたいと思っております。  

   

 大学関係では、先端的・学際的な高度研究教育体制の整備という課題があるわけでございますが、バイ

オテクノロジー等に関する学部、学科等を、引き続き私どもとしては整備に努めてまいりたい。そして、

農学関係企業等と連携いたしまして――高知大学等でも、こういった実践事例があるわけでございますが、

農学関係分野での産学共同の実践的な教育プログラムを引き続き開発をしてまいりたいと思っておるわけ

であります。  

   

 最後に、文化財保護法関係では、農村において引き継がれてまいりました多様な伝統文化の保存及び継

承等の推進を、今後とも、この文化財保護法に基づきまして、その保存・活用に対して必要な支援を行っ

てまいりたいと考えている次第でございます。  

   

 以上のとおりでございます。  

   



○厚生省 厚生省の関係について御説明させていただきます。  

   

 お手元の参考資料７でございますが、先ほど来、農水省、または文部省等の説明にございましたが、厚

生省といたしましても、今年度から新しい食生活指針の普及・定着ということで、「21世紀における国民

健康づくり運動（健康日本 21）」といった推進もあわせまして普及に努める。  

   

 また、国民栄養調査によります普及・定着、それから、栄養成分表示、外食等の成分表示を通じまして

の普及。  

   

 それから、食生活改善普及運動によります普及啓発運動、そして、厚生省のホームページによります普

及啓発ということでございますが、お手元にリーフレットをつけてございます。これは、実は厚生省で食

生活指針の検討会と、新しい指針をつくるに当たって、一般から公募したものから一つ選ばせていただい

たものでございまして、中ほどに、見開きで食生活指針の内容が 10項目等、また実践のためにございます

けれども、その中の一つといたしまして、主食を真ん中に、また主菜・副菜といったものが、端からわた

って食卓にと。家族また一人一人が、皆さん、指針を通じて食生活の改善に努めていただくということを

お願いしてございます。  

   

 これからも、それぞれ３省庁合わせまして、普及に努めさせていただきたいと思っております。  

   

 それから、次の食品の衛生管理及び品質管理の高度化ということでございますが、総合衛生管理製造過

程、いわゆるＨＡＣＣＰの審査体制の充実。  

   

 ①といたしましては、承認審査関連でございますが、平成 13年１月より地方厚生局において総合衛生管

理製造過程の承認、それから、承認申請書類審査の際に、設計図原本の写しの添付など継続して運用する。

それから、承認審査時の現地調査の実施強化ということで、ＨＡＣＣＰが適切に運用されているかどうか

ということでございまして、立入検査等を含めまして、これからも適切に運用していきたい。  

   

 それから、②でございますが、食品衛生監視員に対する教育訓練の充実ということでございまして、食

品衛生監視員に対する講習会の充実を含めまして推進してまいりたいと思っております。  

   

 厚生省からは以上でございます。  

   

○部会長 どうもありがとうございました。  

   

                 

  質     疑  



   

○部会長 以上の事務局からの説明及び資料につきまして、御質問や御意見がありましたら、よろしくお

願いいたします。どなたからでも結構です。  

   

○専門委員 講じようとする施策につきましては、基本計画で大きなフレームが定められておりますし、

それにのっとった形で各論が展開されているというふうに理解しておりますので、そんなに大きく申し上

げることはございません。むしろ、動向編の検討課題につきまして、尐し申し上げたいと思います。その

中に、多尐、講じようとする施策に関連することも出てこようかと思います。  

   

 ただ、一言、二言、講じようとする施策の御説明につきまして感じた点を申し上げさせていただきたい

と思いますが、見直しの検討例を出していただきまして、私も、そういったことを発言した記憶がござい

ますので、大変結構なことではないかと思っております。まだ、これは本当に生の素材が出ているだけと

いうことでございますので、大きなものもあれば、小さなものもあるということもありまして、何でもっ

て大きいか、小さいかをはかるかということは、なかなか難しいとは思いますけれども、一般の方にも、

全体として大局的にどういうふうに動いているかということがわかるような工夫をしながら、おまとめい

ただければありがたいと思います。  

   

 それから、今日の御説明の中にも、いろいろなレベルで連携なり、調整なりが省庁間の間で進んでいる

ということで、大変結構なことかと思いますが、きょうの御説明で申し上げますと、せめて資料ぐらいは

１本にして、後で項目ごとに、ここは厚生省の直接の管轄であるとか、その程度の配慮をしていただいて

もいいのではないかと思います。時間もなかなかない中で調整ということがあるのかもしれませんけれど

も。  

   

 それで、動向編に関連する幾つかの点でございますけれども、一つは、食と農の距離の縮小といったこ

とにも多尐絡むかと思いますが、また、これまでの白書の中でも、もちろん取り上げられてはいるんです

けれども、農産物なり、あるいは食料・食品の流通のルートが非常に多様化しているということについて

強調するようなことがあっていいのではないかと思っております。  

   

 つまり、これは我々農業経済専門の人間の責任でもあるわけですけれども、どうも農産物の市場といい

ますと、全国から集荷されて、それが分化されて、また消費者のもとに一たん集まったものが分かれてい

くというイメージを描きがちで、かつてはそれが主流であったかと思いますけれども、今は、生産者のグ

ループと消費者のグループ、あるいは農協単協のレベルと消費生活協同組合が結びつくといったようない

ろいろな形で、小さな流通のルートがあって、これが全体の農業あるいは農村の活性化なり、あるいは消

費者と農業者、農業の生産現場の距離を縮めるのに随分大きな役割を果たしていると思いますので、この

あたりについて尐し工夫していただければありがたいのではないか。これは、ＩＴの問題なり、あるいは



グリーンツーリズムというものがどこかにありましたけれども、こういった要素とも非常に密接に絡んで

いると思います。産直ですとか、いろいろな動きについて、尐し配慮していただければと思います。  

   

 それから、多面的機能についてでございます。これにつきましては、尐し理屈っぽい話になるかと思い

ますけれども、多面的機能がどういう要素からなっていて、どのぐらいの価値があるかというようなこと

については、これまでの白書なり、あるいは農水省の中からのいろいろな文書の中では明らかにされてい

るわけですが、一番のポイントは、特に外国との交渉ということになりますと、いわゆる多面的機能と言

われている機能が、農業と分離して供給することが非常にコスト高につくか、あるいは伝統文化なんてい

うことになりますと、これは不可能だというふうに考えていいような気もするわけでありまして、要は、

分離供給が非常に難しいということが、恐らくポイントになるのだろうと思います。  

   

 仮に、分離して十分それなりのコストをかければ供給できるということであれば、多面的機能は多面的

機能で別途供給して、食料は外から持ってくればいいという話に、理屈の上ではなるということもありま

すので、別に、今申し上げましたような理屈を書けということは、もちろん申し上げておりませんけれど

も、そういう観点から多面的機能の発現形態といいますか、こういったことについて、尐し深く立ち入っ

てみてはどうか、こんなような気がいたします。  

   

 それから、これは特に、きょうの御説明の資料の中には触れられていなかったかと思いますけれども、

特に、これからの農業の担い手に元気を出してもらうということの中で非常に大事なことは、いわゆる専

業的な担い手ですとか、あるいは法人経営と農協の関係ではないかと思います。それで、全中を初め系統

組織も、こういった方々と、従来、ややもすると、反目し合うと言うとちょっと大げさですけれども、多

尐そういうところがあるところを改善しようということがあるわけです。その意味で、これは白書で尐し、

もしこういうデータがあれば、あるいはデータが収集できるならば、ぜひ取り上げていただきたいという

のは、よく担い手あるいは法人の農協離れということが言われるんですけれども、私は、農協離れは、確

かに、そういう面があるわけですが、必ずしも協同離れではないだろうと思うわけであります。もう協同

は一切必要ない、我が道を行くというのであれば、これはこれで、また別個の考え方をしなければならな

いわけでありますけれども、ある高いレベルの協同をやはり求めておられる法人組織なり、担い手の方は

結構いるのだろうと思います。それに農協が、必ずしもうまくこたえていない。ここは、私はまだ農協の

あり方次第では、十分、農協運動なり農協の中に、一緒に歩みを進めていくことが可能な部分が大きいだ

ろうと思います。したがって、法人組織なり担い手の協同に対するニーズといったようなことを尐し動向

編の中で、分析的な観点から論じてみてはどうかという気がいたした次第でございます。  

   

 長くなるようでございますけれども、もう一、二点。  

   

 これは、先ほど参考資料の１の 54ページ、56ページというふうにおっしゃいましたでしょうか、お米

の総合対策についての御説明があったわけでありますけれども、この点は、今度の白書でもそうでござい



ますし、あるいは、いろいろな機会をとらえて、納税者としての国民あるいは消費者としての国民の理解

をしっかり得られるような説明をしておく必要があるだろうと思います。特に、これは緊急ということで

ありますので、事前には、必ずしも十分な説明がなされているとは言いがたいような気もいたします。マ

スコミの報道の仕方なんかにも、いろいろ改善すべき点があるかもしれませんけれども、いわば緊急避難

的な要素があるとすれば、これは事後的にきちんとフォローする必要があるだろうと思います。  

   

 さはさりながら、そもそものベースとして、今のお米の政策なり、あるいは農産物の価格政策全般につ

いて、やはり、これは１回で終わりということではなしに、何回も、いわばしつこいぐらいにいろいろ、

今の構造といいますか、政策によってどういう構造が起きているかということについて説明をしていく必

要があるのだろうと思います。お米の場合で言いますと、消費者がどういう形で、いわば価格が下がった

ことによる利益を受けていて、生産者が、ある意味ではロスを生じていて、そこへ経営安定対策という形

である種の補償が行われているという、その関係を、やはりきちんと示す必要があるだろうと思います。  

   

 中でも、担い手の農家について、これがどういう形になっているか。ここがもう一つ、非常に今の説明

ということで肝心な点でございまして、大きなマクロのバランスシートを示すとともに、担い手農家にと

って、これがどういう意味を持っているのかということをきちんと示す必要があるだろうと思います。  

   

 こういう情報が、ある意味で浸透しているならば、緊急対策というようなものについても、それが妥当

なものであれば、それなりの理解が得られるのだろうと思います。  

   

 今申し上げたようものにつきまして、実は、この審議会の企画部会の、たしか２月ごろの会合で資料が

出された経緯があるかと思います。これは、なかなか微妙な資料ということもありまして、今申し上げた

ようなバランスシートが出てくると、冷静な議論ができなくなってしまうのではないかという危倶がある

ような気も私はするわけでございますけれども、ここはやはり、むしろきちんと透明性のある政策決定な

り、また、その経過についてきちんと議論するという気風をつくっていくという意味でも、私は、今度の

白書の機会もとらえながら、きちんと提示していく必要があるだろうと思います。  

   

 それから、今申し上げたことと絡むわけでございますけれども、今回の施策につきましては臨時応急特

例ですか、非常に限定的な表現がついておりますけれども、どうもこういう措置は、本質的に緊急避難的

な要素があるとすれば、長期的な政策的な配慮というものに欠けてしまうきらいがあるだろうと思います。

その意味では、これは事後的でも結構ですし、既に相当おやりになっているのかもしれませんけれども、

この政策が必要となった背景について深い分析をしておく必要があるだろうと思います。  

   

 つまり、作況のファクターがどの程度のインパクトを持っていて、あるいは需要の方はどうなのか。ま

た、ミニマムアクセスの影響はどうなのか、あるいは消費者の行動、市場に参加しているいろいろな方々

の行動がどうかというあたりを、数量的に分析することはともかく、きちんと分析をしておく必要がある



だろうと思います。さもないと、臨時応急特例とはいっても、角をためて牛を殺すようなことになってし

まっては困るわけでありまして、そういう意味では、今回の実態も含めてでございますけれども、こうい

った最初のスケジュールにないような政策が出てきたときには、緊急避難という意味では、その場、その

場でいろいろと対応していただくことは結構だと思いますけれども、事後的にせよ、きちんとした分析を

しておくことが大切だと思います。  

   

 長くなりましたけれども、以上でございます。  

   

○部会長 どうもありがとうございました。  

 これに対しての御回答はございますか。  

   

○事務局 御指摘の線に沿いまして対応したいと思います。動向編につきましては、５点ほど御指摘いた

だいたわけでございますけれども、食と農の距離の問題についてはここにも載せておりますし、幾つかの

点で、データ的に難しい点もあるかもしれませんけれども、いろいろ検討してみたいと思っております。  

   

○部会長 ○○専門委員、よろしいですか。  

   

○専門委員 結構です。  

   

○部会長 それでは、ほかに御意見ありませんでしょうか。  

 ○○専門委員、どうぞ。  

   

○専門委員 それでは私から、十分整理して申し上げるわけではないので、お許し願いたいと思います。  

 多くの施策をこんなふうに展開するわけで、そういう面では、きちっとまとめられている、整理されて

いると思います。  

   

 ただ、具体的な実施に当たりましては容易でないわけでありますし、また実施に当たりましては我々に、

具体的実施に当たっての責任みたいなものがかかるわけですから、簡単にものを言って、あと実施できな

いという、なかなか苦しい立場にもありまして、言えば言うほど天に唾するようなものでもあるわけで、

そう思いながら言うわけであります。  

   

 ４つほど申し上げたいと思うんですが、１つは、９ページの方にもありますけれども、農村の振興に関

する施策のところで、二重枠に囲んで「景観が優れ、豊かで住みよいアメニティに満ちた農村とするため

云々」とありまして、大賛成であります。また、10 ページのところにも「緑豊かな田園空間を創造する」

とありまして、そういう観点で施策を展開するのでいいわけですが、こうした一連の農村整備に関連して



優良農地をどう守るかということがあるわけで、一定の基準で転用その他の措置が進むことになりまして、

どうも歯どめがきいていないんじゃないかということを本当に感ずるわけであります。  

   

 その点は、２点目と関連して、建設省の方にも「道路ネットワーク整備の必要性」ということで記して

あるわけで、そうした施策も否定しません。大変大事だというふうに思いますけれども、それにしても、

道路ができれば道路の淵は転用と看板、それから、流通施設、トラックターミナル、スーパーマーケット、

ガソリンスタンド、パチンコ店と、まさに、これが典型の農村の景観になってきているんじゃないかと思

っております。  

   

 今回、我が方、大会の前日にシンポジウムをやりまして、フィンランドからも農業団体の代表が参って

おりまして、フィンランドに比べて日本の農村は美しいなんて言ってくれましたが、えらいお世辞を言っ

てくれたというふうに思っているわけでありまして、率直に言いまして、ヨーロッパの諸国に比べまして

圧倒的に看板とか――アメニティなんていう言葉は、我々は恥ずかしく使えないんじゃないかというほど

農村は、ともかく今、非常に、余り美しくなくなってきていると率直に思うわけであります。本当に一部、

山裾のところなんかできれいだなと思うところはありますけれども、よほど理念があったり、きちっと行

政が対処しているのかなというふうに思いますが、それ以外のところは、それこそ見る影もなくなってき

ているというのが実状ではないかと思うんですね。  

   

 そうした意味合いでの取組は、どこで、どんなふうにおやりになるのかなと思っております。13年度の

政策だけでは、なかなか難しいというふうに思いますけれども、長期的な視点に立ちながら、何か、かな

り基本的な問題の整理も含めて必要になってくると思いますから、その点、よろしくお願い申し上げたい

と思います。  

   

 ３点目は、イネゲノムの問題で整理してありますが、これは、イネゲノムの安全性みたいなものはどん

なふうになるのかという議論が若干ありまして、ともかく研究は続けると。そんな中で安全性の問題は、

そうした研究の過程の中で研究していくという扱いになるんですか。それとも、イネゲノムの安全性の問

題は解決しているということで、その他のＧＭＯの扱いについて議論があるのか、その点、ここは整理さ

れていることかもしれませんが、お聞きしたいと思いました。  

   

 それから、４点目は安定輸入。不足する作物の輸入のことについては、必要性は否定しません。備蓄の

対策も必要だと思いますし、不足した部分についての確保ということは大事な課題だろうと思いますが、

近年の野菜の輸入急増に見られますが、これは天候だけではなくて、構造的な貿易問題があるのではない

かというふうに思うわけであります。このことが、都市近郊の野菜の産地にものすごい重大な影響を与え

ているのは間違いないわけでありまして、そのことが、ひいては環境対策やリサイクルの問題も、家畜排

せつ物の問題とも関連させながら整理されている課題になっているわけでありますが、間違いなく都市近

郊では酪農ができない、畜産ができない、野菜産地が崩壊すれば、という部分ができてくるわけです。と



もかく、それはお互いの関係があるわけですけれども、そういう問題をやはり、これは施策で展開するの

か、それとも、それこそ動向分析のところで問題意識をより鮮明にしていただけるのかと思いますけれど

も、よくよくその点について触れてもらいたいと思っております。  

   

 以上です。  

   

○部会長 どうもありがとうございました。  

   

○事務局 まず、第１点目の農村の景観についての御指摘ですけれども、確かに、おっしゃるように、北

欧、あるいはイギリスとかドイツといったヨーロッパについては、非常に景観に配慮してやっておる。そ

れも、ただ国が上から下に言うだけではなくて、むしろ地域が地元の自治体、それから、住民が一緒に共

同して地域を守ろうと、そして、景観の規制も自分たちでつくろうということで、地域のそういった景観

に対する配慮というものは非常に強いというのが現状でございます。  

   

 やはり、これからの日本においても、当然、こういった美しい農村の景観づくりというのは大変大きな

課題でありまして、看板の問題等いろいろな問題がございます。これについて、先ほども申し上げました

ように、農村の振興の基本計画といったものを各省と連携をし、かつ住民の参加を得ながら、やはり、ど

ういったら地域が、そういったアメニティを守ってやれるのか、検討していくことにしています。それに

伴う地元の負担の問題とか規制の問題も出てまいります。そして、豊かな、また美しい農村の振興を図っ

ていくということで、まず、住民の参加を求めながらボトムアップで、そういった計画づくりと実際の事

業実施を始めたいと思っておりますが、御指摘の点は、まさにそのとおりだと思いますので、これから大

いにやっていきたいと思います。  

   

 それから、農地の確保についても、もちろん、優良農地を確保するということは、食料自給率の向上確

保という面から大変大事なことですので、そういった優良農地の確保については厳しく守りながら、全体

として、地域でそういった土地の利用調整には十分留意してやりたいと思っております。  

   

 次に、イネゲノムの安全性の問題というお問い合わせがございましたけれども、イネゲノムそのものが、

直接安全性の問題とはかかわりなくて、ＧＭＯといいますか、ゲノムの成果が、いわゆる遺伝子組換え作

物に利用された際の安全性の問題だろうと思います。  

   

 まず、我が国の基幹作物である稲に関しまして、イネゲノムの全塩基配列の解明を、今、必死になって、

先ほど申しましたように、５年計画で強力に推進しているわけでございます。それを推進するうえにおき

ましては 10カ国の共同研究、コンソーシアムという仕組みの中でやっているわけでございまして、圧倒的

に遺伝に関します情報というのは日本は強うございます。日本がその中心的役割を果たしているわけでご

ざいますが、米というのは、大変に遺伝情報が整っていると同時に、小麦あるいはトウモロコシといった



ほかの作物とも共通した遺伝子を持っているわけでございますので、これは、いわゆる国際的な戦略の中

で、国際競争に負けない研究というものを日本がやっていくべきだろうというふうに考えているわけでご

ざいまして、おかげさまで世界に先駆けて平成３年度から着手し、平成 12年度からはミレニアムプロジェ

クトの中でも取り上げられてやっているところでございます。  

   

 それから、この成果を今後どういうふうに利用していくかというところが非常に大きな問題でございま

す。これは急がなければならないわけでございますが、御指摘のＧＭＯに関します安全性の問題というの

は２つございまして、１つは食品としての安全性の問題、これは所管が厚生省でございます。それから、

私ども農水省としましては、環境に放出した場合、環境にどのような影響を与えるのかと、いわゆる環境

に対する安全性の問題でございまして、この問題につきましては 10年程前にガイドラインができておりま

して、それに基づいて現在、厳正なる審査をやっている。  

   

 ただし、先ほど申し上げましたけれども、日本では、色変わりのカーネーションにつきまして商業栽培

されておりますが、ほかの作物に関してはまだ――全部で 51件だったと思います。作物に関しまして安全

性が確認されておりますけれども、実際に商業的に栽培されているのは、申しましたように、花が１点で

あるということでございます。  

   

 10年程前につくりましたガイドラインでございますが、最近の新たな科学的な知見というもので、この

ガイドラインを補強するために、今年の春から有識者による委員会を設けております。それで、５回ほど

議論を行いまして、近々、議論を集約した中間報告をまとめていくということになるかと思っております。  

   

 御指摘のＧＭＯの安全性につきましては、消費者も大変に関心の高いところでございますので、その点

については、鋭意、努力をしてまいりたいと思っております。  

   

 次に、安定輸入ということで、動向編の書き方ということの関連もあろうかと思いますが、野菜という

ことでお話がございましたので、動向編の書き方云々よりは、むしろ野菜の現状の御説明ということにな

ろうかと思います。  

   

 確かに、おっしゃられるように、野菜の輸入、ここのところ、品目によるんですけれども、でこぼこし

ながら、ものによっては増えております。もともと野菜の輸入というのは、不作時に輸入されているもの

が非常に多いわけでして、ボリューム的に言うと、生鮮野菜 80万トンのうち、約４分の１近くがタマネギ

ですけれども、今年はタマネギは、５月まではかなり入ってきておりました。昨年が不作だということも

あって入ってきております。それで８月までは、そういう意味では、かなり国内価格は低迷したところが

ございます。それ以降、かなり持ち直してきておりまして、９月で見れば平年の価格に戻ってきている。

これは、産地側において需給調整、産地廃棄ということもしましたし、そういうことを含めての対策をと

っての形になっております。  



   

 多分、輸入で一番、今のところ言われておるのは、ネギなんかが言われておるわけですが、中国との開

発輸入というところがございます。ネギも、端的に申しますと、10年度の大不作の関係で値段が倍ぐらい

にはね上がったのを契機に入ってきているような構造があるわけですが、国内のシェアで言うと、今のと

ころ、ネギで６％ぐらいになっています。  

   

 それで、国産の量はというと、実を言いますと、国産の作付面積が、どちらかというと増えているよう

な構造がありまして、両者相まってと。国産の作付面積が増えつつ、かつ天候がよかったということ、そ

れから、輸入も若干増えているような構造もあって値が、今、230円ぐらいだと思いますが、この値段と

いうのは、実を申しますと、７、８、９年の国産の値段が、大体キロ 230～240円でした。そういう意味で

は、10年が猛烈に高くて、その反動もあっての暴落という感じもしています。７、８、９年も、さほど値

が出た年ではないんですが、ほとんど輸入がなくても 230～240円のオーダーです。  

   

 そういう意味で、輸入の量、実を申しますと、割と騒がれるものについても、実際にシェアを見てみる

と、トマトも割と言われたりしたこともあったんですけれども、１％です。市場の占拠率という物言いが

正しいのかどうかわからないんですが、タマネギで 10数％ぐらいですね。  

   

 そういう意味では、価格要因的に見ると、量的に見ると、やはり国産の作付面積が基本的に落ちていな

いような構造があって、そこと天候要因とがダブルで来ているというのが、一番大きいとは思います。  

   

 加えて、神経を逆なでするという物言いは変かもしれませんが、輸入も増えてきているというところが

ございます。  

   

 ただ、量的に言って価格の影響力から見れば、国産が圧倒的に多いという構造にありますが、それで安

穏としていていいのかというと、そうではないと思います。圧倒的に人件費が安い世界での輸入品になっ

ています。そういう意味では、一つは、ニンニク、ショウガで言えば、すみ分けが一つできておるところ

があるわけですが、青森の大粒のニンニク、あるいは輸入品の小さな粒というようなすみ分け、ショウガ

も値段が倍半分ぐらいになっていますから、いわば一種のすみ分けができているのかなというふうには見

ておりますけれども、そういうすみ分け、あるいは人件費の安い世界に対抗するには、やはり機械化なり、

省力化なりという生産性のアップが要るのだろうと思います。  

   

 そういう意味では、国境措置自身が、基本的にＷＴＯで譲許した構造になっていまして、それをどうこ

うするという構造じゃないものですから、すみ分け、あるいは生産性の向上ということでの対応に行かざ

るを得ないのかなと。それは、将来的には長い話です。 それで、ごく近い意味での価格の低下というこ

とで言えば、量的に申しました、先ほどの国内の作付面積あるいは天候要因というのが最大の原因である

かなというふうに見ております。  



   

 野菜の関係で１点だけ、生産サイドの関係でつけ加えさせていただきたいと思います。       

   

 確かに、いろいろな要因の中で、生産サイドで帰着化という面が出てきているというのは否めないと思

います。やはり生産者も非常に老齢化しておりますし。それで私ども、一つは非常に重たい野菜、ダイコ

ンとか、そういうものについて、今どんどん生研機構なんかで機械が開発されて普及の段階に入ってきて

いますので、価格との見合いもあるんですけれども、できるだけ、そういうものもうまく活用していきた

いなというのが一つございます。  

   

 それから、いろいろな外国の野菜が入ってきた要因、いろいろあるんですけれども、やはり国内でも、

その一つは業務用に十分対応できていないということがございます。やはり国内でも、これはなかなか難

しいんですけれども、うまく産地ごとにリレー的に連携してやっていくと。これは、生産者団体の方と十

分詰めていかなければいかんのですけれども、何とか、そういうことで供給体制、供給力を確保していき

たいと思います。  

   

 それから、コストの関係でも、やはりハウスですね。かなり中国とか韓国はハウスがあって、そういう

ものは日本に入ってきておるわけですけれども、どうしても日本の場合は地震とか台風とかあって、かな

りハウスの値段が高いんですが、今、低コストのハウスということで、従来に比べると相当安いものも――

そういう標準的な設計ができていますので、そういうものも普及して生産コストの削減に努めたいと思っ

ております。  

   

○部会長 ありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

   

○委員 ２つほど質問させていただきたいと思います。  

   

 全体として、大変盛りだくさんの内容を整理して御説明いただいたと思いますが、生産努力目標の達成、

参考資料３－１の１ページですね。それで、水田農業をどうするかというところで１つお聞きしたい点が

ございます。  

   

 水田の高度利用を図って自給率を高めていくというのは、長期的に見れば、これは間違った選択ではな

いし、そうしなければならないと私は思っております。ただ、現在、それがうまく進んでいるかどうかと

いうところは大変気になりまして、いろいろな地域に出かけては話を聞くわけですけれども、既に何回も

出ましたように、米というのは非常に余っていますし、値段も下がっているということで、麦、大豆とい

う話になるわけですが、例えば麦、大豆にしましても、問題としましては、一つは品質ですね。もちろん、

内外価格差というのがあるわけですが、品質です。それで、需要と生産がどれだけ結びつくかというとこ



ろが、一つのこれからの決め手になるのだと思いますけれども、品質で見た場合に、こういった品質のも

のをつくれば、例えば、麦なら麦、大豆なら大豆ですけれども、これぐらい需要があって、ちゃんと売れ

ますといったようなスキームですね。こういった品質で、これぐらい生産すれば、こうなるといったよう

な展望について、どのように考えておられるかということをお聞きしたいと思います。  

   

 あとは、コストということになりますと、一つは、いろいろあるわけですけれども、収量ということが

また絡まってくると思います。このことは、前回も申し上げましたけれども、大豆の収量、日本は 10アー

ル当たり 175キロという非常に低い収量です。日本という気候で、これは宿命かといいますと、試験場あ

たりのデータを見ますと、例えば東北農業試験場なんかでやられているのを見ますと、500キロとか 600

キロという収量がかつて得られているということで、今の平均単収の３倍ぐらいですね。そういったギャ

ップをどういうぐあいに埋めていくかということも大事だと思います。  

   

 そういうことで、水田の高度利用を図っていく上で、麦、大豆というものについて、その需要を確保し

ながら生産を具体的にどういうぐあいに振興していかれるかということについてお伺いしたいと思います。  

   

 それから２点目は、これは私、この委員会の一番最初に申し上げたんですけれども、農業というものの

持っている教育的効果というものも、これから大事ではないかということを申し上げたように記憶してお

りますが、先ほど文部省の方の説明で、それを取り込んだような施策が講じられるということは、私は大

変結構だと。ぜひ、もっと強化していただきたいと思います。  

   

 といいますのは、大学で教育に携わっておりますと、都市型というか、都市で育ってきて、自然とか、

そういったものから隔離されたようなところで育ってきている者が非常に多いわけで、しかも、一方では

バーチャル・リアリティといったような、あれは、バーチャル・リアリティがリアリティみたいになって

くるわけですけれども、そういった教育というのは大学に入ってからどうのこうのというのではなくて、

子どものときに自然に体験してきたものだと。それで、私の非常にささやかな経験でございますけれども、

同じ私のところに入ってくる学生でも、農村から来た者、家で農業を手伝ってきた学生と、とりあえず都

市型で育ってきた者とはかなり違う。全体から言いますと、非常に人間的にバランスがいい。それで、世

の中に出た者を見ていましても、いろいろなところでリーダーシップを発揮している者が多いと。こうい

うようなことを私はかねがね思っておりまして、ぜひ農業の持つ教育効果といったものを教育の中に取り

込んで強力に推進していただきたいと、最後はお願いでございますけれども、以上でございます。  

   

○部会長 時間が来てしまったので、ごく簡単に、恐縮ですけれども。  

   

○事務局 まず麦について、生産努力目標で量的な目標も示しておりますが、あわせて品質面、これは製

めん適性で５％向上、それから、生産コストの削減ということで３割程度の低減を図るということをあわ



せて示しておりまして、この品質なり、生産コストの目標が達成されるということを、いわば前提として

生産努力目標を達成するということにいたしております。  

   

 また、これについて、先ほども申しました民間流通の定着の中で、そういった品質面なり、生産コスト

面の取り組みの促進を図っていきたいというふうに考えております。  

   

 次に、大豆の方ですけれども、確かに単収が低いわけですが、先生が先ほど御指摘されましたように、

地域によって全然違うわけですね。だから、やはり取組姿勢だと思います。それは個人的な取組姿勢とあ

わせて、大豆の場合は排水対策とかいろいろございますので、地域的な取組対策というのが重要だと思い

ます。  

   

 それと、やはり大豆については、いい品質のものを安定的に拡大するということは非常に重要でござい

ます。それで、大豆につきましては、食品用大豆については日本の大豆というのは、外国の大豆に比べて

本当は評価されているわけですね。ただ、品質がちょっとばらばらだったり、ロットが集まらなかったり、

いろいろな課題があるわけでして、そういう課題を着実にこなしていきたいと思います。  

   

 それで、制度におきましても、先ほど申し上げましたように、大豆の制度を、今までの不足払いから市

場評価が反映できるような制度に変えましたし、いろいろ制度的な手を打っているわけです。それ以外の

ものにつきましても、そういった品質の向上に努めていきたいと思います。特に、地域的に産地協議会と

いうものを設けまして、生産者側だけじゃなくて、実需と結びついた形で、それぞれの地域で品種を選ん

でいただいて、それを推進していくということにしています。  

   

 確かに、10年度から 11年度に比べて、例えば交付金大豆は２万トンぐらい増えました。数量は、確か

に二十数％も増えて、価格の方も 9.5％ぐらいの下がりになっていますが、今後とも、実需につながった

ような生産を推進することによって、消費の拡大、販路の拡大ということが可能だと思います。  

   

 それから、教育の関係、今日も文部省と協議会がありましたけれども、今後とも、そういうことで一緒

に連携してやっていきたいと思います。  

   

○部会長 それでは、時間が来てしまったものですから、最後に、会長に一言御挨拶をいただきたいと思

います。  

   

○会長 今日は、盛りだくさんの御意見をいただきまして、それについて、まだ議論したいこともいろい

ろあるんですけれども、それは省略しまして、今日は、せっかく総括政務次官がおいでですので、ちょっ

とお聞きしておきたいことがございます。  

   



 この夏行われた総理府の世論調査結果を、きょう参考資料８で配られておりますけれども、これを見れ

ば、国産の農産物をできるだけ増やしたいだとか、それから、自給率、安全保障について非常に関心が高

いし、また多面的機能についても非常に評価する、あるいは関心が高いということはわかるんですが、唯

一ＷＴＯ交渉、ＷＴＯの問題について非常に意識が低い、アンケートの結果から見ると、異常に低いんで

すね。これは、これからの食料・農業・農村基本施策の一番要にかかわる問題でございますし、そういう

意味も含めて、政府としては、どういうふうな基本政策をとろうとされているのか。  

   

 それからまた、それに対して、どういう対策を具体的に講じようとしているのか、簡潔で結構ですから、

御所見を述べていただきたいと存じます。  

   

○総括政務次官 例の総理府の調査は、設問の仕方にもよるのだろうと私は思っているんですね。そこで、

誤解を避けますために、私は、これは設問と一緒に配れというふうに言っておりまして、答えだけ出して、

牽強付会とは言わないが、我田引水的な議論をするのは避けた方がいいというふうに申し上げているとこ

ろでございます。  

   

 ＷＴＯ交渉につきましては、これは政治的にも絡むことですが、例えばミニマムアクセスの問題につい

ても、本当に国民の利益、農民の利益につながることが何かということを考えていかなくてはいけない。

そこのところをどうやってきちんと、まず議員に説明をしなければいけません。それから、ＪＡの皆様方

にも御説明をしなければいけません。国民の皆様方にも御説明をしなければいけません。要は、先進国で

米を主食にしておって純輸入国なんていうのは、世界中探したって、そうはないわけでありまして、この

国が持っておる特質性というものをよく我々は認識をせねばならんであろうと。  

   

 フードセキュリティという言葉を使っておりますけれども、これは日本が使っている言葉と外国が使っ

ている言葉の中に、実は大きな乖離がありはしないか。食料自給率を上げなければいかん、いかんと、こ

ういうお話をしておりますが、お金があって、消費者の選択があって自給率が低い国と、本当にお金がな

くて自給率が低い国と、それは、実は本質的に異なるのではないかというふうに思っています。   

   

 さらに、これは我が省挙げてやっていることであります。この夏、私も、セネガルですとか、モロッコ

ですとか、フィリッピンですとか、いろいろなところへ行ってまいりました。大臣始め幹部が手分けをし

て世界中を行脚しておるわけでありますが、我が国の主張というものが、どこまで御理解をいただけるか。  

   

 私どもの主張を世界各国に御理解をいただくときに、それでは、日本は何をしてくれるのかと言われた

とき、どのように答えるかというのは、やや整理が必要なんだろうと私は思っておるわけであります。い

きなり自動車の輸出国になれるわけではありません。コンピュータの輸出国になるわけではありません。

農業製品、農業産品を輸出することが第一義的であるという国に対して、我が国は貴国からは買いません。

それは、我が国の生産者に不利益になるからですというような理屈は、そうそう通用するものではあるま



いというふうに思っておりまして、その辺、省内的によく議論を整理いたしまして、何といたしましても、

国内の世論が一致しなければ、こんな話はもつものではございませんので、一所懸命、その辺、努力をし

てまいりたいと思っている次第でございます。  

   

○部会長 どうもありがとうございました。  

 事務局は、本日の議論を十分踏まえまして、引き続き、講じようとする施策及び白書の策定に当たって

いただきたいと思います。  

   

                 そ  の  他  

   

○部会長 なお、前回説明がありましたとおり、来年１月の中央省庁の再編にあわせまして、本食料・農

業・農村政策審議会も再編されるわけでありますけれども、今後の審議の進め方について、事務局ではど

のようにお考えでしょうか。  

   

○事務局 今、部会長からお話がございましたように、食料・農業・農村政策審議会につきましては、来

年１月６日、農林水産省の内局及び食糧庁に設置されておりますすべての審議会が統合・再編をされまし

て、食料・農業・農村政策審議会のもとに入ってまいります。この再編に伴いまして、本日御審議をいた

だきました「平成 13年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の審議につきましても、新しい

審議会に引き継がれることになります。  

   

 その場合、これまで当部会で委員の皆様方の御議論をしていただいたわけでありますけれども、この御

議論を的確に新しい審議会の方に反映をさせていくということが何よりも重要でありますので、的確に反

映をさせていくよう対応していきたいと思っておりまして、具体的には、本日までの審議経過なり概要を、

私ども事務局の方で整理いたしまして、本来でありますと、委員の皆様方にお諮りをすべきことでござい

ますけれども、日程等の都合がございますので、お許しをいただければ、部会長に御相談し、御了承をい

ただいたうえで、来年１月６日以降、発足をいたします新しい審議会の相応の部会で、その最初の会合に

おいて説明を行う、つまり、これまでの議論をベースとして新しい審議会で、さらにそれを深めていただ

くという取り扱いにさせていただいたらいかがかなと、このように考えております。  

   

○部会長 ただいまの事務局からの御提案に対しまして、御質問とか御意見ございませんでしょうか。  

 よろしければ、新審議会への報告内容につきましては私に一任していただいて、事務局と相談の上、ま

とめることとしてはどうかと思いますが、よろしいでしょうか。  

              〔「異議なし」の声あり〕  

   

○部会長 それでは、事務局の方は、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、長時間、議論していただきまして、どうもありがとうございました。本日は、これにて閉会

といたします。  

   

 どうもありがとうございました。  

   

                 閉     会  

 


