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食料・農業・農村政策審議会第20回施策部会

日時：平成19年３月15日（木）10：00～12：00

場所：三田共用会議所 第四特別会議室

おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・○上原部会長

農村政策審議会第20回施策部会を開催します。

本日は 「平成18年度食料・農業・農村の動向 （案）と、それに基づく 「19年度食料、 」 、

・農業・農村施策 （案）について審議をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま」

す。

本日は、里吉委員が欠席しております。それから、生源寺委員は後ほど遅れてこちらに

お見えになります。

いつものとおり本日の施策部会は公開されておりまして、一般公募による傍聴の方もお

見えになっております。

それから、皆様方に配られている資料、議事録等につきましてはすべて公開されること

となっておりますので、ここでご確認をいただきたいと思います。

福井大臣政務官がお見えになる予定ですけれども、後ほどお見えになってからご紹介し

てごあいさつをお願いしたいと思います。

早速審議に入りたいと思います。

、 、今回の施策部会は 19年度の食料・農業・農村施策について審議をする場ですけれども

ご承知のとおり、食料・農業・農村の動向を考慮してこれを作成することになっておりま

すので、今日は動向編とその施策を合わせて事務局からご説明いただきまして、それでい

つものとおり動向編の章ごと、つまり食料・農業・農村の各分野ごとに審議していきたい

と思います。

今日は、動向編と施策編を議論する本年度 後の施策部会となり、なるべく結論に近い

方にもっていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。

質疑等の時間を確保するため、事務局には申し訳ないのですけれども、説明を少し短め

にお願いしたいと思います。短めといってもあまり端折られても困りますけれども、とも

かく私が理解する程度に短く説明をお願いします。

、 。○中村情報課長 それでは 説明に入ります前に資料のご確認をお願いしたいと思います
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お手元に資料１と２、それから参考資料といたしまして１から３まで配布させていただい

ておりますのでご確認いただきたいと思います。

それでは、説明に入らせていただきますが時間も限られておりますので、参考資料１の

「動向の概要 （案）と資料１の「施策のポイント （案 、その２つの資料でご説明させ」 」 ）

ていただきます。

まず、参考資料１の「動向の概要（案 」という資料をご覧いただきたいと思います。）

表紙をめくっていただきますと目次がございますが、全体は第Ⅰ章から第Ⅲ章に大きく分

けてございますけれども、その冒頭に 近特に関心が高く、また重要であると考えられる

事項につきまして、トピックスとして記述しております。ここの部分は各章の該当部分の

要約的な意味合いもございます。

１枚めくっていただきますと、トピックスの１番目の項目で「食料自給率向上の意義と

効果」がございます。わかりやすいように一番下の記述にございますように、ごはんを１

食につきもう一口食べると自給率が１％向上するといったこと、それから、国産農産物の

消費拡大は二酸化炭素の排出量の削減につながり地球環境にやさしいといったことを紹介

しております。

また、本文では食料輸入が止まった場合、国内生産のみで国民１人１日当たり2,020キ

ロカロリーの熱量供給が可能でございますけれども、現在の食生活とはかけ離れたものに

なるといった試算も紹介しております。

右のページは２つ目の項目の「担い手への施策の集中化・重点化」でございます。担い

手への支援策の概要を上の方で示しております。下には参考となりますよう新規就農者が

担い手になるまでの経緯やキャリアパスについて紹介をしております。

めくっていただきまして 「バイオマスの利用の加速化と地球環境対策」としてまとめ、

てございます。世界各国でバイオ燃料の生産、利用が進展しておりますけれども、真ん中

にありますような工程表を作成いたしまして２月に安倍総理に報告をし、国産バイオ燃料

の大幅な生産拡大に向けて取り組んでいくことをまとめてございます。

それから、右側４つ目の項目は「農産物等の輸出促進の動向」でございます。2013年ま

でに輸出額を１兆円規模とすることを目標に「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を

実施するほか 「海外日本食優良店調査・支援事業」を新たに行うことを紹介しておりま、

す。

なお、下の方にありますように、2006年の輸出額は3,741億円と５年前に比べまして５
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割増という状況になっております。

それから、めくっていただきましてトピックス５つ目の項目 「農業の有する多面的機、

能と農村資源の保全・活用」というところですが、ここでは農業、それから森林、水産業

の有する多面的機能をわかりやすく紹介いたしますとともに 19年度から開始されます 農、 「

地・水・環境保全向上対策」の実施について説明をしております。

右側の「都市と農村の共生・対流の促進を通じた農村地域の活性化」でございますが、

共生・対流の形態が多様であることを図解いたしますとともに、その促進のためには団塊

世代が現役時代に蓄積をいたしました知見なり技術を経営に取り込んでいきまして、農家

経済の向上につなげることが重要だといったことや、さまざまな関係者が多様な連携を図

ることが重要であるといったことを紹介しております。

１枚めくっていただきまして、第Ⅰ章が始まりますが、 初に「世界の食料事情と農産

物貿易交渉」という部分でございます。上の方では地域別の農産物貿易額の変化を示して

ございますが、近年では中国やブラジルなど、経済成長が著しい開発途上国で農産物貿易

が拡大しております。

また、下のグラフでは農産物の貿易率が低く、特定の国や地域が大きな割合を占める構

造であるといったことを示しております。

それから、右のページにございますように、期末在庫率の低下、需要の増大、生産の不

安定要因、それから燃料用エタノール需要の増大等から世界の食料需要がひっ迫する可能

性がございまして、国内農業生産の持続的な発展を基本とすることが重要であるというこ

とを指摘しております。

次のページをごらんいただきたいと思いますけれども、我が国が世界 大の農産物純輸

、 、 、入国で 農産物輸入が特定の国に依存しておりますので 国内農業生産の向上を図りつつ

安定的な農産物輸入の確保を図ることが重要な課題であると指摘しております。

それから、右のページでは、ＷＴＯの農業交渉の経過と交渉に臨む我が国の考え方を紹

介しております。

次のページでは、ＥＰＡ、ＦＴＡをめぐる状況を外観いたしまして、特に日豪ＥＰＡに

関しまして農産物関税の撤廃の影響が８千億円になるといったことも明記しております。

12ページからは「食料消費と食料生産の動向」という部分でございますが、近年、畜産

物や油脂類の消費の増加、米の消費減少が見られまして、食料自給率の低下に結びついて

いることを紹介しております。
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下の方で、ライフスタイルの変化が食の外部依存の傾向を高めていることを示しており

ます。

めくっていただきまして、単身世帯が今後増加することが見込まれる中で、食の外部依

存の傾向が強まる可能性がございます。このため、食品産業と国内農業の連携強化が重要

であるということを指摘しております。

14ページからは農業生産の状況を概観しておりますけれども、生産のピークは昭和60年

ごろで、米を中心に減少傾向にあるということです。

下のグラフにありますように、副食となる品目につきまして消費と生産のバランスが崩

れてきているということでございます。

めくっていただきまして15ページでは、トピックスで取り上げました食料自給率につき

ましてより詳しく説明しております。15ページは食料自給率の推移、16ページでは食料自

給率の長期的な低下は食生活が大きく変化し、国内生産では供給が困難な農産物の輸入の

増加が影響しているということを示しております。それから、輸入の影響に関連いたしま

して、下の「＊」のところにありますように、バーチャルウォーターの試算値等も示して

おります。

次に17ページでは自給率の１つのポイントでございます飼料自給率につきまして、稲発

酵粗飼料、飼料用米の取組の重要性、下の方に具体的な事例もございますが、それを示し

て説明をしております。

それから、右のページでは食料自給率目標45％の達成に向けた行動計画に基づく取組状

況等について点検、検証を行って工程管理を実施しておりますが、国民一人ひとりの食生

活のあり方に影響されますので、食料自給率が身近なものとして認識されることが重要で

あるというように記述しております。

１枚めくっていただきまして 「食品の安全確保の取組」です。農場から食卓までの安、

全確保の徹底が必要でございまして、農林水産省をはじめといたします関係府省の取組を

整理して示しております。また、動植物防疫等の取組では、宮崎県等で鳥インフルエンザ

が発生しましたが、それに対する対応を紹介いたしますとともに、右のページにございま

すように、鳥インフルエンザウィルスと新型インフルエンザウィルスの関係を明らかにい

たしまして、アジア各国への積極的な国際貢献を行っていることを紹介しております。

それから、21ページからは「食育の推進」でございます。メタボリックシンドロームの

状況、孤食、朝食の欠食の状況等がございます。
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右のページでは、市区町村における教育ファーム、こういった取組のさらなる推進の必

要性について記述をしてございます。

１枚めくっていただきまして23ページですが 「地産地消の推進」です。地産地消で購、

入後の満足度が価格、数量といった面で高くなっているということを示しています。

下の方では地産地消を３つの活動に分けまして、それぞれの課題解決に向けて柔軟性、

多様性を持った取組が重要であるということを指摘しております。

１枚めくっていただきまして25ページから「食品産業の取組」です。生産から飲食費の

終消費に至る流れというものをここに図解してございます。国内生産12兆円から出発い

たしまして80兆円となるわけでございますが、ここでは革新的な生産技術や経営ノウハウ

を導入した農業ベンチャーの事例を下の方で紹介しております。

それから、右のページにございますように、食品廃棄物等の発生量の抑制、これはちょ

っと進んでおりませんので、その抑制を進めるといったこと、それから、再生利用等実施

率が52％に上昇しておりますが、今後個別の業種、事業者レベルで向上させることが必要

になっているということを記述しております。

それから、東アジア食品産業共同体構想の推進についても記述をしているということで

す。

１枚めくっていただきまして27ページからは第Ⅱ章で、農業について記述してございま

す。農業総産出額は米の産出額の減少による影響を受けまして減少傾向にあること、それ

から、農家の所得の状況を説明しております。

右のページでは農家戸数、農業従事者の状況をお示ししております。

続く29ページは、新規就農者が増加傾向でございますけれども、半数を60歳以上が占め

ておりまして、若者や団塊世代等の再チャレンジに対してきめ細かな支援が必要というこ

とを記述してございます。

それから、右のページにございますように、女性農業者の状況につきましては今回新た

に項目を立てまして、家族経営協定を中心に説明をし、女性農業者の役割を適正に評価し

て参画を推進することが必要としております。

１枚めくっていただきまして「外国人労働者の動向 。これにつきましても今回新たに」

項目を立てまして増加傾向にございます外国人労働者や研修生の人数等の現状、さらには

制度の目的にはちょっと反しますけれども、研修生に労働力として期待する傾向があるこ

とについて記述してございます。
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右のページでは「担い手と農業経営の動向」ということで、認定農業者と集落営農がそ

れぞれ増加傾向であること、それから、ページめくっていただきまして次のページでは、

規模拡大の状況について分析を行ってございます。

右の34ページですが、耕地面積が減少しているという状況、それから、耕作放棄地につ

いての分析、担い手への農地利用集積、企業等の農業参入の状況、そういうことを説明し

ています。

１枚めくっていただきますと、いよいよ19年産から始まる品目横断的経営安定対策に向

けた取組を紹介しております。

右のページからは品目ごとの状況を記述してございますが、36ページでは22年度までに

米づくりの本来あるべき姿の実現に向けた米政策改革の推進につきまして、次の37ページ

では新たな野菜対策、果樹対策の概要、畜産経営安定対策の見直しについて記述してござ

います。

それから、38ページから39ページにかけましては、５年で２割のコスト縮減目標に向け

まして生産コスト等の現状を分析いたしますとともに、食料供給コスト縮減アクションプ

ランに基づきます具体的な取組につきまして、新たに項目を立てて紹介をしたということ

でございます。

「 」 。 、右側の40ページからは 新境地の開拓に向けた多様な取組 を記述しております まず

高付加価値な農産物生産の取組や直売、契約栽培等の起業によります多角化の促進を図る

ことが重要であることを記述いたしまして、本文では６次産業化の事例を紹介しておりま

す。

１枚めくっていただきまして41ページでは 「知的財産の戦略的な創造・保護・活用の、

取組」を進めていることを説明しております。

右のページからはバイオマスの関係でございますが、世界各国の利用の取組と我が国の

現状を紹介し、次の43ページにございますように、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向

けた工程表の作成、総理への報告について記述をしております。

また、下の方にございますけれども、我が国の平均気温が100年当たり1.07℃上昇して

おりまして、温室効果ガス排出削減対策、森林吸収源対策等の地球温暖化対策の推進が重

要であるということを記述しております。

44ページは農産物の輸出の促進ですけれども、中国を中心としたアジア向けの輸出の伸

びが顕著でございまして、１兆円規模とする目標の達成に向けまして、次のページの下の



- 7 -

方、45ページの下の方に書いてございますが、品目ごとに輸出先として期待される相手国

を明確にし、課題を明確にした上で総合戦略を策定する必要性といったことについて記述

しております。

続く46ページは「環境保全型農業の推進」につきまして、エコファーマーの認定件数、

それから有機農産物の格付数量等を示しつつ、集落、地域全体の取組による面的拡大の重

要性について記述をいたしております。

めくっていただきまして47ページからは、いよいよ第Ⅲ章の農村の部分に入るわけです

が、まず我が国が人口が減少局面に入る中で、地方圏の人口が社会減に加えまして自然減

にもなっているといったこと、それから、地方圏から人口移動していること、それぞれの

地域内におきましても中心都市へ人口が移動していること、そういったことを紹介してお

ります。

右のページでは、そうした中、集落構造の変化による集落活動への影響、市町村合併に

よる地域活性化の取組への影響といったことについて説明している部分でございます。

１枚めくっていただきますと、鳥獣害被害が非常に深刻な状況でございまして、地域住

民が一体となって被害防止に取り組む、それから国、自治体等が連携しつつ的確に支援す

る必要性につきましてここでは事例を含めまして記述をしております。

右のページでは「社会生活基盤の整備状況」につきまして、いまだ都市部と農村部で格

差が存在しておりますが、特に情報通信基盤を活用し地域活性化に結びつけていくことが

重要であるということを記述しております。

１枚めくっていただきまして51ページからは活性化に向けた取組について記述してござ

います。 初に農業と食品産業は車の両輪となって地域経済を支える役割を果たしている

わけでございますが、この関係が 近薄れる傾向にございます。

そこで、右のページにございますように、両者の連携強化が重要であるとして、優良事

例の分析をしております。それから、下の方にございますように、このような取組が農林

水産業の生産増に加えて関連産業における生産の誘発、消費の拡大といった波及効果があ

るといったことを説明しております。

次の53ページからは農村資源の関係でございますが、農村にはさまざまな地域資源が存

在しておりまして、多面的機能を発揮しております。農業生産活動の停滞等によりまして

その発揮に支障を生じる懸念がございます。右のページにありますように、農家戸数の減

少、混住化の進展等の農村集落の構造変化が集落主体の維持保全を困難にしているという
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状況も記述しております。

その上で、次の55ページにございますように、19年度から始まります農地・水・環境保

全向上対策の概要、それからこれまで行ってきましたモデル地区における資源保全向上に

向けた取組状況を紹介しております。

右のページでは農業産出額の３割を占めます都市農業の重要性について、新たに項目を

立て、生産面だけではなく交流の場や災害時のオープンスペースの提供等さまざまな役割

を紹介し、振興の重要性を記述しております。

次のページでございますが、市民農園の開設状況や具体的な取組事例を説明いたしまし

て、ニーズに応じた市民農園の整備促進が必要であるということを記述しております。

それから、右のページからが「都市と農村の共生・対流の促進」でございます。共生・

対流にかかわる意識や定住の願望を充実するために必要な事項、地方公共団体の支援策と

いったものを紹介しております。

１枚めくっていただきまして59ページでは、農業体験学習の必要性が認識されて、いろ

いろなところで取組が進展しているわけですけれども、時間が不足しているとか、農園が

確保できないとか、学校や教師の農業に関する技術、情報が不足しているといったような

ことが課題であるということを整理しております。また、ここでは農・環境・医療の連携

に向けた北里大学と相模原市の取組を紹介しております。

後に、60ページにございますように、地域の活性化に当たりましてはＮＰＯ等の多様

な主体の参画が重要であることを記述しております。

以上で「参考資料１」の説明は終わりまして、次に「資料１ 、横向きの「 平成19年度」 「

」（ ） 」 。食料・農業・農村施策 案 のポイント という資料をごらんいただきたいと思います

これは上の方に書いてございますけれども、平成19年度の予算案、今国会提出予定法案等

の概要を食料・農業・農村基本計画の項目等を踏まえまして設定されました構成に沿っ

て、関係府省のご協力を得てとりまとめたものが「資料２」ですが、そのポイントを示し

ているということです。内容の説明は省略させていただきたいと思います。

以上でご説明は終わります。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、審議に入りたいと思いますが、ただいま福井大臣政務官がいらっしゃいまし

たので、ごあいさつをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

おはようございます。食料・農業・農村政策審議会第20回施策部会の○福井大臣政務官
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開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

今、事務局からご報告をさせていただきましたが、私から今の地方の現状をせっかくの

機会ですから少し報告させていただきたいと思います。

まさに「国、グローバル化して山河破る」といいますか、太平洋戦争と逆の状況でござ

います。グローバル化してトヨタは世界一になる。そして、地方でも輸出産業のある地域

は活況を呈している。しかしそれ以外のほとんどの地方ではまさに虚無と絶望、ネグレク

、 、ト(neglect) され 放っておかれているというような気持ちが今日本を覆っているという

そんな状況でございます。

国はグローバル化し西洋に追いついたけれども、しかし日本の特に農村社会においては

心も乱れに乱れていると、そんなことだと思います。したがって、今私たちが想起すべき

は、柳田國男も思想家であったということだと思っております。吉本隆明という方が年と

って日本の思想史をアンソロジー (Anthology) としてまとめると柳田國男が一思想家と

して載っているわけです。農水省出身で随筆家としか私自身は思っていなかったのですけ

れども、実はこの方を通じて生きざまとか文化文明、心のさまでいわば指導した、日本人

のあり方を指導したのが農水省出身の役人であったということ。そして、二宮尊徳も実践

の新田開発をしながら、実践の農村開発をしながら道徳と経済の関係について、まるで右

足と左足が50％ずつ体重を乗せるかのごとく、やはりもうけなければ道徳もないし、道徳

ない経済は犯罪であるというようなこともずっと教えていくということに思いを非常に強

くしております。

特に地方から、農村社会の生き方から日本が変わっていくという時代に直面しているわ

けでございますので、この（白書の）行間に眼光紙背に徹すれば、これは単なる白書では

なくてこれは思想書であるというふうにぜひ高めていただくように、委員の皆様にはぜひ

今日ご指導いただければ本当に幸いでございます。ごあいさつというよりは報告とさせて

いただきたいと思います。

今日は本当にご苦労さまでございます。ありがとうございました。

。 、○上原部会長 どうもありがとうございました 非常に示唆ある問題提起でございまして

本当は時間があれば今政務官のおっしゃられたことも審議の対象としたいのですけれど

も、今日は省きたいと思います。本当にどうもありがとうございました。

それでは、早速審議に入りたいと思います。

今日は「 食料・農業・農村施策（案 」のポイント」について審議を行うのですけれど「 ）
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も、まず委員の皆様方には、動向編との対応を示したもの（参考・一枚紙）が配付してあ

ります。主として食料分野、農業分野、農村分野の３つに分けて議論したいと思います。

食料分野は主として時計文字Ⅱがここにきております。それから、時計文字Ⅰ－１と 後

のⅤですね。それから、農業分野が時計文字のⅠ－２、それからⅢが中心となっておりま

す。それから、農村分野が主としてⅣが中心となっております。一応これに分けて審議し

たいと思いますが、今までの傾向から見ますと分野を越えて議論が出てきますので、そう

いうふうになりましたら部会長権限で整理させていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

それでは、まず食料分野の方からいかがでしょうか。それでは、横川専門委員。

全部がきれいにまとまりすぎていて何を中心にやるのかよく伝わって○横川専門委員

こない、説明を聞いていてそう感じます。その理由の１つは「自給力」という言葉が１つ

もなかったからだと思います、出ているのかもしれませんが話の中にはなかったようでし

た。

長期的に日本の将来を考えたときに、食料安保等の観点から「自給率」と同時に「自給

力」つまり、どのくらいの食料を生産可能なのかということが必要になってきますが、そ

のためのお金は使わないのでしょうか 「国を守る」という意味でお金を使うことも必要。

なので、自給力の確保を含めて、国はどうしていくのか、もう少し明確に出す必要がある

と思います。

２つ目は、ＥＰＡとの関係です。貿易上やむを得ないのですが、振り子が大きく振れす

ぎていて、実施によって食料自給率が12％に落ちるという説がありますね。40％が12％ま

で落ちるという数字が実際に出ている。10年前に食料自給率を45％にしようと言ったのに

今でも40％です、そして、先を見ると40％すら確保できないので本当にこのままでいいの

か非常に心配です。ＥＰＡを含めた自由貿易問題についても、もっと国として考えないと

いけないところへ来ているのではないかと思います。

それから、飼料自給率についてです。輸入に頼りすぎているばかりでなく、空いている

土地で飼料をつくって国内飼料で豚や牛や鳥を育てるという考え方をもっと取り入れない

といけないと思います。100％近くの飼料を輸入して動物を飼う状況を変えずに自給率が

上がるはずはないのです。遊休地の利用や減反問題を踏まえて、はっきりと方向を打ち出

す必要があります。特に、バイオ燃料の関係でトウモロコシの価格が２倍にも上がってき

、 。 、ており 配合飼料というのはこれからどんどん価格が上がる可能性があります ですから



- 11 -

、 、日本で飼料をつくることについて もっとお金と時間をかけて取り組まなければいけない

そうでないと問題は解決しません。

もう１つ、廃棄物について申し上げます。私は外食産業の立場で申し上げますが、廃棄

、 。物処理の件では 外食も今年の４月から廃棄物の20％削減が各企業に義務づけられました

そこでいろいろ取組んでいますが、やるとなると法律が邪魔でできなくなることがありま

す。環境問題と廃棄物の県間移動の問題とか、ごみか材料か資源かというところの定義す

らおかしい。時代がどんどん変化し、食べ残しはリサイクルすれば資源となるのに、未だ

にごみという感覚から抜けていない法律の整備状況です。システムの構築が遅れていて、

企業が努力してもできない理由には、法律や役所に関係することがいっぱいあるのです。

やれと言うなら、やれる環境もつくらないといけない、特に廃棄物の流通システムをどう

するのか、ぜひ明示していただきたい。

加えてもう１つ。野菜加工流通システムがこの中にあまりないようです。本当に自給率

を上げるためには、国産の農産物をどこかで加工をして消費者に届ける加工システムと流

通をくっつけていかないといけません。食品廃棄物についても採れたところ、産地の近く

で加工すればレタスの葉っぱもキャベツの葉っぱも根っこも全部、農家に、土に戻ります

ね。それを東京まで運んできて東京で加工するから東京都の廃棄物となってしまうわけで

す。そういう意味でいくと、本当に廃棄物を減らす仕組とは何かということを根本的に考

えないといけないと思います。

ということも含めて、問題山積のまま表だけきれいにまとめてあるのではないかという

不安を、この説明を聞いていて感じます。

以上です。

ほかにどうぞ、幾つか意見が出たところで事務局から情報等いただきたい○上原部会長

と思います。

大木委員。

横川専門委員に関係することですけれども、まず、今説明いただいたこの施○大木委員

策の取組状況とか課題というものは、要するに国民的な関心、理解を一層深めてもらうと

いうねらいということで、いろいろと分析があったりしてわかりやすくなっているな思い

ます。しかしながら、先ほどのＥＰＡとかＦＴＡのことに関しては、ここに説明はきちん

と８億円とこういうことがありますけれども、これを消費者から見た場合 「ああこうな、

っていて大変なんだ」と訴えているようにはなかなか理解できないのです。先ほど「身近
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に感じることが重要です」というごあいさつがあったと思いますけれども、これを見ただ

けでは、私たちにはわからない。

例えばですね、消費者というのは自由化すれば価格が下がって消費者のメリットがある

のではないかとそういう意見も確かにありますけれども、そうではなくて一方で日本の農

業の崩壊というリスクもあるのだということであれば 「こんなことするよ」というので、

はなくて、そこがしっかりとわかるような消費者に訴えるような書き方があってもいいの

ではないかなという感じがします。ここら辺のところ、難しいでしょうけれども、消費者

に理解できるように、そこのところを突っ込んで書いていただきたいなと思います。

どうぞ、ほかに食料分野を中心としてございましたらどうぞお願いしたい○上原部会長

のですが、いかがでしょうか。

それでは、陽専門委員、お願いします。

食料生産だけにかかわらず、今、原理的なというか根本の話が出ている場○陽専門委員

面があったと思うので、一言申し上げます。

初のとき、どのような切り方で白書をつくるかという話をしたことがありました。こ

の白書のつくり方は、例えば自給率であるとか、体質改善であるとか、活性化というふう

な形で書いてあります。今のような意見が出たのは、やはりフォーカスの当て方が違って

いるのだろうと思います。違う形で書かれていないからそういうふうに見える場面も出て

くるだろうと思います。この白書のクライアントはだれであるのかという話がきちっと整

。 、 、理されているのか 政府が今回の年度のまとめとして出すのか 消費者に対して出すのか

生産者に対して出すのか、あるいは日本国家がどういう形で生きていこうというふうな形

で出すのか。この点が私にはシャープに見えない。これが１つです。

それから、もう１つは連携という問題が至るところにあるわけですね。例えば食の連携

とか共生とか、農医連携とか。新しい時代は連携の必要性があります。それらのことがそ

こら辺にばらばらに出ているのです。先ほどのＦＴＡ、あるいは消費者とどう連携するか

というコンセプトもそうです。今、それぞれのお二人の委員から出た意見をもう少し違う

形で切れば、それなりの姿が現れてくるのだろうと思いました。

抽象的な話ですけれども、そのことがやはり誤解を生んだり理解してもらえなかったり

する原因ではないかと思います。次の年度の白書にもそのことを考えていただければもっ

といいものになるだろうと思います。個々の問題は非常によく調べ上げられている。 後

にどうするのという話がもしあれば、それなりにさらによくなる。 後のパンチが必要で
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す。そういう書き方がうまくできていればきっともっとよくなります。

どうぞ、ほかに。駒谷委員。○上原部会長

私が（この施策部会委員の中で）ただ一人の生産者ですので。農業の現場で○駒谷委員

農産物のコストを下げようというときに、前にもお話ししましたけれども、ここにいろい

ろと書いてありますが、生産現場でいえばやはりコストが一番下げられるのは生産量を上

げることなのですね。ですから、日本の国として例えば米にしても小麦にしても、世界の

レベルからいくと日本の10アール当たりの収量はどのくらいになっているのかということ

を見て、品種改良というものをきちっとしていただく。同じ農業をしていても生産量が上

がればかなりコストは下がるわけです。

ですから、前にもお話ししましたように、国策として農産物の品種改良に力を入れてい

ただいて、そして我々が農村現場で生産しても同じ努力をしても生産量が多ければそれだ

けコストが下がるのです。この資料ではそれが見えてこないという部分がありますので、

その辺をひとつしっかりとお願いしたいと思います。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、この段階で事務局からお答え願いたいと思います。まず大きく幾つかに別け

ます。１つは自給力と自給率の問題ですが、お願いしたいと思います。

今何点かご指摘がございましたので、参考資料２の「食料・農業・○池渕情報分析室長

農村の動向 （案）をご覧いただきたいと思います。まず、自給力というお話がございま」

したけれども、トピックス、５ページを見ていただきますと、これは食料自給率の向上の

。 、「 」意義と効果というところでございます ５ページの右下の方に もし輸入が止まったら

ということで、国内生産のみでどれくらいの熱量供給が可能であるかという試算がござい

ます。それでその絵にございますようないも類が中心となって肉とかそういったものがあ

まり食べられなくなるというようなことを試算しております。

ここで強調したかったのは、日ごろから不測の事態に備え、農業生産体制を確保してい

く必要があるということです。

それから、１枚めくっていただきまして７ページに、実際の食料自給率を上げるための

取組への効果ということで、先ほどご説明しましたようにごはんを１食につきもう一口食

べると供給熱量ベースで１％自給率が向上するといったことが書いてあります。その 後

の方に、食料自給率の目標の達成に向けて平素から食料供給力の強化を図ることは国内生

産の増大や不測時における食料の安定供給につながると。これはひいては世界の食料自給
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の安定につながるという結論になっております。

ここではトピックスということで要約しておりますが、54ページの自給率のところで食

料供給力の話は細かく記述し 「国内農業の食料供給力を強化していくことが必要」とい、

う記述で締めくくっております。ここは自給率のまとめでございます。

それから、飼料自給率につきましても50ページと51ページに記述しております。ここで

は飼料自給率のこれまでの推移が50ページに書いてございまして、51ページには自給率の

向上に向けた様々な取組について記述しております。

基本的に粗飼料につきましては国内で自給可能であるということで、事例にもございま

すように、稲の発酵粗飼料の生産拡大とか国産稲わらの飼料利用の促進が重要であるとし

ております。

それから、一方では、飼料用米の取組、試験ほ場の成績では主食用の1.5倍から２倍相

当の超多収品種が開発されているといったことも記述しております。採算面からはさらな

る多収品種の開発が重要といったことも記述しております。

、 、 、 。それから ＥＰＡにつきましては ちょっと戻って恐縮ですが 37ページにございます

先ほど概要のところではごく簡単に書いてございましたけれども、ここで豪州産の農産物

と我が国の輸入の関係、それから豪州産農産物の関税が撤廃された場合の影響が大きいと

うことをできる限りわかりやすくここでは記述しているつもりでございます。今のご指摘

を踏まえまして、またそこはどのような書きぶりができるかは少し検討させていただきた

いと思っております。

それから、１枚戻って恐縮ですが、34ページに「関税の持つ意味」ということで、ちょ

っと字が小さくて恐縮ですが、その中で関税がどのような性格を持っているのかというこ

とを記述しております。その真ん中から少し下に、下から６行目になりますけれども、仮

にこれらの品目の関税を撤廃した場合の影響について農水省が試算したものを記述してい

ます。その中で、農業生産額は４割減少する。それから、先ほどございましたように、食

料自給率は40％から12％に低下するといったようなことをここで紹介しております。そう

いう意味でここで関税の持つ意味、関税というのが非常に大きな意味を持っているという

ことを記述しております。

それから、今の自給力との関係で、先ほど駒谷委員からの単位面積当たり○上原部会長

の収量、生産規模の拡大という点についてはいかがでしょうか。自給力との関係で、とも

かく反収を上げるというそういうストラテジー（Strategy）をもう少し明確にしてほしい
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と。しかし、これよく見たら書かれてはあるのですけれども。そこのところをちょっと確

認をお願いしたいと思います。

それからもう１つ、廃棄物流通がありましたね。これはちょっと今の段階ではいかがで

しょうか。

それでは、総合食料局次長。

横川専門委員から、特に食品廃棄物だと思うのですが、捨てれば○佐藤総合食料局次長

ごみになるがうまく使えば資源であると。そこをうまく使えということで、先ほど20％と

いうお話ございました。これは平成13年から施行されております食品リサイクル法による

目標かと思います。これにつきましては実は横長の「資料１ 、そこに中身ではなくて少」

ししか触れられていないのですが 「資料１」の７ページの中ほどに「 ４）食品産業にお、 （

ける環境負荷の低減及び資源の有効利用」の右の「ア」でございます。食品リサイクルを

通じた循環型経済社会システムの構築ということで、今国会に食品リサイクル法の改正法

案を提出してございます。その７ページ右の方にあるとおりでございます。これは特にな

かなかリサイクルが難しい食品の小売業とか外食産業、そこに特に視点を当てましてより

食品リサイクルが進むような方向へと。横川専門委員のご指摘にありましたとおり、率直

に言いますと廃棄物処理法、廃掃法の縛りがかなり強うございまして、現状では市町村を

越えてごみを運ぶのは難しいという実態。そこに廃掃法の特例という形で食品リサイクル

法の改正をやりたいと。これは環境省とも絡むわけでございますが、一方でごみの不法投

棄をいかにして防止するか、それとリサイクルをいかに進めるか、そのバランスをとった

形でより円滑にごみにしない、食品残さをうまく資源として活用する、そういった法律改

正を、今国会に審議をお願いしている段階でございます。ただし、取組としましては委員

のおっしゃったような形に一歩でも近づけるようにやっていきたいと思っております。

反収の向上についてでございますが、これは白書の中では明確には○池渕情報分析室長

記載しておりませんので、どういう書き方ができるかちょっと工夫させていただきたいと

思っております。

私が申し上げたいのは、例えばヨーロッパの小麦の反収は１トンぐらいです○駒谷委員

。 。 、よね 日本ではその半分ぐらいなのですよね ここに福井政務官がいらっしゃいますので

ぜひとも農村現場は、もうこれ以上コストを下げるには限界にきていて、もう農村はなく

なりそうなんですよ。そういう中にあって、やはり生産量を上げるような形でコストは下

げなきゃならないわけです。また、国策として自給率の関連もありますし、そういう国策
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として品種改良やなんかも積極的に進めないと日本の農業はなくなってしまうでしょう。

そういうことを僕はきちっと言いたいので、その辺をお願いしたいということです。

それでは、いろいろ議論もありますけれども、次の農業分野にいきたいと○上原部会長

思います。農業分野といっても皆さんから枠を越えてくると思いますので、次のラウンド

に入るというぐらいの気持ちでご意見、ご質問等お願いします。できれば農業分野を中心

としてお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

生源寺委員。

遅れて参りましたので、ちょっと 初のご説明を伺っておりませんので、○生源寺委員

あるいは何かすれ違うところがあるかもしれませんけれども。私は「参考資料２」を拝読

させていただきましたので、この「参考資料２」の気になった点を申し上げたいと思いま

す。

農業の分野で、細かなことはいろいろあるのですが、これは後で事務局に残していきた

いと思います。農業の分野でちょっと表現ぶりにもう少し神経を使っていただいた方がい

いと思われるところが幾つかございました。98ページ、この一番下に図があるのですけれ

ども、５ヘクタール以上あるいは以下で農家の方が移動することについてですけれども、

５ヘクタール以上層から「脱落」という表現があるのですね。ケースによっては経営上の

判断として一旦ある程度小さくしてまた拡大するということももちろんあるわけですけれ

ども、それを置いておくとしても 「脱落」というのは当事者にとってみれば非常につら、

い表現ですね。せめて「離脱」というぐらいのニュートラルな表現にするぐらいの気配り

はあっていいのではないかと思います。

それからもう１つ、これは言葉の選択というよりももう少し正確に書いていただいた方

がいいと思っているのは、107ページ。ここに品目横断的経営安定対策についての記述が

ございます。第２パラグラフでしょうか 「このようななか」とあるのですけれども、こ、

こに「すべての農業者から意欲と能力のある担い手に農業政策の対象を絞り込むことで」

と、こうあるわけですけれども。これはちょっと日本語としてもわかりにくいのです。農

業政策すべてについてこういうことを言っているわけではないはずであります。農業政策

をとらえる範囲の問題もあるわけですけれども。それから 「絞り込む」という表現に関、

してはかなり神経を使って基本計画あるいは大綱、要綱では表現しているはずです 「政。

策の対象を担い手に明確化し」とか、ちょっとここはこれまでの政策の流れの経緯を踏ま

えた表現にしていただいた方がいいのではないかと。
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政策の方向としては、私は結構だというふうに思っておりますけれども、つまらないと

ころで言いがかりというとちょっと語弊がありますけれども、変なクレームがつくという

ことはあまり好ましいことではないと思います。

どうもありがとうございました。その方向で修正を考えていきたいと思い○上原部会長

ます。よろしくお願いします。

ほかにはいかがでしょうか。特に農業分野を中心として皆さんからご意見。

駒谷委員、お願いします。

外国人の研修制度についてちょっと発言をしたいと思います。ちょっと細か○駒谷委員

いことなのでここでいいのかどうかわかりませんけれども、外国人の研修生の受入制度が

ありますけれども、今、研修期間中の外国人研修生の農家間移動が禁止されているのです

ね。やはり１年間なら１年間の研修期間の中にも多少はいろいろな問題が、人間的な関係

がありますので、受入団体の中の移動は認めたらどうでしょうかということが１つ。

それから、研修生は本国で日本語の研修を受けているので、日本に来てから100時間の

日本語の研修というのは必要ではないのではないかと。日本における日本の事情だとか生

活指導というものは必要だと思いますけれども、日本語の部分はいらないのではないかと

いうことがあります。

それから、いろいろ問題があるということもありますけれども、すべてに問題があるわ

けではなくて、優良な受入団体についてはすべて厳しくするということではなくて、優良

な団体についてはむしろ簡略化していくというようなことが必要ではないかということ。

もう１つは、受け入れる農家についても基準を設けたらどうだろうか。認定制度という

のですか。例えば、国内であれば指導農業士の方の家に研修させるというのがありますよ

ね。こういうトラブルや何かの関係もありますので、日本の信用にもかかわりますから、

受け入れるところにもそれなりの基準を設けて受け入れてはどうか。この点についてお話

をさせていただきました。

ほかに、農業関係ではいかがでしょうか。マクドナルド専門委員。○上原部会長

よくできているなと私は個人的には思っているのですけれど○マクドナルド専門委員

も、先ほどの横川専門委員の意見とかなり同じところがあります。ちょっと誤解を招きや

すい発言になるかもしれないので大変恐縮なのですけれども、私が「参考資料１」を読ん

で受けた印象を言わせてもらえば、ある意味で農政の矛盾というか、今、農政がぶつかっ

ている壁が明確に見えているのではないかなと。読者対象は国民だけではなくて農林水産
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省の中で矛盾を考えさせてくれるような材料にもなってるんじゃないかなと思います。

ちょっと先ほどの外国人労働者の意見、あちこち飛んで大変恐縮ですけれども、外国人

労働者を今年、白書に記述したことは本当に高く評価すべきじゃないかなと思います。た

だし、どういうところで外国人研修生を受け入れているのかをもうちょっと細かく、その

辺で１ページから２ページもうちょっと細かくあればいいんじゃないかなと思います。

ちょっと気になっているのが、担い手不足とかいろいろ書いたりしている中で、団塊の

世代への期待が何かちょっと出すぎてるんじゃないかなと思っています。平成25年に１兆

円の輸出を目指している農政の中で、担い手不足もある中で自給率は40％で、団塊の世代

がそれをすべてやってくれるような印象を受けているような感じがします。

一番 後の、ちょっと飛んでしまうのですけれども 「参考資料１」の60ページで「団、

塊世代を中心に」という部分、この 後のページが読者に強いイメージを与えてしまうと

、 。 、私は思うので 後にそういうページがあることにちょっと疑問を感じるのですね 結局

マスコミがこれを一般国民に報道するときには、結局、去年と似たような「団塊の世代へ

の期待が高くて・・・」みたいなものになってしまうような気がするので。ちょっとその

辺でマスコミの手にわたったときの対策をもうちょっと、 後の締めとか考えた方がいい

んじゃないかなと思います。

支離滅裂で大変恐縮なんですけれども、以上です。

いえいえ、支離滅裂じゃなかったです。非常にしっかりしていました。今○上原部会長

の点、どういう表現にするかということで十分考慮したいと思います。ありがとうござい

ました。

ほかにいかがでしょうか。農業分野について。

それでは、陽専門委員、お願いします

マクドナルド専門委員の言われたことは大変重要なことです。農水省の生○陽専門委員

き方がこの白書に、あるいは農水省の現状が出ていると言われたかったと思うのです。こ

の白書は大変よくできているけれども、いろいろなところに矛盾とか困ることがあるとお

っしゃったことは、これはやはり農水省が連携の問題で大きく壁にぶつかっている部分が

あるのだろうという気がいたします。

例えば横川専門委員のおっしゃった廃棄物と食品リサイクル法の問題は、環境省と農水

省とがどうやって連携していくかという問題であることだと思います。それから、ついで

に申し上げますけれども 「参考資料１」の20ページに鳥インフルエンザの話が出ており、
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ますけれども、これもできたら私は「インドネシア等12か国」なんて書かれますと、ここ

でいう国際協力をしなければいかんということがさらに強く出てくるだろうと思います。

小さなことですけれども。

これもやはり農と環境の連携、あるいは農と医療の連携という連携の問題が農水省の大

きな１つの壁であります。食育の問題もそうだと思います。そういう問題を農水省がどの

、 。ようにとらえて この農業白書をいいものにしていこうかという意識が必要だと思います

それから、マクドナルド専門委員の 後の指摘も大変重要なことです。ジャーナリスト

の多くは一番始めと一番終わりを見ると思います そうすると 終わりというのはこの 参。 、 「

考資料１」についてはやはり何かまとめが欲しい。ただ、団塊世代でと終わったら「団塊

の世代が 後なのかね」というとらえ方をするのだろうと思います。本というのは、いつ

もまえがきとあとがきがありますように、この白書はまとめずに終っている。何か１つま

とまったいいメッセージがこの中にあらわれることが重要だろうと思います。

評論家的なことを言いますけれども、今マクドナルド専門委員のおっしゃったことは２

つとも非常に重要なことであるということでサポートしたいと思います。

どうもありがとうございました。○上原部会長

ほかにいかがでしょうか。では、山崎委員、お願いします。

ちょっと、素人の質問で大変恐縮なのですが、団塊の世代に関してです。団○山崎委員

塊の世代を受け入れるというのはどこでどういうふうに受け入れるのかいろいろケースが

書いてありましたけれども、農村地域で団塊の世代を受け入れていくということでいいま

すと、実はあちこち地域を回っていて「あまり受け入れたくない」という話を聞かされる

。 、 。 、 。のですね それで これからだんだんと年をとってくる ごめんなさい 団塊の世代の方

でも、私の方がもっと年とってるからいいだろうと思うのですが。これから医療費もかさ

んでくるとかいろいろなマイナスと言っていいのかそういう事態もあるという。

結局、本当のところ団塊の世代をどういうふうに位置づけて担い手としていくのかとい

うのが何かちょっと私にはよくわからないところがあるのでお聞きしたいと思います。

それでは、この段階で事務局の方にお願いします。○上原部会長

まず２つに分けて、１つは研修制度、外国人の受入ですね。これは農村振興局、お願い

します。

外国人の研修制度については非常に大事なことと思っていま○齋藤農村振興局企画部長

す。近年研修生の数も増やしております。今回もこういうふうに記述しているということ
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。 、 、なんですが 駒谷委員からいろいろと 例えば期間内の移動とか日本語の研修の問題とか

あと受入の問題等ございました。私どもも今後、関係機関とも相談して、研修の中身を充

実していくということだろうと思います。本当にこのままでいいのかと。１つ１つの日本

語の研修とかそういうことはちょっと別としまして、全体でもっと農作物によって例えば

収穫の時期だとかいつから作業するとかいろいろとございますね。そういった点を踏まえ

て今後研修の充実や拡充、そういったこともいろいろと検討していきたいと思っておりま

す。

それでは次は団塊の世代の問題等、これは農業労働人口の構成問題にかか○上原部会長

わるのですがその辺について。

先ほどマクドナルド専門委員からご指摘がございました「参考資料○池渕情報分析室長

１」の60ページの関係でございます。ここは流れとしては58ページをごらんいただきたい

のですけれども 「 ２）都市と農村の共生・対流の一層の促進」というところで、まず共、（

生・対流にかかわる意識というところでこういうアンケート調査がございます。それで、

20代、50代、団塊の世代を含むということでございますが、そういった方が都市と農村の

共生・対流、具体的には定住とか二地域間移住、こういったものに非常に関心を持ってい

るということがまずございます。こういった方をどうやって定住なり二地域間移住に具体

的に結びつけていくかというのが課題であるというようなことを書いてございます。

後のところは、これもアンケート調査で、ボランティア活動への参画意識の調査でご

ざいまして、団塊の世代を中心にとなっておりますが、それぞれの世代にわたってそれな

りに関心があるということでございます。ここで 後に強調したかった点は、これは委員

からのご指摘もございまして、団塊世代が持っている知見なり技術を農業経営に取り入れ

ていただいて、農産物のマーケティングに活かしたり、 終的に所得の向上、ひいては農

村の活性化に結びつけていきたいと、ここで北里大学の話もしておりますが、大学なり企

業と連携してそういった技術、知見を農村に取り込んでいくのだということが強調したか

ったのです。

そういったことを踏まえまして、ご指摘を踏まえまして、まとめ的なことを書けるよう

にちょっと工夫させていただきたいと思います。

それでは、先ほどちょっと山崎委員から質問が出たので、経営局でちょっ○上原部会長

とコメントをお願いしたいと思います。

先ほど説明のあった「参考資料１」のところの29ページに年齢別の○中尾経営局審議官
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新規就農者のグラフがございますけれども、現在、60歳以上の新規就農者、平成17年度で

見ますと４万人というようなことで、新規就農者８万人の中の半分は60歳以上の人が占め

ているというのがまず現状でございます。一方で、39歳以下の人たちが１万2,000人と若

い人たちも入っているわけです。

これから我が国の人口構成が少子高齢化という動きの中で、団塊の世代、これからリタ

イヤされる方がかなり出てくるということで、こういう中高年齢の方々を農業の世界でも

どう活用していくかというのが１つの課題だと思っております。

それで、既に仕事に就いておられる方々はそれぞれの農業以外の産業の中でいろいろな

知識なり技能なりを持っておられるということでございますので、そういった能力という

ものを農業の世界でも活用していくということは重要なことだというふうに考えておりま

す。

それで、再チャレンジの施策の中で私どもの考え方としましては、今この４万人ほどお

られる60代の方々の就農を1.5倍、６万人ぐらいの水準まで伸ばしていきたいというふう

に考えておりまして、このために例えばＵターンの際に就農したい方がおられるわけです

か、そういう際に農業法人の会社説明会を行うとか、それから企業に在職されたままで農

業の基礎的な知識、技術を習得できる就農準備校を設置するとか、そういった施策を進め

ていこうということでございます。

それで、こういった方々の活躍の場として何が期待されるかということでございますけ

れども、土地利用型農業におきましては現在集落営農の推進というようなことも進めてお

りますので、その中ではやはりリーダーが何といっても必要となります。その際にこうい

う経験豊富な方々がその能力を活かしてその地域での関係者の意向をとりまとめるである

とか、そういったことにその能力を発揮していただきたいというふうに考えているところ

でございます。

ほかにございませんでしょうか。○上原部会長

それでは、先に進みまして、次に農村分野を中心とした審議に入りたいと思います。い

かがでしょうか。もちろん今までに残した質問、審議等で言い残した分でも構いません。

では、生源寺委員、お願いします。

また細かなことばかりで恐縮です。何か学生さんの論文を読んでいるよう○生源寺委員

な気分で読んでいるようなところがちょっとあるようですけれども。

「参考資料２」の161ページに「図Ⅲ－22」がございます。時間があれば元の報告書を
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読めばわかることなのかもしれませんけれども、これは用排水路の維持管理の形態が個別

管理、集落管理、これが変化したと、その場合の農地の保全の度合いを示しているのだろ

うと思うのですね。

それで、集落管理から個別管理等に移行するというケースはあり得ると思うのですけれ

ども、個別管理から集落管理に移行するということは通常は考えにくいと思うのですね。

ひょっとすると、これは記入のぶれ、回答のぶれによってこういうものが出ている可能性

もありはしないかと。もし比較するのであれば、集落管理から集落管理、つまり集落管理

が維持されているケース、これはもう大量にあるはずですので、その場合と比較するとい

うことも考えられるのかなと。もちろん私の指摘が的外れということもあるかもしれませ

ん。ちょっと確認をしていただいた方がいいかなと思っております。

それともう１つ、これは食料分野で、これもデータでちょっと気になった点が１つござ

います。78ページの第１パラグラフの 後のところに、欧米企業は売上高利益率、これは

食品製造のジャンルですけれども、売上高利益率もおおむね10％前後の範囲にあり、国内

企業の約１～５％を上回っていると。国内の食品製造業が国内のほかの産業のジャンルに

比べて低い利益率であるということは、これはまあ比較的コンセンサスのある認識だと思

いますけれども、欧米で量販店でのバイイングパワーは日本よりも強いわけですよね。そ

ういう状況下で売上高利益率が10％というのはちょっと高いような感じがいたします。こ

れはデータソースがここに書かれておりませんので、この数字のソースをやはり明示して

おく必要があるかと思います。

２点です。

後半については投下資本利益率を10％目標としていくというのは日本に進○上原部会長

出していく企業の特徴だと思うのですよ。ちょっとそれはチェックした方がいいと思いま

す。売上高利益率はそうなのかというのはちょっと問題あると思いますので、チェックさ

せていただきたいと思います。

それから、今の集落管理と個別管理、それもこれから確認しますので、よろしくお願い

します。

ほかにいかがでしょうか。あるいはこの段階で領域を越えて、先ほど農村と言いました

けれども、食料分野、農業分野、農村分野を越えたご議論でも結構です。よろしくお願い

します。いかがでしょうか。

それでは、伊藤委員、お願いします。
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大変すばらしいものにでき上がっているというふうに思います。個々の施策○伊藤委員

については、１つ１つが非常に考えられていると思いますが、全体として見たときに、や

はり、まとまりとして求められているものの１つに、先ほど皆様方の意見に出ているよう

な連携というものについてどういう考え方、まとめができるか。この連携と、それから情

報整備というものについて、やはりまとめた記述をどこかにつくるべきではないかなとい

うふうに思っていました。

この情報整備の基盤整備についても「資料１」のいろいろな施策を見ると大変細かく個

々のものはあるのですけれども、全体にまとめた形では、農業というものをどういった位

置づけにしてどのように連携してどのようにＰＲしていくかというようなグランドデザイ

ンみたいなものの見えるものが欲しいと思いました。

、 、 、 、また よくよく 私も初心者なので農家と農業者 それから農業法人のようなグループ

それから農村、農業、こういったもののそれぞれのカテゴリというかあり方、支援という

ものが非常に混濁して見えておりまして、個々の農家に対するあるいは個々の農業従事者

に対する支援とそれから組織に対する支援、考え方みたいなものがちょっとわかりにくい

部分があるように感じましてこれをどうしたものかなというふうに考えます。

先ほど申し上げたような大きなグランドデザインの中で個々の農家、農業のあり方、そ

れから農村コミュニティというもの、それから連携、こういったものがどのように連携し

ていったという結果告示、広報支援などについても、農林水産省としての考え方が１枚の

絵になっていたりするとわかりやすいのではないかなと思います。

どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。○上原部会長

それでは、駒谷委員。

農地・水・環境保全というような形でここに書かれているんですけれども、○駒谷委員

水の大切さというのは皆さんご理解していると思うのですけれども、それにはやはり里山

だとかあるいは山林だとかというものがあって初めて水というものが確保されているんで

すけれども。その辺がここにあまり表現として出てきていないんですね。その辺の重要性

も入れる必要があるのではないかというふうに考えます。

ほかにいかがでしょうか。それでは、横川専門委員、よろしくお願いしま○上原部会長

す。

ここは物流のことがあまり書いてないのですが、どうとらえているのか、ち○横川委員

ょっと報告の中でご紹介いただきたいのです。今までの市場流通から、今は市場外流通に



- 24 -

なってきて、特に加工が増えていく段階では流通システムが大きく変わります。今、消費

者が欲しいものと生産者がつくっているものとがマッチしていない、そこで、つくってい

るけれども消費者のところに届かない物がいっぱいあるのです。

これは魚にしても、野菜にしてもフルーツにしてもそうですが、宅配システムで相当い

ろいろなものができるようになりましたけれども、まだまだほんの一部です。例えば有機

野菜を販売するのに、ある１つの野菜を家庭用に販売するのはできても、流通になかなか

乗せにくいということがあります。もっと、国全体で考えて、東北や北海道で採れたもの

も青森で採れたものも、もっと東京にうまく届けて売れる形にしないといけない、生産価

格と販売価格が３倍にもなっている現在の流通システムをどこかで変えなければいけない

のです。その中で、これまでは、スーパーも外食も「叩く」というと語弊がありますが、

安くものを買おうということで市場などでもいろいろなことをやってきたんです。

「 」 、 「 」私共は マーチャンダイジング システムと言っているのですが これからは 仕様書

に従って生産を発注・受注し、産地分を全部買いつけるというやり方で畑のロスをなくす

ことでコストを落とそうという考え方が、多分主流になっていくと思います。そうしたと

きに、考え方はしっかりしていても実態がないというようなことがあり、物がどう流れる

かというところに手がついていないのです。

そのために国をあげて流通・冷凍を１つの倉庫からまとめて配送するという記事が 近

の新聞に出ていましたが、それと同じような流通の合理化を含めた仕組づくりをしないと

いけない。田舎と都会が結びついていないのです。この辺のところはぜひ、つくることば

、 。かり考えるのではなく 消費者にきちんといいものが届く仕組をつくらないといけません

そうでないと、つくったものが無駄になってしまう、あるいはつくったものが相当高い値

段で流通してしまうから消費が起きないということもあるのだと思います。この辺の流通

システムを国全体でつくっていくことが絶対に必要です。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、伊藤委員、お願いします。

すみません、先ほど言い忘れたことを追加します。先ほど団塊世代の活用と○伊藤委員

、 、 、いうことが出ましたけれども やはり団塊世代をいくら農業に引き入れたところで 10年

15年先を考えると老人化してしまうものですから、それは非常に目先のことではないかと

思います。そう考えますともっと若い世代の育成ということを考えなければいけないので

すけれども。この担い手というふうにいく前に、若い世代にどのように農業という職業が
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素敵な職業かということをアピールしていくのかということがちょっと抜けている。あま

りにも食育食育といって食べることとつくることに執着しているような感じが見受けられ

ます。やはり20代、30代の方たちに対するアプローチというものが非常に必要ではないか

と思います。

そのためにはやはり農業というビジネスのマネジメントですとかビジネスモデルという

ものが、今回たくさん事例が出ていて参考になるんですけれども、こういったものに対す

る考え方の支援ですとか情報交流というものにさらに力を入れていくといいのではないか

なと思います。

それでは、陽専門委員、お願いします。○上原部会長

２点ほどお願いいたします。１点目は、先ほどからいろいろなところで出○陽専門委員

ているんですが 団塊世代という言葉ですね 少なくとも６ページの真ん中にあります 団、 。 「

塊世代や若者を中心に」という、これは「若者や団塊世代の活力を」というふうな言葉一

つを変えるだけでも相当解消できるのではないか。60ページもそうですけれども。言葉だ

けで物事が解決するとは決して思いませんけれども、少しでも今の意見が修正できるので

はないか。

それから、２点目です。環境の問題についてちょっとお話してみたいと思います。まず

、 「 」 。初めに５ページに この図をよく見ますと一番上になんと 地球環境保全 と書いてある

私は環境を研究してきた関係で、びっくりして尻もちはつきませんけれども、びっくらこ

きましてね。山があったり川があったら地球環境保全なのかと思う人が大半ではないでし

ょうか。

もし、このことを地球環境保全機能と書くのであれば、山があれば地球環境保全機能な

のかということに解釈されます。もしこれをほかの言葉の機能と比べたらカテゴリが全然

違うわけですよ。だから、水保全機能とか土砂崩壊防止機能とかというカテゴリであるな

らば、これは大気汚染防止機能だとか大気保全機能だとか、使われているかどうかわかり

ませんけれども、炭素固定機能ですよね。地球環境保全機能ではないだろうと思います。

そしてもう１つ。今度は苦言を呈します。３ページの真ん中に京都議定書の話がありま

す。それで、温室効果ガスの排出量の推移とかというふうに書いてあります。そのことが

農業をやることによってどうなるのかという話は全然触れられていないんですね。今回無

理としても環境省、農水省がこういう問題をどうやって地球環境保全に対応しようとする

のかというのがやはり見えてこないのです。
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それは、ものすごく大事なことで、ＩＰＣＣでは日本が非常にリードをしているわけで

す。1990年の初めてのＩＰＣＣの報告書の「クライメートチェンジ(Climate-change)」と

いう本に日本はほとんど寄与してないのですが、その後のＩＰＣＣの報告書の1995年、

2004年、2006年と日本が大いに貢献しています。日本の農水省も研究を大いにやられて、

引用文献に相当出ているのです。そのことについてはやはりある程度の記述が欲しいと思

います。

それで 「参考資料１」の５ページに「地球環境保全機能」という雑な書き方をされた、

くないなと思います。環境問題を考えている人が見たらびっくりする。３ページにも温室

効果ガスの話がありますし、いろいろなところに環境問題があるのです。言えばきりがな

いんですが、42ページのバイオマスの利用の話や、米国からのエタノールの導入の問題、

実はこれ環境問題なのですね。だから、この辺の環境問題の考え方を農水省として一貫し

た話ができていない。

農水省がＩＰＣＣにも大いに貢献している姿が見えるといいですが、それがちょっと見

えない。次回の白書にでも活用願えれば結構かなと思います。

今の環境保全についてどう考えるかという問題について、ちょっとお願い○上原部会長

したいと思います。

ご指摘の件でございますが 「参考資料１」ではなくて「参考資料○染技術総括審議官 、

２」をちょっとごらんになっていただきたいと思います。陽専門委員のおっしゃること、

確かに地球温暖化対策なり地球環境問題、これをきちっとやっていかないといけないとい

うことは十分理解しているつもりでございますが、そういう意味ではなかなか言葉足らず

の面があるのかなという気もいたします。

この「参考資料２」の134ページをごらんになっていただきますと、ここでは地球温暖

化により環境に深刻な影響が出ていると、懸念されるということで、ご指摘のＩＰＣＣの

今回の第４次報告書等も踏まえながら現状、いわゆる地球温暖化、これがまさに人為的な

影響によるものであるということも明確に認識しながらこの辺書いておるつもりなんです

が、多少言葉使いの点で不足があればその辺はさらに強化していきたいというふうに考え

ております。

それと、さらに134ページの中段あたりにおきまして、農林水産省が政府全体の一環と

して地球温暖化対策に取り組んでいること。これも極めて短い文章でございますが、その

辺を書き込んでいるというつもりでおります。
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また、現在の地球温暖化の進行状況を考えますと、従来、地球温暖化の防止対策という

ことでやってまいりましたが、それをさらにいわゆる農業が確実に進んでいるような地球

温暖化に対する適応策、この辺までも踏み込んで今後考えていかなきゃならないだろうと

いうのは問題意識を多少とも出しているつもりであります。そのためにおっしゃったよう

な地球温暖化適応策に対する調査研究なりあるいは技術開発、この辺についても重点的に

推進する必要があるというような方向づけを述べているつもりではあるのですけれども、

もう少し書き方の工夫等でご指摘のような点も踏まえて工夫をしてみたいというふうに考

えております。

それではまず農地保全について、よろしいですか、先ほど駒谷委員から山○上原部会長

林とかそういう部分で、記述を直すということでよろしいでしょうか。

伊藤委員の方からグランドデザインというお話が出ましたが、実は○池渕情報分析室長

「参考資料２」の動向編の本体の方の２ページをごらんいただきたいんですけれども、そ

こにそういうグランドデザイン的なものがございます。食料・農業・農村における施策の

目標を記述してありまして、農業を新生するということで、農業を21世紀にふさわしい戦

略産業とするということが目標になっているわけですけれども、こういったグランドデザ

イン的なものをもう少しご指摘を踏まえて工夫していきたいと思っております。

これはこれで１つわかりやすいと思うんですけれども、やはり農業をやりた○伊藤委員

いとか農業をしている農家の人たちというのがこういった中で、何か食べ物をつくるだけ

の生産者という位置づけではなくて農業というものをいかに広報、ＰＲしていくかという

ような見方も１つできるかなと思いまして、ちょっと言葉がうまく伝えられないのですけ

れども。一般の人が見た場合に、この大きい政策ということ以外の魅力を発揮するような

見方ができないかなということがちょっとあるのですけれども。

すみません、ちょっとうまく説明できません。後で整理して伝えられるようにします。

ほかにいかがでしょうか。中村委員。○上原部会長

後だと思いますので、２点申し上げたいと思っております。白書は今日の○中村委員

意見も踏まえてさらによくなるのだろうというふうに思います。私の意見も大分入れてい

ただいて整理されておりますのでこういうことでよかろうと思います。

ただ、いつも問題になりますのは、どういうふうに国民にアピールしていくのかという

ことです。小学生から老人まで含めて各世代間にどうアピールするのかというのが問題で

あると思うのですね。こういう時代ですから下手しますと例えば日本農業は１兆円の輸出
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、 、産業だとか あるいは団塊の世代を踏まえて農村振興だとかというのが前面に出てきては

。 、必ずしも農業・農村がうまく理解されないと思います 例えば今も出ておりますけれども

農業・農村を今、食料だけではなくて環境問題や化石代替エネルギーの戦略産業として位

置づけないと世界に遅れるというぐらいのことを前面に出したアピールが必要じゃないの

かなというのが１点。

それからもう１点は、19年度の施策につきましては19年度から新たな農政が展開され、

これに基づいていろいろきめの細かい政策予算あるいは税制も踏まえておられるんだと思

います。これはこれでいいといたしまして、問題は今もそうなんですけれども、市町村合

併の結果、組長さんによっては農業政策が重視されないという問題もあります。また、都

市近郊から山のてっぺんまで含めた非常に広域な、また地域がいろいろな形を持った地域

や市町村もあるということで、優先順位からすると農業が先にたたないという問題もあり

ます。

一方、地方分権あるいは三位一体で財政問題を考えると、優先順位からいくとなかなか

農業に傾斜できないというのが実態です。せっかく、いい予算をつくっていただいてもそ

れが市町村で使われない、採択されないという実態があちこちに見られます。地方分権と

は言いながらもう少し国の強い指導力で実行していかなければ国家のかたちにならないの

ではないかと思いますので、その辺も配慮をしていただきたいなということです。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、ちょっと残っていた物流問題がありましたので、ちょっとお願いしたいと思

います。

横川専門委員からご指摘ございました物流でございますが、これは○池渕情報分析室長

食料供給コストの縮減という「参考資料２」の第Ⅱ章の第３節で、119ページに記載され

ております。物流の部分はこの食料供給コスト縮減のところは生産、卸、小売といった一

連のコスト縮減ということで、122ページをごらんいただきますと物流全般の効率化等の

取組を推進ということで、ここでは電子タグを活用した卸売市場の物流コスト縮減の事例

等を掲げさせていただいております。

横川専門委員のご趣旨とちゃんと合っているかどうかはそこは微妙でございますが、こ

ういうところで紹介させていただいております。

以上でございます。

これからはサプライチェーンとか、それから廃棄物流通とかそういう形で○上原部会長
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。 、政策を進めていくことが重要だというふうに思います 部分的には書かれておりますので

私は横川専門委員のおっしゃっていることも書かれていると思います。あとは政策のやり

方、展開の仕方あるいは実行の仕方だと思います。

ほかにご意見等ないでしょうか。

それでは、森野委員、お願いします。

まず、今日、途中で政務官が帰ってしまったのですけれども、高知県の泣き○森野委員

言を言っておりましたが、 近、四国に行きますと確かに政務官言うように製造業は造船

にしても例えば川之江の製糸にしてもすごい設備投資が活発で大変活況を呈しています。

もう１つ四国へ行ってびっくりするのは、今、讃岐うどんがまたすごいブームに、映画

にもなったりしていてブームになっています。本当に農村の真ん中にあるような製麺所で

人が列をつくってうどんを食べています。実はおいしいうどんというのが国産の小麦では

なくてオーストラリア産の小麦の方がうまい讃岐うどんができると言われています。

そういう輸出拡大とか、うまい日本食を世界に普及するというのも結構なんですけれど

も、ブームの讃岐うどんの材料はやはり国産の材料を使うという、そういう足元をきちっ

と固めるということが必要ではないかなというふうに思います。政務官にもその旨お伝え

いただければと思います。それが１点ですね。

それから、もう１点は、団塊の世代が散々話題になりました。伊藤委員が言うように、

もう半ば老化してるのだろうと思います。ただし、６万人の中に農業従事者を増やすとい

うのはその目標はそれで構わないと思うんですが。先ほど室長からもご説明がありました

けれども、むしろ都会でいろいろな製造業とかあるいは横川専門委員の言うような物流と

かそういったことに通じたシニアの人材をむしろ、これからの集落営農をやる農業法人の

経理とか税務とかあるいはこういったロジスティックとかマーケティングとかそういった

方面にもっとスキルを活用するということ。必ずしも耕作を自らやるという部分に活用す

るよりはむしろ農業経営そのものをよりスピーディーな効率的な経営に改めるというとこ

ろでそのスキルを活用していくというところが書いてあるのですけれども、その辺メリハ

リをつけて、もう少し表現を工夫していただければと思います。

３点目は、私たちが今、地方に行って大変痛感しますのは、医師の不足と老人介護の問

題です。例えば先日兵庫県の城崎温泉に行きましたら、ここで一番大きな西村屋さんとい

う観光旅館の社長が、旅館の従業員である女性の働き手が自分の家の介護のためにどんど

ん辞めていってしまう。そのため、新しい旅館をつくろうとした土地を自ら提供して特別
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養護老人ホームやショートステイやデイサービスやいろいろな施設をつくったという話を

されました。これからはそういうことをやらないと地方の温泉旅館、観光旅館業も成り立

たないということです。

今回の「参考資料２」を見てみますと、要するに農協系の病院とかあるいはそういった

介護事業に乗り出そうという動きが少しトピックスとして掲載されています。これからや

はり、今、兵庫県の例を言いましたけれども、せっかくそういう農村部には農協なりの１

つの経営主体となり得るような母体があるわけですから、そこがやはり今の地方に欠けて

いる、農村部に欠けている医療、介護の担い手となるように少し新しい分野に進出できる

ような制度の検討というのをしていただきたいということ。

今の記述でいいと思うのですけれども、このトピックスをもう少し、この項目のところ

を一、二行足していただけるともう少しわかりやすくなるのかなと思います。

以上、３点でございます。

どうもありがとうございました。○上原部会長

皆さんからいろいろなご意見いただきましたけれども、 後に一言述べておきたいとい

う方いらっしゃいましたら。

それでは、大木委員。

農産物の輸出促進ということで2007年度からは海外優良料理といいますか、○大木委員

その調査をするというのは施策の中に入っているのですね。輸出促進ということは大いに

必要だろうと思っております。けれども、果たして調査に行くという、日本料理店を増や

していくということだろうと思うのですけれども、調査に行くことは予算の中で無駄では

ないかなというふうに思っております。これを戦略会議の専門会議のときにもこれは必要

ないのではないですかと申し上げ、反対をしたのですけれども、やはりここにも書いてあ

りますよね。一体これはどういうことになっているのかなというふうに思いましてお伺い

したいのです。

確かに日本料理を普及するというのはわかりますけれども、実際に調査に行ってその意

義というものがどういうことか。予算をもっと有効に使っていただきたいという思いから

ですが、これはどうなっているのでしょうか。

総合食料局、コメントをお願いします。○上原部会長

海外の日本食のお店、優良な店を調査し支援するということで19○佐藤総合食料局次長

年度新規予算ということで今国会での審議をお願いしている状況でございます。これはか



- 31 -

なり海外を含めてマスコミでもいろいろと取り上げられておりまして、賛否両論あり、誤

解に基づくものもかなりありという実態でございます。今、具体的にどうしていくかとい

うのは別途有識者の方にお集まりいただいて、実は明日、 終的な有識者会合があって基

本的なところが決まるという状況でございます。

、 、 、 。 、ただ 基本的な考え方としましては やはり日本食 そして日本からの食材の輸出 今

日本食のレストランはたくさんあるけれども、実際はほとんど輸出には結びついていない

という実態があります。ただ、それはそれでいいのか、当然日本食という我が国の文化、

誇るべき我が国の文化が外に出ていく、それに伴って日本の農林水産物の輸出の促進につ

ながるというのももっともっとあっていいのではないかということでございます。逆に日

本食の場合、生魚の処理というのが重要なポイントですけれども、正しい処理方法を知ら

ない料理人がつくって見た目は刺身だけれども食べたらお腹こわした、日本食というのは

とんでもないといういらぬ悪影響が出るのもいかがなものかいうことがございまして、ど

ういうふうに進めていくか有識者会議の結論も見ながら決めていきたいというふうに思っ

ております。

実はいろいろなアンケート調査もいたしまして賛否両論ございました。海外に住む日本

人の方からは賛成の意見が多かった。要するに、そういったことをもっと進めてほしいと

いう意見も多かったということもございます。

いずれにしても明確な方向はもうちょっと時間をいただきたいと思っております。

横川専門委員、よろしくお願いします。○上原部会長

時間がなければやめておきますけれども。○横川専門委員

どうぞ。○上原部会長

今のことについて、国がやっていることと実態とのギャップがあるので○横川専門委員

一言申し上げたい。海外の優良日本料理店を支援する件はあまり好評ではありません。外

からの反論がすごくあります。例えば、アメリカで繁盛している中国料理店はアメリカ人

の経営で、本場中国の中国レストランでないということがあります。日本食とか日本人だ

とこだわる時代じゃないのではないでしょうか。相当不評だということをお伝えしておき

ます。

今の意見を参考にしてよろしくお願いします。○上原部会長

今、オーストラリアの小麦で作ったうどんの方がうまくて日本のうどんが○陽専門委員

うまくないという話がありました。そういう主観的な話はこの場でそのまま認めていい話
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なのでしょうか。農水省はそんなこと言われたらお困りになるのではないでしょうか。例

えばそれが正しいとしてですよ。本当にそうなのでしょうか。うまい、うまくないは主観

の話でしょう。

ちょっと今こちらからご意見を聞きましょう。○上原部会長

オーストラリアの小麦でＡＳＷという日本向けうど○伊地知技術会議事務局研究総務官

ん用小麦がかなり輸出されているというのは事実でございます。ただ、日本といたしまし

てもそれに負けないおいしいうどんをつくれるような小麦の品種改良をかなりやってお

り、客観的な評価をすればそれに負けないものもできておりまして、我々としてもその普

及を一生懸命やっていきたいというふうに考えております。

それとあと、駒谷委員の収量の多い品種改良につきましても、駒谷委員はご存じと思い

ますけれども、米につきましては収量のかなり多いものの研究をずっとやってきました。

ただ、収量が多いものよりも 近はよりおいしいものをというニーズが強いということも

ありまして、低アミロースのねばりのある冷めてもおいしい米というようなものもいろい

ろとつくっておりまして。例えば北海道でも「おぼろづき」というようなものも 近でき

ていますし、おいしさと収量を両立できるような形での品種改良をかなり進めております

ので、私どもとしてももっとこれらの普及に努めていきたいと思っております。

どうぞ。○上原部会長

先ほどお答えいただきました海外の魚の処理とかそういうもの、それは安全○大木委員

ということで重要かもしれませんけれども、本当に純粋な日本ですらお寿司だってアレン

ジして食べていますよね。日本古来のものを守っているわけではないので、素材は大事に

するけれども守っているわけじゃない。中華料理だってイタリア料理だって日本人に合っ

たものを日本でやってるわけです。そこを考えたときに、日本料理をちゃんとこうしまし

ょうとかそういうものの考え方のために、海外に行くということよりもむしろ日本の果物

とかいいものをどんどんレストランで紹介をする、そういうためのお金にしてほしいので

す。そういうときのイベントに農産物を紹介するというだけで、日本料理店のためにここ

をこうしましょうなんていうためのお金は出してほしくないと思います。

有識者会議というのはどういうものかわかりませんけれども、そういうところでもかな

りの反対があったということを聞いていますので、きちんとそこは一般の消費者から見て

もおかしいという声があります。ですから、そのために行って全国世界各国歩けるわけで

はありませんし、そこはきちんと踏まえていただいて、税金を大事に使っていただきたい
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と思います。

どうぞ。○上原部会長

結局、この全体の中で細かいところに広報というものに対する予算というの○伊藤委員

が紛れてあると思うんですけれども、やはり今回広報というジャンルがすぐにはできない

と思うんですけれども、農業ですとか食に関しての広報ということをきちんと枠組みをつ

、 。くって 個々にあるものに対してもまとめてどういった広報支援ができ予算化できるのか

要するに広報ＰＲというものが調査という名前の遊びとか事務所費ということで高級なお

水を買って水代として処理してしまうのではなくて、ちゃんと飲食することが、やはり食

べて初めてわかることや交流できるということもありますので、形だけのものに終わらな

いためにも今後農業分野における広報戦略ということをきちんと位置づけるべきではない

かなと思います。

どうもありがとうございました。○上原部会長

時間もそろそろ迫ってまいりました。

皆様方からいろいろなご意見が出ましたけれども、できる限り取り入れる方向で、いろ

いろなことはありますけれども、私の判断で取り入れるものは取り入れていきたいと思い

ます。それから、調べて記述を直していくということなど、そういうことを私に一任して

いただきましてこれをお認め願いたいと思います。いろいろと矛盾があるという言葉がた

くさん出てきましたけれども、まさに矛盾があることは良いレポートなのですよね。矛盾

がないとどうもおかしいと。その意味では私はこれは非常に良いレポートだと思います。

矛盾があるからこそ議論ができたという意味です。その方向でぜひお認め願いたいと思い

ますが、後は全部の修正を部会長の私にご一任願いたいと思います。

（ 結構です。異議なし 」の声あり）「 。

それでは、これを今度は、本審議会に報告するのですが、その報告の仕方とかそういう

ことも私にご一任いただきたいと思います。よろしくお願いします。

それでは、事務局から本審議会の日程等をお願いします。

ただいま部会長からもございましたけれども、白書本体は「資料２」と○中村情報課長

この厚い「参考資料２ 「参考資料３」でございます。こちらの記述等につきましては」、

大限ご指摘を踏まえ直したいと思います。

それから、私が説明いたしました「参考資料１」は 「参考資料２」を要約して事務的、

につくっているというものですが、委員の皆様のご発言を聞き、確かにマスコミ等の皆様
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が 初に触れるのはこちらでございます。こちらはある意味自由に、本体を逸脱しない範

囲で編集ができますので、今日の議論を踏まえて少し修正を加えたいと思っています。

それから、第15回本審議会の日程でございますけれども、既に事務局から本審議会の委

員の皆様にはご連絡を申し上げております。来月、４月11日水曜日の午前10時からこの場

所で開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

以上です。

どうもありがとうございました。○上原部会長

これにて閉会しますけれども、私から一言申し上げたい。この報告書は皆さんからの批

判がありましたけれども、昔から比べれば随分よくなったということをぜひここで強調し

ておきたいと思います。

本当に事務局の方、ありがとうございます。

では、閉会します。

－了－


