
- 1 -

食料・農業・農村政策審議会第19回施策部会議事録

日時：平成18年11月20日（月）14：00～16：11

場所：三田共用会議所第四特別会議室

それでは、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第19回施策部会を開○上原部会長

催いたします。

本日は 「平成19年度食料・農業・農村施策の構成」を主としてご議論願いたいと思い、

ます。

なお、本日は、生源寺委員、森野委員が所用によりご欠席しております。

また、本日の施策部会もいつものとおり公開されておりまして、一般公募により傍聴の

方もお見えになっております。

なお、資料、議事録等については、すべて公開することになっておりますので、ここで

改めてご了承いただきたいと思います。

本日は、ご多忙のところ、山本農林水産副大臣にご出席いただいておりますので、ごあ

いさつをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

ご紹介いただきました山本拓でございます。○山本副大臣

さきの安倍内閣によりまして農林水産副大臣を拝命いたしました。よろしくお願いいた

します。

ご案内のとおり、この施策部会におきましては、最近の食料、農業及び農村の動向を考

慮して、政府が翌年度に講じようとする「食料・農業・農村施策」についてのご議論をい

ただいております。申し上げるまでもなく、農政は現場に密着した課題であると同時に、

国民生活に深く結びついておるところでありまして、生産現場の取組や消費者の声を政策

に反映させながら、透明性の高い、国民の信頼と支持の得られる政策運営を図ることが重

要であります。

、 。上原部会長をはじめ 皆様方には幅広い観点から活発に議論をいただきたいと思います

これを読めと言われましたので読みましたが、いずれにいたしましても安倍政権ができ

ましてご案内のとおり、年間７兆円を超える農水産物を日本国として輸入しているわけで

ありまして、それに対して輸出が3,300億円ということであります。我が国の農林水産行

政は世界一のグローバル化した分野であります。
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そんな中にあって、これから食料安全保障論的に、国民に安定した食料を供給するとい

う国民の胃袋をあずかり、また環境をあずかるという立場からいたしますと、何としても

国内にあります500万ヘクタールと申しますか、470万ヘクタールの耕地面積を維持するこ

とが、いざとなった時に、フル生産すれば国民１人当たり2,000キロカロリーの穀物を供

給することができるわけであります。それプラス、魚とか肉とか、最近ではクマも食べら

れるようになりましたけれども。また、総理大臣の肝入りでバイオガス、またエタノール

といった、いわゆる食料以外の分野での農産物の生産というものをそろそろスケジュール

に乗せるようにというご指示でございます。そういう中にあって、やはり環境問題、当初

の目標よりも前倒ししてでもしっかりやっていきたいということでございます。

ＷＴＯ交渉で年間70万トンほどのミニマムアクセス米が輸入されておりますけれども、

それを食料に回すというよりも、幅広くエネルギーにも回すようにし、またそれを日本独

自の加工技術で世界に高付加価値な食品として輸出の方にも回していき、結果的に第１次

産業を加工技術をもって世界に提供できる産業に育てていきたいというふうにも考えてお

ります。

地球上60億を超える人口がある中で、調べてみますと日本人と同じような所得層という

か、所得に匹敵する人口というのは約５億9,000万人、１割近くあるわけですので、そう

いうところで付加価値の高いものがしっかり売れたらなと思います。

先日も私、タイとシンガポールを回らせていただいて、特にタイのあたりは日本のリン

ゴとか、おいしい果物がケース単位で売れているようでありまして、だれが買うのかわか

、 、りませんけれども 恐らく王族の皆さんが大量に買っていただいているというようですが

やはり日本の食材というものに対するブランドの信頼は非常に強いということを再確認い

たしているところであります。

いずれにいたしましても、これから自由民主党政権、今の与党も昔と違いまして根回し

でそれが決まるのではなしに、国民の支持率で日本のトップも決まるという、国民中心の

政治になっているわけでありますから、当然、政策運営は従来どおりではなしに、役人の

根回しではなしに、皆さんのこうしたしっかりと率直なお話を受けて、そしてやらせ質問

というのは一切今後ありませんので、少なくとももともと農林水産関係ではそういうこと

はもともとないことは当然でありますから、それをさらに推し進めて、誰でもが納得でき

るような、家庭の主婦が、そしてまた普通の政治に関心のない人もみんな消費税を払って

生活いたしておりますので、そういう人たちの疑問に答えられるような結論を我々として
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出していかなければならないなということでございます。

ＩＴ分野とか他の分野はいろいろな専門家が関わってきますが、食という我々の分野は

、 、国民誰しもが関心あるわけでありますし 誰しもに注目を浴びるところでございますので

その視線でもって結論を出していただきますことを心からお願い申し上げます。

これ以上しゃべると怒られますので引き揚げますけれども、どうか皆様方には期待いた

しておりますので、よろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。○上原部会長

副大臣におかれましては、ご公務のためこれで退席されます。本当にありがとうござい

ました。

ありがとうございました。どうも失礼します。○山本副大臣

それでは、早速、審議に入りたいと思います。○上原部会長

今日の主たる審議は、資料「 平成19年度食料・農業・農村施策」の構成（案 」と、こ「 ）

こから派生する問題について審議してもらいますが、まずこの「構成（案 」を説明して）

もらう前に、事務局から参考資料１「食料・農業・農村の現状と課題」を説明していただ

きまして、それを踏まえましてこちらの資料「 平成19年度食料・農業・農村施策」の構「

成（案 」について説明していただきます。その後、参考資料２「平成19年度主な食料・）

農業・農村施策（施策のポイント 」について、農林水産省及び関係省庁からご説明を受）

けて、その後、皆さんからご意見を承りたいと思います。

それでは、事務局、よろしくお願いします。

情報課長でございます。○中村情報課長

、 、 。配付資料は 部会長からありましたように 資料と参考資料１から３まででございます

もしお手元にないようでしたら、事務方にお申しつけいただきたいと思います。

それから、委員のお手元には、委員よりご依頼のありました２枚紙の資料をお配りして

います。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たいと思います。

最初に、参考資料１をもとにご説明をいたします 「食料・農業・農村の現状と課題」。

という少し厚めの資料でございますが、１枚めくっていただきますと目次がございます。

前回の施策部会で、食料・農業・農村に分けて記述すること等をご説明いたしましたこと

を踏まえ、第１章では「食料自給率の向上 、それから第２章では「攻めの視点に立った」

生産の展開 、第３章では「共生・対流の促進」というように、それぞれ特に重要と考え」
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られる言葉で表題を設けるとともに、記述を充実することとしています。

以下、順番に簡潔にご説明いたします。

めくっていただきまして１ページ目でございますが、世界の食料事情、それから農産物

貿易の特徴、水資源不足等の不安定要因等についての分析を踏まえまして、食料安全保障

の確保の重要性を記述しております。

めくっていただいて３ページですが、ＷＴＯ、それからＥＰＡ／ＦＴＡ交渉等の状況等

について説明をしているということでございます。

右側の４ページから食料消費と食料生産の動向を分析しております。

、 、 、ページをめくっていただきまして ６ページ それから裏のページになりますけれども

７ページは、食料自給率の向上に取り組む意義、効果につきまして、国民に身近なものと

して理解が浸透いたしますように丁寧に記述をしてまいりたいと、前回のこの場でもかな

りご議論ございましたので、そういうふうに考えておりますけれども、その際、７ページ

の下の方にございますように、二酸化炭素排出量との関係、それから具体的な消費との関

係、こういうことを示しますことによりまして、できるだけわかりやすいものにしていき

たいと考えております。

次に８ページをごらんいただきたいと思いますけれども、食品の安全確保を徹底するた

め、問題・事故の未然防止を図るリスク管理の取組、米国産の牛肉問題など家畜等の病気

や植物病害虫の侵入・まん延防止の取組について記述をしております。

ページをめくっていただきまして、９ページでは、食品表示の適正化等、消費者の信頼

確保のための取組について記述をしております。上の方に高病原性鳥インフルエンザと新

型インフルエンザウイルスの関係、こういうものも示したいと考えております。

次に10ページからその裏の11ページにかけましては、肥満や生活習慣病の増加等の問題

が顕在化している一方、食について学ぶ機会が少ない状況を踏まえまして、食育を通じた

日本型食生活の実践を促進する必要性について記述をしております。

12ページから13ページにかけましては、消費者、生産者、学校、行政等、多様な主体の

連携による地産地消の推進状況について記述しております。13ページの下の方に関係図を

掲げてございます。

14ページでは食品産業の動向、それから東アジア食品産業活性化戦略、そういうことに

ついて記述をいたしているところでございます。

めくっていただきまして、15ページからが、第２章「農業の体質強化と攻めの視点に立
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った生産の展開」になります。

ここでは農業経済の現状や農業従事者、新規就農者の動向とともに、17ページには団塊

の世代等の再チャレンジとしての新規就農の重要性等について記述をさせていただいてお

ります。

それから、18ページは女性農業者の参画の推進と家族経営協定、19ページは外国人労働

者問題につきまして、ここも前回、ご議論がございましたので、それぞれ新たに項目を設

けまして、従来以上に充実した記述をするという方針で臨んでおります。

なお、この外国人労働者の関係では先ほど配付資料の確認の際に申し上げました、別途

お配りしております２枚紙、上の方に「不法就労者の就労内容別構成」と書いてある資料

をお配りしておりますので、ご議論の際にご活用いただければと思っております。

20ページから認定農業者、集落営農組織等の担い手、21ページには、耕作放棄地や農地

流動化の動向、それから企業等を含めました農業への新規参入について記述をいたしてお

ります。

22ページでは、いよいよ品目横断的経営安定対策が19年産から導入されます。そういう

ことに向けた、集落営農の組織化などの取組状況を記述しております。

なお、このページのちょうど上の方の文章の２つ目の○（丸印）のところに10月末現在

の加入申請数が書いてございますけれども、最新の状況はこれが更新されておりまして、

11月15日現在で１万3,371経営体ということでございます。ここでは4,282となっています

が、１万3,371経営体が加入申請をしているという状況でございますので、修正をお願い

したいと思います。

次に25ページまで飛んでいただきたいと思います。ここでは「食料供給コスト縮減」と

いう項目が立っておりますが、これも今回、新しい項目を設けたところです。輸入農産物

との競合、需要の多様化等に対応するために国内農業の体質強化を図る必要性について記

述いたしますとともに、５年間で２割のコスト縮減目標に向けました「食料供給コスト縮

減アクションプラン」の策定や具体的な取組について記述をしております。

26ページからは「攻めの視点に立った多様な取組」いうことで、昨年版ではばらばらに

記述しておりましたものを１つの項目にまとめまして記述をしております。

27ページにかけまして、先ほど副大臣のあいさつにもありましたが、2013年に１兆円規

模を目指すこととしました農産物等の輸出促進の現状と課題について分析を行っていま

す。
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、 、28ページと29ページにつきまして これも副大臣のあいさつの中でありましたけれども

輸送用バイオ燃料の利用促進などバイオマスの利活用を加速化するための取組です。

、 、 、それから 30ページと31ページでは 付加価値の向上や知的財産権の創造・保護・活用

そういった取組の必要性について記述をしております。

32ページは、環境保全型農業の推進状況について、整理をしているということです。

ページをめくっていただきまして33ページでございますけれども ここからが第３章 農、 「

村経済の活性化と共生・対流の促進」です。農村の人口や農業集落の動向とともに、中山

間地域を中心とした鳥獣害の現状と課題。農村における情報通信基盤等の社会生活基盤の

整備の重要性について記述をしております。

ページをめくっていただきまして35ページと36ページ、ここも新たに設けた「農業と農

村経済の活性化に向けた取組」という項目です。食品産業と農業、地域経済の関係につい

て分析をしますとともに、食農連携による地域活性化や食料産業クラスターについて記述

をしております。

それから、37ページ、38ページ、こちらは農業の多面的機能の発揮に不可欠な社会共通

資本でございます農地、農業用水といった地域資源の維持保全の重要性等についての記述

です。それから、19年度に新たに導入されます「農地・水・環境保全向上対策」の取組に

ついても紹介をいたしております。

次に、39ページからは全国の農業産出額の３割を占めます都市農業の重要性、市民農園

の現状や課題について記述しております。

41ページには、都市と農山漁村の共生・対流の促進の重要性、ＮＰＯ等による取組を記

述しておりますほか、一番最後のところでは、市町村合併による地域活性化の取組への影

響について一定の整理をしております。

以上で参考資料１を終了しまして、次に施策編についてご説明いたします。

最初に、資料「 平成19年度食料・農業・農村施策」の構成（案 」という３枚紙をご覧「 ）

いただきたいと思います。１ページ目に「作成の基本的考え方」という表題が書いてござ

いますけれども、内容は前回の施策部会でお示ししたものと同じですので、説明は省略い

たします。

２ページ目から３ページ目にかけまして「構成（案 」が書いてあります。食料・農業）

・農村基本計画の項目立てを基本といたしまして、Ⅰ章とⅡ章が食料、Ⅲ章が農業、Ⅳ章

が農村、ⅤからⅦ章までがその他ということになっております。
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作成の基本的考え方が同じですので、18年度の施策編とほとんど同じですけれども、前

、 「 」 、回の施策部会の議論を踏まえまして Ⅲ章の 農業の持続的な発展に関する施策 の中に

「３ 女性の参画の促進」という項目を新たに追加いたしております。

以上の構成を前提に、それぞれの項目に記述する主な施策についてこれから私も含めま

して各府省からご説明いたしますけれども、参考資料２「平成19年度主な食料・農業・農

村施策（案 （施策のポイント 」をご覧いただきたいと思います。ちょっと項目が多いの） ）

で、特に重要なものを選んでご説明いたしたいと思います。

１ページ目でございますけれども 「食料自給率向上に向けた消費及び生産に関する施、

策」と書いてあります。１とございますが 「重点的に取り組むべき事項」といたしまし、

て「 １）食料消費」では 「食事バランスガイド」の活用を通じて日本型食生活の普及・（ 、

啓発を推進することとしております。

それから 「 ２）農業生産」につきましては、２番目の○にございますように、農業経、（

営に関する施策を集中的・重点的に実施することとしております。

それから、下の方 「２ 生産努力目標の実現に向けた施策」では、一番下のところか、

ら次のページにかけてでございますけれども、新たな野菜、それから果樹政策を行うこと

としております。

３ページをご覧いただきたいと思います 「食料の安定供給の確保に関する施策」を整。

理してございます。そのうち 「１ 食の安全及び消費者の信頼の確保」では、２つ目の、

○にございますように、農薬・肥料等の安全確保と適正な使用の推進、残留農薬基準のポ

ジティブリスト制度の導入に対応した農薬の適正使用及び農薬の飛散低減技術の導入・定

着を推進いたします。

また、一番下にございますけれども、外食事業者の原材料の原産地表示の自主的な取組

が推進されますよう 「外食における原産地表示に関するガイドライン」の普及を推進す、

ることとしております。

４ページでございますけれども、２の「食育」の関係で 「教育ファーム」の取組の支、

援を行います。また 「３ 地産地消の推進」では、地産地消のモデルタウンを整備する、

ため、消費者と生産者の交流活動等を支援いたしますとともに、直売施設や加工施設等の

整備を支援することとしております。

それから、６ページをごらんいただきますと 「農業の持続的な発展に関する施策」を、

。 「 」 、 、掲げてあります １の 担い手の育成・確保 の関係では ２つ目の○にありますように
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認定農業者・集落営農へのトータルサポートの実施、制度資金の充実・強化や融資主体型

補助の創設等、斬新な手法で、担い手のニーズに即した支援を集中的・重点的に実施する

こととしております。

それから 「２ 人材の育成・確保等」の関係では、農業における再チャレンジと書い、

てありますけれども、情報提供・相談から就農後の定着までの各段階に応じてきめ細かな

支援体制を整備することとしております。

右側の７ページです 「４ 農地の有効利用促進」といたしまして４つ目の○にありま。

すように、農業経営に意欲的な企業等の新規参入を一層促進するための本格的な事業を開

始することにしております。

また 「５ 経営安定対策の確立」の関係では、品目横断的経営安定対策を導入し 「６、 、

経営発展に向けた多様な取組の促進」のところでは、米の需給調整について「農業者・

農業者団体の主体的な需給調整システム」に平成19年産から移行するということでござい

ます。

それから、８ページの上の方です。農林水産物・食品の輸出拡大に向けまして国内外の

環境整備を総合的に推進し 「食料供給コスト縮減アクションプラン」に基づきまして、、

生産と流通の両面における取組を着実に推進することとしております。

９ページでは、下の方で国産バイオ燃料の本格的な導入を支援するために、原料供給か

ら製造、流通まで一貫した大規模実証を実施するほか、研究開発を実施することとしてお

ります。

次に、10ページ、11ページは 「農村の振興に関する施策」を掲げてあります。一番は、

じめにありますように、農地・農業用水等の資源や環境の良好な保全と質的向上を図るた

めに、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と農業者ぐるみでの先進的な営農活動を 「農、

地・水・環境保全向上対策」により、一体的、総合的に支援することとしております。

11ページの上の方をご覧いただきますと、都市と農山漁村の共生・対流の一層の推進を

図るため、引き続き、関係各省が一体となりまして施策を推進するとともに、民間組織で

あります「オーライ！ニッポン会議」の取組を支援することとしています。

12ページでは 「国際交渉における取組 「団体の再編整備に関する施策」を整理して、 」、

ございます。

最後に13ページにつきましては 「施策を総合的かつ計画的に推進するための取組」を、

整理したところでございます。
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以上で私の説明を終わります。

それでは、関係省庁の方にお願いします。○上原部会長

内閣府からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

内閣府の食育関係でございますけれども、構成で申○深井参事官（内閣府食育推進室）

しますと「Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策」のうちの「２ 望ましい食生活の実

現に向けた食育の推進」というところに該当いたしますが、昨年成立いたしました食育基

本法、それから今年３月に策定いたしました食育推進基本計画に基づきまして、関係府省

が連携いたしまして総合的かつ計画的な食育推進の施策を講じております。家庭、学校、

地域、それから生産者と消費者との交流促進、食文化の継承等、様々な柱を設けまして国

民運動として食育が推進されるよう働きかけてまいりたいと思っております。

特に具体的にご紹介したいのは、毎年６月「食育月間 、それから毎月19日を「食育の」

日」と定めまして、こういった月・日を中心といたしました広報啓発活動を行うことにし

ております。

例えば、食育月間で申しますと、食育推進全国大会を開催してございまして、今年６月

に大阪府で開催いたしましたけれども、来年、これに引き続いて全国規模の中核的なイベ

ントとして開催する予定でございます。

以上でございます。

それでは、食品安全委員会事務局、よろしくお願いします。○上原部会長

それでは、食品安全委員会事務○佐竹総務課課長補佐（内閣府食品安全委員会事務局）

局から説明させていただきます。

事項といたしましては 「Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策」に該当するかと思、

われます。食品安全委員会の大きな柱となっているリスク評価、リスクコミュニケーショ

ン、この２点につきましてご紹介させていただきたいと思います。

まず、１点目のリスク評価の部分でございます。食品安全委員会、平成15年７月に設立

されまして、およそ３年４カ月というふうなことでございます。これまでに農林水産省、

厚生労働省等のリスク管理機関から600件近くの評価要請をいただいておるところでござ

いますが、現在、270件の評価というふうなところでございます。

また、それに加えまして、５月末でポジティブリスト制度の施行がされまして、この関

係で今、暫定的な基準というのが設定されているわけでございますが、それでまた非常に

多くの評価を今後していかなければならないということになっておりまして、若干遅れ気
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味の中でまた新たな評価件数をこなしていかないとという状況ではあるのですが、評価の

やり方の工夫なり体制の整備ということを通じまして、きちんと円滑に評価をやっていき

たいと考えております。

また、そこに書いております「自ら評価対象を選定し」ということでございますが、食

品安全委員会がリスク管理機関の要請によらず、自ら国民の健康の保護という観点から評

価対象を選定いたしまして評価を実施するというのが所掌事務としてあるわけでございま

すが、この件、なかなか要請の部分も進んでいない中で十分進んでいないという状況では

ございます。これまでにＢＳＥの関係で１件、食中毒の関係が１件実施中というふうな状

況でございまして、さらに今年度からメキシコ、チリ、中国等の牛肉のリスク評価の関係

で評価できるかどうかという準備段階の議論を今やっているところでございます。

ただ、いずれにしろこういった自主的な取組ということも重要かとは思っておりますの

で、何とかやりくりをしながらこういった議論も深めていきたいというところでございま

す。

２点目の柱でございます、リスクコミュニケーションの推進でございます。リスクコミ

ュニケーションにつきましては、農林水産省、厚生労働省等のリスク管理機関と協力いた

しながら意見交換会等の試みをやっているところでございます。ここに書いてありますよ

うに、まず「食の安全ダイヤル」あるいは全国に470人ぐらい配置しておりますが 「食品、

安全モニター」からの報告といった形で情報収集をしているわけですが、先ほど意見交換

会ということをマスコミ中心になってくるのですが、これまでに大体250回以上やってお

ります。ＢＳＥがやはりこれまでどうしても多かったわけでございますが、農薬、その他

幅広い分野でも実施していくということでございます。

また、全国ベースでのリスクコミュニケーションのみならず、地域レベルでもこういっ

たリスク分析の考え方というのを広めていかなければいけないわけでございまして、そう

いった意味で地域レベルでのリスクコミュニケーションを積極的にやっていく必要もある

だろうということで、まずそれを担う方、地域の指導者の育成のために何らかのお手伝い

ができないかということで、その育成のための講座というふうなことを今年度から開始し

たところでございまして、こういった取組にも今後とも積極的にやっていきたいというふ

うに考えております。

以上です。

それでは、文部科学省、お願いします。○上原部会長
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文部科学省の関連する施策についてご○高橋政策課地域づくり支援室長（文部科学省）

説明申し上げます。資料は19ページと20ページでございます。

まず、最初に食育関係でございますけれども 「Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施、

策」のうち 「２ 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進」といたしまして「早寝早、

起き朝ごはん」国民運動の一層の推進をしているところでございます。これにつきまして

は、子供たちの基本的な生活習慣が乱れているという現状がございますので、早寝早起き

で朝からごはんを食べてしっかりした体づくりをして生活のリズムを取り戻していただこ

うというものでございまして、民間ベースといたしましてはキャンペーンとして国民運動

として推進協議会を設立して進めているところでございます。行政レベルといたしまして

は、調査研究を委託いたしまして、もろもろの活動を推進する中で子供たちの望ましい基

本的生活リズムを取り戻していただくような調査研究を進めてございまして、19年度も引

き続きそれを展開していきたいと考えているところでございます。

、 、 。 、 、次に 学校における食育の推進でございますが ４項目ございます １つ目は 教職員

保護者等を対象とした食育関係の情報交換を行うシンポジウムの開催。２つ目が栄養教諭

を中心といたしまして、学校、家庭、地域が連携した食育のための事業を行いつつ、参考

資料等を作成して配布する事業でございます。

３つ目に、栄養教諭と養護教諭が連携しまして、食生活の改善に関する効果的な指導プ

ログラムを開発しようとするものでございます。

４つ目が、各地域におきまして栄養教諭等が中心になって、学校と生産者が連携した学

校給食における地場産物の活用の促進あるいは米飯給食の推進のあり方、地場産物を活用

した魅力ある献立づくり等の推進方策等を行っているところでございます。

続きまして 「Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策」といたしまして 「２ 人材の育、 、

成・確保等」でございますが、専門高校等における将来の専門的職業人の育成ということ

でございます。これは、スーパー専門高校という事業がございますけれども、農業高校等

もその１つに位置づけいたしましてバイオテクノロジー等の先端的な技術・技能等を取り

入れた教育等を行っている農業高校を支援していこうというものでございます。

次に 「Ⅳ 農村の振興に関する施策」としまして 「３ 都市と農村の共生・対流と多、 、

様な主体の参画の促進」ということでございますが、青少年の意欲を高める体験活動の推

進といたしまして、短期山村留学とか青少年相互交流推進事業等を行っているところでご

ざいます。さらに、省庁間連携によります地域ネットワークの体験活動の推進、多様な活
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動の機会の提供と併せて指導者養成等を行うことといたしております。

最後に 「４ 快適で安全な農村の暮らしの実現」といたしまして、地域において守り、

伝えられてきた伝統文化の次世代への継承等ということで、各種地域等にございます文化

財、伝統的な文化活動等の活用促進を図りながら、安全な農村の暮らしを確保していこう

というものです。

以上、簡単でございますけれども、説明を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、厚生労働省、よろしくお願いします。

厚生労働省でございます。○南野食品安全部企画情報課長（厚生労働省）

21ページでございますが、事項といたしましては「Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する

施策」の「１ 食の安全及び消費者の信頼確保」でございます。

まず 「食品衛生法に基づく基準の策定等の推進」でございますけれども、食品の安全、

確保のため食品添加物の安全性確認、これを計画的に推進しているところでございます。

また、先ほど来話題になってございますけれども、食品中の残留農薬等についてのポジ

ティブリスト制度、今年５月末に施行いたしましたわけでありますけれども、この適切か

つ円滑な実施を推進していくことといたしております。

項目を１つ飛ばしまして 「消費者等への情報提供の充実」でございますけれども、食、

品安全分野につきまして国民の意見を施策に反映させると、こういった目的のために関係

省庁等とも連携いたしまして、消費者等との意見交換会などのリスクコミュニケーション

を推進しているところでございます。

次の項目で「輸入食品等の安全対策の強化」でございますけれども、輸入食品の安全確

、 、 、保のために 毎年度 輸入食品監視指導計画というものを策定いたしておりますけれども

この計画にのっとりまして全国の検疫所におきましてモニタリング検査を計画的に実施い

たしております。また、輸入者への指導の実施、こういったこともあわせて行っていると

ころでございます。

また、健康食品による健康被害を防止するという観点で健康食品にかかわる制度、その

充実・強化を進めていきたいというふうに考えております。

次の項目です 「バイオテクノロジー応用食品の安全性に関する国際会議の開催」でご。

ざいます。これは、ＷＴＯとＦＡＯが共同で設立いたしております合同食品規格計画、い

わゆるコーデックス委員会のバイオテクノロジー応用食品特別部会、これを昨年度、平成
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17年度から４年間の計画で我が国が議長国として開催をいたしているところでございま

す。今年度は２年目に当たるわけでありますが、来週、11月27日から12月１日までの予定

で幕張メッセで開催をすることといたしております。この会議におきまして、遺伝子組換

え食品の安全性に関するガイドライン等の作成について検討を進めていく予定にいたして

おります。

その他、食品安全に関する研究につきましても、引き続き推進をしていく予定でござい

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

それでは、経済産業省、お願いします。

経済産業省から資料の23ページについて○島貿易振興課投資交流企画官（経済産業省）

ご説明をいたします。

事項としましては 「Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策」ということでございまし、

て、実は去年も全く同じ文言を当省の施策として説明をさせていただきましたけれども、

先ほど山本副大臣あるいは情報課長の方から輸出の取組というお話がございました。去年

は、この施策部会の場で当時の小泉総理が6,000億円という目標を掲げられましたという

ご説明をさせていただきましたけれども、今年の９月に安倍総理に替わって、安倍総理の

所信表明演説で輸出は平成25年までに１兆円というふうに輸出の増大について一層力を入

れるというような状況になってきているということが去年と変わっている点でございま

す。

ここに書いてある事項としましては、独立行政法人日本貿易振興機構、これはいわゆる

ジェトロと申し上げますが、このジェトロにおいて日本の国内で36カ所、情報センターが

ございます。そういったところで貿易相談業務ですね。これは例えば台湾にサクランボを

輸出したいのですけれども、検疫はどういうものがありますかとか、あるいはカットした

マグロをシンガポールに輸出したいんだけれども手続はどうかとか、そういった輸出に関

するような相談業務を常日頃ジェトロで受けているところでございまして、去年、全体で

数万件の相談業務のうち食料品、農産物に関する相談件数というのは大体4,000件という

ふうになっていて、非常に増加している状況にございます。

、 、 、 、 、それから ジェトロが実際にやっている海外市場調査 これはアジア アメリカ 欧州

これはジェトロの自主事業もあれば、皆様方からの委託を受けて調査をするようなものも
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あります。

それから、海外展示会への出展支援。フランス、ドイツあるいは東南アジア、それから

中国と世界的な食品見本市あるいは海外展示会、そういったものへの出展支援。

最後に地方自治体の輸出への取組に対する支援。これは、例えば北海道で台湾からの留

学生の方が非常に多いのですが、その北海道と連携をして台湾向けの輸出について何か今

後の施策ができるかどうかという検討会をやったということもございますが、こういうよ

うなことを総合的にやっているところがジェトロでございまして、経済産業省はジェトロ

を所管しているという立場で、こういった施策を盛り込ませていただけるかと思いまして

説明させていただきました。

以上でございます。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、国土交通省、よろしくお願いします。

。○大矢地方整備課長 国土交通省（ ） 国土交通省関連の施策をご説明させていただきます

資料の25ページをごらんください。

、「 」 「 」まず Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策 の中の ９ 自然循環機能の維持増進

でございますが、バイオガスを活用し、住宅等の断熱設備など多角的に利用する実証実験

等の調査を引き続き実施してまいることとしております。

それから 「Ⅳ 農村振興に関する施策」でございますが 「１ 地域資源の保全管理政、 、

策の構築」につきましては、生物の良好な生息・生育環境のため河川の蛇行復元や魚がす

みやすい川づくりといった施策を引き続き実施してまいることとしております。

それから 「２ 農村経済の活性化」のところでございますが、産業の振興を図る道路、

ネットワークやインターチェンジの整備など、効率的で快適な道路整備を目指して実施し

てまいるということにしております。

26ページになりますが、続きまして「３ 都市と農村の共生・対流と多様な主体の参画

の促進」というところでございますが、地域と民間と行政が一体となって行う観光振興の

取組を支援してまいるほか、地域間の交流を支える幹線道路、それから交流の拠点となり

ます、道の駅、サービスエリア、また地形的な制約を解消するためのトンネル、橋梁の整

、 、備などを推進していくとともに 河川における自然体験活動等の場となる水辺環境の整備

歴史的砂防施設の保存・利活用といった施策について、地域の資源を活用した魅力の向上

を図り、都市と農村の交流を推進してまいることにしております。
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それから、次の項目の「４ 快適で安全な農村の暮らしの実現」のところでございます

が、まず交通関係でございますけれども、交通事故防止の観点から道路標識、歩道、交差

点改良など交通安全施設の整備。それから、地域間の交流、安全で快適な道路整備を目指

しまして、地域の生活の利便性の向上や地域経済の活性化、市町村合併後の拠点を連絡す

るための道づくり、また高齢者等を含めた生活者のための質の高い歩行空間の形成。

それから、27ページになりますけれども、生活交通として不可欠なバス路線の維持、こ

のような施策を実施してまいることとしております。

それから、衛生関係といたしましては下水道整備を推進してまいります。

また、情報関連といたしましては、道路、河川、港湾、下水道の施設管理用光ファイバ

の整備を図り、管理用光ファイバやその収容空間の開放を順次進めるとともに、道路情報

の提供等、こういった高度情報化のための施策も進めてまいることにしております。

それから、住宅関係といたしましては、住生活の質の向上を図るなど、良好な環境の確

保と魅力や個性ある住宅の供給や地方定住促進に資する住宅対策を促進してまいることと

しております。

最後に、安全な生活の確保のための防災対策といたしまして、法面対策や橋脚の耐震補

強などの道路防災対策、積雪寒冷地における道路除雪等の実施、ハード・ソフト一体とな

った土砂災害防止対策、こういった施策を推進していくこととしております。

国土交通省関係は以上でございます。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、最後に環境省、よろしくお願いします。

最後のページ、29ページでございますが、環○山本地球温暖化対策課調整官（環境省）

境省関連の施策をご説明いたします。

１点でございまして、先ほど農林水産省からバイオマス利用の加速化というご説明があ

りましたが、そういったこととも連携いたしましてバイオマスエネルギーの利用推進等を

進めていくというものでございます。環境省の施策として、ご案内のとおり、地球温暖化

対策と循環型社会の構築という二つの大きな施策がありますが、その両方に資するものと

してバイオマス。特に、エネルギー利用を推進していくというのが大きなテーマとなって

ございます。

特に、平成20年度からいよいよ京都議定書の約束期間に入ってまいりまして、平成20年

からの５年間で６％、温室効果ガスを削減するということを国際目標として達成しなけれ
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ばいけないという状況の中で、平成19年度がその準備のための最後の年ということもござ

いまして、国内的にとれる施策を最大限とっていこうと。その中でも、バイオマスエネル

ギーの導入が再生可能エネルギーの導入として非常に大きな施策であるという位置づけの

もと、関連の施策を大きく伸ばしていくということにしておりまして、ここに盛り込ませ

ていただきました。

○（丸印）で書いてありますように、ご案内かもしれませんが、沖縄県の宮古島におき

ましてサトウキビの糖蜜からエタノールをつくると、この取組を各省庁が連携してやって

、 。いこうという大きな取組を今進めておりまして その一員として頑張って進めていこうと

これも含めましてもう一つ、廃木材からバイオエタノールをつくり出すという取組を民

間事業者が大阪で今進めておりまして、このプラントが間もなく完成いたしますので、そ

ういったものも使いながら、いよいよこれまでの実証レベルから大規模な普及に向けての

大きな一歩ということで進めていきたいと思っております。

それから、バイオエタノールだけでなくて、その他、先ほどもありましたが、バイオガ

スといったものも含めてバイオマスエネルギーの利用促進というのが温暖化対策としても

非常に重要であるということで、関連の施策予算も増額をしてしっかり進めていこうとい

うことでございます。

以上でございます。

どうもありがとうございました。○上原部会長

ただいま、前回までの部会の審議を踏まえまして 「 平成19年度食料・農業・農村施策、「

の構成 （案 」が出されました。それから、各省庁から施策のポイントについてご説明が」 ）

ありました。これを中心としたご議論をお願いしたいと思いますが、いつものとおりかな

り幅が広いので区切って議論したいと思います。

資料とあります「構成（案 」のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶを大きく４つに分けたい）

と思います。１つは、ⅠとⅡを食料に関する問題、それからⅢを農業に関して、それから

Ⅳを農村に関して、そしてⅤ、Ⅵ、Ⅶをこれは全部を含めた横断的なものとして、こうい

う順番で議論していきたいと思いますが、よろしくお願いします。

それでは、まずⅠとⅡに関する食料について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いし

たいのですが、いかがでしょうか。前回までの議論を踏まえていますので、これでもう完

璧だということでございますでしょうか。もし何かありましたらどうぞ。

それでは、横川専門委員、お願いします。
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幾つかメモをしてきまして、急に順番にと言われても、頭の中が少し混○横川専門委員

乱しているかもしれません。

構いません。○上原部会長

全体的に大変いい、とてもよくまとまったと思います。新大臣が、これ○横川専門委員

をどれだけ早くきちんと具現化し実務に移されるか、それが解決の鍵になるのではないか

なと思います。その中で幾つか申し上げます。

まず、自給率の向上については、以前、私は自給力か自給率かという問題を提示したこ

とがあります。そして今考えますのは、自給率という点からもお米の栽培をやめた跡地を

どう利用するか国が具体的な案を持たないといけないということです。エタノール燃料や

バイオマスの件もありますが、現在100％近く輸入している飼料を空き地利用により栽培

するということも考えられるわけです。品種改良と増産ということを含めて突っ込んで考

える必要があります。

例えば、飼料用米では、１反歩当たりの収量で、15俵ぐらいはもう目途が立ったのです

から、もう少し改善して、今の（米の10アール当たり収量）8.5俵の３倍とれるとアメリ

カの配合飼料に並ぶ価格となります。この辺のことを具体的にどうするのか、もっと踏み

込んで進めることが必要だと思います。

それから、２つ目は食育について。

私は基本計画の検討時に、何回か出させていただいたのですが、個人的にはどうも「本

気なのかな」と非常に疑問を感じることがあったのです。

基本的に、私は「食育」というのはとても重要だと思っております。医療費が30兆円を

超えたという現実の問題に対しては、食生活を変えない限りこの医療費が減ることはない

。 、「 」のです 医療費が産業界で一番大きな年間支出ならば 食べ物で健康をどう維持するか

についての議論が必要になり 「食育」はもっといろいろなことをやらなければいけない、

のだと思います。

例えば、栄養教諭を設置したからと言ってこれからの「食育」が良くなるとは思えませ

ん。これをどう広げていくか、農家も、食品メーカーも、家庭も、学校も、外食企業も、

小売業も、皆がそれぞれ分担して食育という問題に取り組んでいかない限り駄目だと思い

ます。特に、子どもたちが朝食をほとんど食べていない現状が問題となっています。テス

トとして学校で朝食を出している学校も出てきました。しかし、本当に家庭で朝食がつく

れないなら、健康な体をつくるために国が「朝食」に直接関与するというような取組も必
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要ではないかと思います。

それから、ポジティブリスト制度の導入について、農家の人に聞いてみましたが「でき

」 。 、 、 、 （ ）ない と言っています 言い方が極端ですが 例えば 0.01ppmという基準は 虫 害虫

を手で取らなければいけないことになるそうです。毎朝畑に行ってキャベツにつく虫をつ

ぶさなければいけない、しばらくやっていると虫の方が利口で裏につくようになって表に

つかなくなるのだそうです。裏へつくと、葉っぱを１枚１枚ひっくり返して見て虫をつぶ

さないと駄目なのだそうです。では、どうするのかと聞いたら、今年はやるけど来年はキ

ャベツをつくらないと言っていました。つくるのならどうしたらいいかといったら、全部

網をかぶせるしか手がないと。そうすると、誰が網をかけるか、誰がそのコストを背負っ

てくれるのかという問題が現実的に出てくるのですね。

そうすると、0.01ppmという設定の仕方、ポジティブリスト制度そのものが本当にこれ

でいいのか極めて疑問です。作物をつくる側、食べる側、専門家の皆が揃った場で、もっ

と議論をしないといけないのだと思います。本当にこれでいいのか、見直しをするのかし

ないのか、しっかりした議論が必要です。

実は７つくらい項目がありますが、あと一つで最後にします。それは、国内の農産物・

。 、 、魚介類の流通システムの構築です これが整備されないために 獲れたものも活かされず

、 、中間でコストがかかって最終的には消費者負担が大きくなっている という問題について

国としてどう考えるのか、ぜひ今後の課題としたいと思います。

どうもありがとうございました。○上原部会長

どうぞ、陽専門委員。

今回、全般にわたって前回の意見がよく取り入れられて、非常に重厚な資○陽専門委員

料になりつつあると思って感謝しております。

まず 「参考資料１」の６ページです。毎年、食料自給率の向上と食料安全保障の確保、

というので自給率がエネルギー換算で出ます。今回でなくて結構ですが、次回から少し工

夫されて窒素の自給率とか炭素の自給率とか、あるいは水の自給率、自給率というのは変

ですが、もう少し視点を変えたらどうでしょう。ただエネルギーでの輸入ということでは

なくて、いわゆる環境問題を考えた物質循環的な思考での新しいアイデアが次回から出る

と大変おもしろく思います。

例えば食料自給率41％というけれども、窒素の自給率なんて大体80％以上超えていると

いう計算をしているところもございます。そういう意味で、次にそういう材料を使われる
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とおもしろいのではないかなと思います。

９ページです。高病原性鳥インフルエンザウイルスと新型インフルエンザの関係なんか

は、大変斬新的だと思って感激しております。

それから、次は12ページと11ページです。いわゆる地産地消の話があります。この地産

地消にもう少しパンチを入れるということで、定量化した分析が必要だろうと思います。

地産地消を金銭的に、物質循環的に、物の安全性という意味で定量化した分析をすれば地

産地消の意味と説得力が増すのではないかと思います。

どうもありがとうございました。○上原部会長

食料について関連することをお願いしたいと思います。それでは、山崎委員お願いしま

す。

まず「参考資料１ 、今、横川委員の食の教育とちょっと関連してくるかと○山崎委員 」

思うのですが、４ページの下のところです。ここは女性の社会進出、この文章に「仕事・

家事等の拘束時間の短縮等がみられる」という記述があって、これが食料消費にも影響を

与えているという書き方がされています。これはとても微妙なところで、確かに女性の社

会進出というのはある意味影響を与えているところもあるかもしれませんが、これをこう

いう書き方をされてしまいますと、やはり「女はまた家庭に帰って料理をしろ」というこ

とにつながるような、そういう誤解を与える表現だなと大変危惧しております。

そこの下の図表のところも、どうしてこの食料消費に影響を与えるところで女性の就業

者のＭ字カーブがここに出てきて、一体これをどう関連させて考えればいいのだろうかと

私は大変疑問を持ちました。

それから、地産地消のところですが、これは12ページです。まず１つは、この表の右の

ところですね。女性の地産地消の認知度及び必要な情報というふうに書いてありまして、

これもなぜ女性だけのこういう数値が出てくるのだろうかと、これも男の人のも併せて書

いてくださればまだしも、比較をしてああやっぱり男の方が関心がないかなとか、これは

ちょっとそういう結果が出るかどうかわかりませんけれども、そういうことであれば納得

するところもありますが、どうしてここで女性の地産地消だけが出てくるのかなというふ

うに疑問を持ちました。

それからもう１点、地産地消について、私は横浜に住んでいるのですが、大都市での地

産地消と、それから（農作物の）生産県での地産地消というのはかなり違いがあって、都

市部の地産地消あるいは農地を守っていくというのは結構大変なものがあります。それを
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やはり何か１つケースとして事例を挙げるのであれば、生産県と同時に都市での別の意味

での困窮というのでしょうか、非常に難しい状況も何かで現わしていただくといいのかな

というふうに思いました。

以上です。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、駒谷委員。

３つほど質問をさせていただきたいと思います。○駒谷委員

、 、 。（ ）まず１つは 14ページの食料産業の取組 加工品ですね 飲食費の最終消費額のうち

加工食品が50％を占めているという現状の中で、私も加工用原料の生産を今年から取り組

んでみたのですけれども、大きな問題が出てきました。それは、まず１つに生食用で食べ

る農産物より加工用の方が規格が厳しいということです。

それというのは、農産物を加工品にする機械の開発が遅れているのでしょうかね。例え

ば、今、玉ねぎの例で言いますけれども、生食であれば長玉とか抱き玉とか、形が少しい
．

びつなものもありますよね。丸い形にすべてがなるわけではないのですね。そういうもの
．．

が機械に合わないと。加工する機械に合わないということで、例えば今、私が取り組んで

いるものは玉ねぎで、本当は消費者が生食で買うときは１キロ当たり150円ぐらいになる

のですが、加工用原料では、42円で生産しようということになりました。そしたら、その

中で先ほど話した形の少しいびつなものが機械に合わないというようなことで約２割ぐら
．．．

いが規格外とされ、機械に合わないということでキロ当たりの単価を27円、それから、少

し小さいものは15円とされました。

こういうやはり現実があるということで、ぜひとも加工用の機械の開発を、先ほどの副

、 、大臣の話じゃないですけれども 東南アジアにまで加工品として供給しようというときに

、 、そういう機械の開発というものに対してやはり行政で少し バイオではないですけれども

研究開発費をもって生産された農産物すべてが加工に100％向くような形に機械の方に力

を入れられないでしょうかということが１つです。

それから、25ページに農協の事業改革が出ていますけれども、これはなかなか、私もそ

、 。れに携わったことがありますけれども 自己改革というのは非常に難しいと思うのですね

中央会というのが農協の指導をしているのですけれども、中央会は各農協からお金を出し

てもらってやっている組織ですから、全農に外部役員を入れるという話がありましたけれ

ども、僕は中央会にこそ外部役員を入れないと、お金を出してもらっている組織を指導す
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るなんてことはなかなか難しいと思うのですね。その辺というものもきちっと考えてほし

いし、それからもう一つは、やはり農協はもう総合商社のようになっている。だけども、

コストが下がらないということは他社より、ほかの一般の会社よりもコストが余計かかっ

ているということなのですよ。

、 、 、 、 、ですから 職員の数が多いとか あるいは役員の報酬が多いとか というのは結局 今

農協が合併してどんどん数が少なくなってきます。そういうふうになると、各農協の役員

がかなり兼職をしなければならないですね。兼職の制限というのはあるのですけれども、

これは報酬が100万円以下ならいいよということですから、100万円以下であれば報酬もい

い。それから、普通の農協の組合長であれば、大体６つから７つぐらい役職を持つことに

なります。ですから、その辺の報酬のところもやはりきちっと指導すべきだと思います。

それからもう一つは、鳥獣害対策ですね。鳥獣害対策の中でここに書いてありますけれ

ども、原因をきちっと押さえていないと思うのですね。日本の野生鳥獣というのはすべて

が禁猟というのが基本なのですよね。それで、狩猟法でもってバランスをとってきたんで

。 、 、 。 、す ところが 今 狩猟者の人口がもう３分の１ぐらいになっているのですね ですから

柵をつくっても、追い払う装置をつくっても絶対数が多ければ対策にならないと思うので

すね。

ですから、野生鳥獣というのは栄養が豊富だと子供をたくさん産むということなので、

その辺の根本的な原因を調べて、そして適正なバランスにしないと、例えば北海道なんか

はエゾシカの防護柵が3,000キロメートル、日本列島の長さになっているのですね。だけ

ど、今度は柵のないところへ行って被害を及ぼすということですから、その辺の考え方を

ちょっと変えないと駄目だと思います。

以上、３点です。

どうもありがとうございました。○上原部会長

里吉委員、お願いします。

この施策部会の主たる目的が農業白書の編さんということと理解しておりま○里吉委員

すので、まずこの点をちょっとお話しさせていただきたいと思います。

この秋に昨年度の農業白書を購入いたしました。政府刊行物センターで購入いたしまし

た。そのときに、同時に中小企業白書も一部購入いたしました。この比較について、ちょ

っと気づいた点をお話しさせていただきたいと思います。

１つは、この審議会の委員の皆さん、自費でぜひこの農業白書を購入していただきたい
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と思います。と同時に、今日ご出席の皆さんにもぜひ自費でこの白書を購入していただき

たいと思います。中小企業白書との比較において気づいた点、農業白書は厚さが約３セン

チ余りあります。装丁も非常にカラフルで、他の白書に比べて非常に表紙もカラフルで、

きれいによくできております。対して、中小企業白書は約２センチほどですけれども、農

業白書に比べると非常にビジュアルの数も少なく、カラフルなものではないというように

理解いたしました。

ただし、中小企業白書で気づいた点でいいなと思ったのは、ＣＤのデータが付録として

ついておりました。これはパワーポイントとか、いろいろな会合等で説明したりするのに

非常に便利だということが言えると思います。

昨年来の議論で農業白書にもっと図表を入れてビジュアルをたくさんという委員の発言

に基づいて、ビジュアルあるいは統計資料等を増やされたものと思われますが、結果とし

て厚いものになってしまったと。妥当かどうかというのは別の問題として、この中小企業

白書のようにＣＤでそれを補完するという、そういう方法もあるのではないかなというよ

うな気がいたしました。

、 、 、 、 。もう１点 ポジティブリストという 今 横川専門委員のご発言 全く同感であります

たまたまキャベツという事例を出されまして、今、お話をいただきましたが、キャベツの

農薬濃度ということで、私どもも会社の事業で年間約300トンから400トンのキャベツを取

り扱っております。つい数日前も、私どものもとに届いたキャベツにコナガという害虫が

大量に付着しておりました。これはちょっと問題になったところなのですが、このポジテ

ィブリスト、農業の現場の皆さんには大変な混乱を招いておるようです。一方でまた、白

書の中では食料の安全等をうたわれております。一方では、そういった経済性の問題があ

ります。

ちなみに、先週の中国地域でのキャベツの相場は、私が承知しておりますのは大体キロ

グラム当たり30円から35円です。この価格で果たして手で虫を取ったりとか、ネットをか

ぶせて虫をよけろとか、そういったことが果たしてできるのかどうか。現実的な問題で、

この農業白書の中で安全性と農業の経済ということを何かの形で示唆するなり、それにつ

いて政府の見解を述べるなりといったところに言及する必要があるのではないかというよ

うに感じております。

以上です。

どうもありがとうございました。○上原部会長
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この辺で皆さんからのご質問等について、事務局、関係省庁からお答えをお願いしたい

と思います。まず、生産局から先ほど横川専門委員から出た食料問題等、それから鳥獣害

対策とか幾つか出ています。その辺、よろしくお願いします。

まず、自給率との関係で飼料に取り組むということでございます○佐久間生産局審議官

けれども、ご指摘の飼料米については、まだコストの面でいろいろ課題があるということ

ですが、今の計画の中で幾つか飼料作物という形で米のホールクロップサイレージなど、

コストをぺイするというようなものがいろいろとありまして、そういったものを充実する

ということでもって、これはかなり自給率の向上に役に立つということで、現在の目標の

中で見ております。

またさらに、将来さらに考えればいろいろと技術開発、品種改良といったようなことに

いろいろと取り組むべき課題がございますので、当面のことと、それからまたさらにとい

うことでもっていろいろと考えてまいりたいと思っております。

それから、鳥獣害でございますけれども、おっしゃるように、今の状況は獲る方が少な

くなったということがあって、その結果、実数はちょっと把握できないのですけれども、

生息しているところが増えているということから見て、実際に今いる数が増えているだろ

うと推測はされます。その量がやはり増えてくると、実際に獲っている数は増えているの

ですけれども、うまく数をコントロールできているかどうかといったようなところはおっ

しゃるような問題があって、数をコントロールできていなくて増えているという、そうい

う可能性は確かにございます。おっしゃるように、全体としてうまいバランスといいます

か、そういうものが達成できないといつまでたっても鳥獣被害の拡大が抑えられないとい

うことがございます。

我々としても鳥獣被害をどういう形でもって抑制していくかいろいろな手法を考えてお

りますし、それからできるだけ今のところの対応としては生産の現場に近づけないという

ことで見ているわけですけれども、長期的に考えますとやはり一方で動物がちゃんと生息

し、農業活動ができるというのをどういう形でもって両立させるか、そういう全体的なコ

ントロールの考え方にもっていかないと、長期的な問題の解決にならないということはご

指摘のとおりだというふうに思っております。

それから、次にポジティブリスト制度の問題が出てましたので、消費・安○上原部会長

全局の方からお願いします。

先ほど来、ポジティブリストのお話がございました。ポジテ○貝谷消費・安全局審議官
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ィブリストの制度自体は厚生労働省の方の仕組という中で実施されておりますが、人への

影響、健康、こういったことへの配慮かと思っております。それは私ども食品の安全を考

える上では、やはり農林水産省としても大前提とした上で、それを前提にしながらも先ほ

ど来、委員のお話のような農家が混乱しないような、うまく実施できるような形でのサポ

、 、ートということで制度が実施されるまでの今年の５月まで 大変きめ細かくといいますか

地域地域でご相談なり指導という形でお願いをしてきております。

確かに、里吉委員のお話にございましたような、それで実際にそのコストが成り立つの

か、経済との関係はどうなのかという点は、私ども農水省全体としては十分頭に置いてお

、 、くべき点だろうと思いますが やはり安全ということを我々としてはベースに置きながら

その中でどこまで記述できるか、今後、考えさせていただきたいというふうに思っており

ます。

それから、これは食育の関係、後ほどまた場合によっては内閣府からもお話があるかも

しれませんが、私ども食育という点で農水省としても、これはやはり一番、私ども食品安

全ということでございますけれども、食育の普及ということにつきましても本気で取り組

んでまいりたいというふうに思っております。政府全体としても先般、第１回目の食育白

書が内閣府の方で取りまとめられているところでございますし、私どもも各省とともに一

生懸命させていただきました。

やはりその中で先ほど横川専門委員のお話のような、それぞれのところで、役所だけが

旗を振るとか、どこだけが何をやるということではなくて、やはり国民運動としての広が

りというものが徐々にではあるかと思いますが、やはりそういうステップを踏まなければ

なかなか本物にならないだろうというふうに思っています。

また、委員ご指摘の特に健康との関係ですね。食育が健康との関係でどうなのかという

のは、先ほど少し簡単なご説明をしましたが、これは厚生労働省の所管なのかもしれませ

んが、やはり最近の生活習慣病の問題等々の問題につきましても内閣府での全体のまとめ

もそうですが、私どもこの白書の中におきましてもどういう形が適切なのか、前向きに少

し考えさせ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。

以上でございます。

どうもありがとうございました。○上原部会長

ポジティブリスト制度についてご質問、○南野食品安全部企画情報課長（厚生労働省）

ご意見等ございましたので、私どもの方からも少し答えさせていただきたいと思います。



- 25 -

残留農薬のポジティブ制度につきましては、これは３年かけて準備を進めてきたもので

ございます。その間、農林水産省ともいろいろ連携をとりながら関係方面への周知も図っ

てきたところでございますが、先ほど0.01ppmでは厳し過ぎて守れないというようなお話

もございましたけれども、この0.01ppmというのは、残留農薬の基準が設定されていない

ものについてはこの一律基準である0.01ppmが適用されるということでございまして、逆

に言いますと、国内で使用が認められている農薬につきましてはすべて農薬の残留基準が

別途定められております。国内で使われている農薬につきましては、その農薬使用基準、

これは農水省の方で定められておりますけれども、農薬の使用基準にのっとった形で使用

していただければ、この残留基準の範囲内におさまると、こういうようなことで基準を設

定しております。

したがいまして、例えばキャベツでも農薬が使えなくなるとかということではございま

せんので、その点はご了解をいただきたいと思いますし、今後、また農水省とも連携をと

りながら、関係方面の周知に努めていきたいというふうに考えてございます。

以上です。

加工用機械の問題で、技術会議の方から何かコメントがあったらお願いし○上原部会長

ます。

加工用の機械の技術開発あるいは研究へもう少し力○伊地知技術会議事務局研究総務官

を入れてほしいというご意見でございます。私ども直接的ではございませんけれども、先

端技術を活用した農林水産研究高度化事業という公募型の研究の予算を持っておりまし

て、この事業に応募することでそういう機械の開発をするような研究については支援がご

ざいます。それ以外にも産学官連携による食料産業活性化等のための新技術開発の事業、

これは２分の１から３分の１の助成になりますけれども、そういう事業がございまして、

この事業を活用して研究開発がやれるような仕組になっておりますので、よろしくご活用

の方、お願いいたします。

それと、飼料米のことで少し補足をさせていただきたいんですけれども、飼料米につき

ましては多収作物の開発と栽培技術の確立ということで昭和57年から研究開発をやりまし

て、先ほど委員が言われましたように、平均で普通の米が10アール当たり530キロ程度と

れるのですが、現在、10アール当たり800キロとれる、例えば「タカナリ」というような

品種等を作成しております。

ただ、水田跡地を使う場合には飼料米として使うよりは、稲全体、稲わらも含めたよう



- 26 -

な茎、葉、米、全部を使った方がより経済的であろうということで、自給率向上の観点か

ら飼料用稲の品種の作成等を現在進めてきておりまして、かなり成果が上がってきている

ところでございます。

ただ、飼料用稲は牛のえさでございますので、豚のえさはどうなんだという話もござい

ますが、豚につきましては高度化事業で独立行政法人の畜産草地研究所と民間と公共団体

で、飼料用の米についての試験研究を18年度から３年間やることにしておりまして、その

成果を踏まえて今後どういう対応をしていくか検討をしていきたいと思っております。両

方とも試験研究開発は、現在進めているところでございます。

それから、総合食料局にお願いしたいんですが、自給率問題が出ていまし○上原部会長

て、それから流通ルートの問題が出ていましたので、その辺についてちょっと情報等をお

願いしたいと思います。

自給率、窒素とか炭素の話ですか。我々の方としまして○水間総合食料局食料企画課長

は、今、自給率につきましては食品の重量ベースなりカロリーベースなり金額ベースとい

うことで毎年やってきておりますけれども、果たして窒素ベース、炭素ベースでどの程度

のことができるのか、私も今、にわかには知見がございませんのでわからないのですけれ

ども、環境部局の方と相談してみて、果たしてどこまでできるのか考えてみたいと思って

おります。

それから、流通コストにつきましては、１つはまずは食農連携ということで加工食品の

方とか、あるいは外食の方々が、直接生産者の方々と連携しまして、直接取引をして流通

をさせるということで流通コストの削減ということが１つ考えられますけれども、それだ

けではなかなか市場そのものの持っている集荷機能なり出荷機能というのはやはり重要な

機能としてありますものですから、これもケース・バイ・ケースで食農連携をやって直に

やる方が流通コストの削減に役立つ場合もありますでしょうし、また従来的な市場を流通

させるということでやっていくこともあるでしょう。卸売市場については、卸売市場法の

、 、 、改正を行いまして 例えば市場の再編合理化を図るとか あるいは規制緩和を図りまして

今まで必ず品物を市場に持ち込んでこなければいけなかったわけですけれども、最近の電

子商取引の進展等を踏まえまして、一定の要件を満たす場合には商売は市場でやるけれど

も、物自身は市場に持ち込まなくていいというようなことでコストの縮減を図っていくと

か、あるいは電子タグ等々、電子機器、ＩＴ化を進めまして効率化を進めていきたいとい

うふうに思っております。
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どうもありがとうございました。○上原部会長

、 、 。それでは 幾つかの残された問題がありますが 情報課の方からよろしくお願いします

里吉委員の方から中小企業白書との対比でご意見がございました。食料○中村情報課長

・農業・農村白書をできるだけコンパクトで簡潔につくるという旨で、今回ご議論いただ

いております白書も昨年以上に圧縮といいますか、より読みやすい形にしたいと思ってい

ます。

そうした中、ＣＤにつきましては、厚さを縮める意味では１つの手法と思いますし、資

料の２次利用という意味でも役に立つ面があると思いますので、中小企業白書等の取組を

見まして検討したいと思います。

それから、山崎委員からご指摘のございました「参考資料１」の４○池渕情報分析室長

ページでございますが、ここで私どもが言いたかったのは、国民のライフスタイルの変化

ということで世帯構成が大きく変化して、いわゆる単身世帯が増加したということであり

ます。それで、５ページに入りますと、単身世帯が２人以上世帯よりも外食比率が非常に

増加しているということを強調したかったのですけれども、この部分はご指摘を踏まえて

本文の方で少し工夫をさせていただきたいと思っております。

それから、12ページの地産地消の認知度ですが、これは今のところこのデータしかなか

ったものですから、すみません。引き続き他のデータを探したいと思います。よろしくお

願いします。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、農業の方にいきたいのですけれども、しかし、もう既に農業・農村に入って

おりますので、残りの問題をすべて一括して皆さんの方からご意見、ご質問等をお願いし

たいと思いますが、中村委員、よろしくお願いします。

まず、総括的には19年度の食料・農業・農村施策の構成につきましては、19○中村委員

年度、新しい施策が展開する中でかなり網羅されているということで、この案で良いので

はないかと思います。

ただ、問題は書いたことをきちんと実現できるような予算の確保と、新たな税制がこれ

から政府で検討されると思いますので、特に経営所得安定対策にかかわります交付金の税

制をきちっと確保してもらいたいということが１点。

この税制については、我々も準備金制度で交付金の対応をしてもらいたいということを

言っておりますが、長期的には認定農業者についても準備金制度適用の検討をお願いした
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い。

それから 「参考資料２」の２ページの先ほど横川専門委員からも出ている飼料の自給、

率の向上の問題であります。これは、食料・農業・農村基本計画では27年度に向けては国

産稲わらと稲発酵粗飼料で対応するということになっています。これはこれで結構だと思

います。いろいろ聞くところによりますと、ケナフというアルファルファに匹敵する良質

の家畜の粗飼料があるというふうに聞いております。水田対策、遊休農地対策としてもこ

の稲わらと稲発酵粗飼料に加えて検討をしていただけないかということであります。

それから３点目は 「参考資料２」の11ページに関連すると思います。３の都市周辺の、

農業振興対策がございます。これと今関連して、国交省の方で農地、林地等も含めた緑の

確保についての審議会で検討がされております。私もそこに入っておりますが、国交省の

方でこの資料でいいますと、27ページの良好な居住環境の確保ということと関連をしてく

ると思いますので、農業の方から言えば、これは都市近郊だけじゃありませんけれども、

農地の多様な活用という面あるいは国土の有効利用という面から連携をとって考えていた

だきたいということでございます。これは、返事は要りません。

山崎委員、お願いします。○上原部会長

引き続き、ちょっと男女共同参画のことで申し上げたいと思います。○山崎委員

まず最初に、農業の部門に女性農業者の参画あるいは男女共同参画という項目が上がっ

たこと、本当によかったと思っております。そのことをまず最初に申し上げたいと思いま

す。

それで 「参考資料１」の18ページ「 ３）女性農業者の参画の推進」というところがあ、 （

りまして、基幹的農業従事者に女性の占める割合が45.8％となっております。今まで私は

どこへ行っても６割という数字を聞いていたもので、それを事前説明のときにお聞きしま

したら、今日データをいただきましたのでありがとうございました。それを見せていただ

いて、むしろ年々女性の占める割合が減っているんだなというのを今見せていただいてわ

かりました。

それで、女性の占める割合、どうして逆に減っていったんだろうかと新たなまた疑問が

生じているところなんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。いろいろな総合的な経

済的な状況とかいろいろなことが影響しているのかな、どうなんだろうか、ということを

これからやはり考えていかなければなというような気がしました。

、 、 、それから ここに出てきているデータの取り方ですが 基幹的農業従事者といいますと
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これは主として農業を営んでいるということになるのだろうと思うんですが、その場合、

主として営んでいると判断されるのは、いわゆる世帯主が中心になっての判断ということ

になるのでしょうか。

そうしますと、例えば兼業農家で夫が勤めていて、妻が一切合財の農業を担っていると

いうことになった場合に、それはこの基幹的農業従事者の女性のところに入らないのかな

と、ちょっとそんな疑問を持ったのですが、そのあたりは本当はどうなのでしょうか。

、 、 、基幹的農業従事者数でデータを取るのがいいのか 農業の就業の数字 就業人口ですか

それでデータを取るのが良いのか、ちょっと私はどちらが良いのかというのがよくわから

ないのですが、何かそのあたりは議論をして結論を出したのであれば、その理由をお聞か

せいただけるとありがたいと思います。

、 。 、それから やはり18ページの後段のところで家族経営協定のことが出ております まず

家族経営協定というのが何かというような、まず説明が欲しいと思いました。それで、今

ある家族経営協定というのは、家族間で何を盛ってもいいというような状況で進められて

いると思うのですが、この説明を読みますと農業経営に関する取り決めが多くて、介護・

育児・資産の相続といった取り決めは少数だということで事実を述べてあるのだと思うん

ですが、これも農林水産省の基幹的な政策としてはこの家族経営協定で何を実現していく

のか、今までの問題点がどういうところにあるのか、そういうことを整理していく時期に

なっているのではないかと思うのです。家族経営協定には２つの異なる性格のものが盛り

込まれることになります。つまり、事業の部門の協定と、それからプライベートな生活の

部分とが混在しているわけですから、そこら辺をどういうふうにしていくのか、一歩踏み

込んだ、獲得目標がはっきりするような、何かそういう方向があるといいのではないかと

いうふうに思いました。

それからもう１点 「参考資料２」の６ページのところで 「女性の参画の促進」という、 、

ところの真ん中で 「女性の経済的地位の向上と就業環境の整備」というふうなことが書、

いてあります。それで、前年度の確か女性の労働報酬のことがデータになって、15年10月

公表のものだったと思うのですが、不払い労働率50.2％、それから給料を得ている人たち

が幾らかというデータが載っていたと思うのですが、それももし年次的にデータを取って

いるんであれば、ぜひそれは入れてほしいなと。女性の経済力がどういうふうに動いてい

るのかということがそれでわかりますし、今後の方向性もどういうふうにしていくのかと

いうことが出てくるのではないかと思います。
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それで、担い手の農業者を増やしていくとか、そういうことも確かに大事で、それはそ

れでやっていく必要があると思うのですが、認定農業者が増えたからといって女性の経済

的状況が必ずしも好転していくというわけではないわけで、実際に本当に自分の労働報酬

が金銭として確保できるのか、それも別のもう一つの視点としてきっちり押さえていただ

くとありがたいと思います。

以上です。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、陽専門委員。

39ページ、40ページです。大いに都市と農村との共生・対流が具体的にな○陽専門委員

って大変よろしいと思うのですが、これはもう少し具体的にお書きになった方がよいので

は。人々は都市と農村が共生するというふうに思うわけで、39ページに市民農園の開園効

果とかではなくて、具体的に実際にセラピー用に使っているとか、あるいは薬草園である

とか、それから花であるとか食べ物であるとか動物であるとか、こういうものがもっと明

確に見えたら、読んでいて抽象的でなくてわかりやすいのではないかというふうに思いま

す。

ほかに。○上原部会長

山崎委員に関係するかもしれませんけれども、労働力の確保がとても難○横川専門委員

しいと思います。日本のコスト構造がパートタイマーによる競争力強化になっているので

すね。つまり、すべての価格の構造がパートタイマーなしでは成り立たなくなってきてい

るのです。私ども外食産業では、今、全国で80万軒の店に約405万人の従業者がいるので

すけれども、その中の350万人がパートタイマーなのです。その350万人のパートタイマー

が今18％不足しています。これは、今起きたことではなくて、徐々に年々年々厳しくなっ

てきて、とうとう18％になってしまった。

これは、絶対的な日本の労働力不足です。例えば、外食産業や企業が地方にどんどん進

出していくと、パートタイマーとして農業をやっている人が新しい会社へパートタイマー

で入るのですね。

ですから、海外の労働力について、現行の制度では、２年または３年間の研修というの

がありますが、もう少し柔軟にしないといけないのではないかと思います。また、それを

補う機械化や、農業についての考え方、農家の単位についても再検討が必要です （農地。

の利用集積が）虫食い状態になっている現状を、どうすれば１カ所にまとめて拡大してい
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けるのかということを含めて、もう少し現実的な部分に着手しないと、農業問題は解決し

ないと思います。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、マクドナルド専門委員、お願いします。

17ページですけれども、私の日本語の理解不足であるかもしれ○マクドナルド専門委員

ないですけれども 「今後、若者・団塊の世代等の再チャレンジとして 、どういう意味な、 」

のか、ちょっといま一つイメージが湧いてこないですね。再チャレンジというのは何か団

塊の世代、一度ちょっとやってみて、農業には駄目だから再チャレンジでやってみるかと

か、いま一つちょっと理解できない文章で、ほかの方が読んでいるときには、これは一体

どういう意味を示しているのか疑問を感じるかもしれないですね。どうして若者と団塊の

世代を強調しているのかも、いま一つ理解できません。

また、26ページですけれども、攻めの視点に立った多様な取組のところでは、我が国の

農林水産物輸出額のところでは、2005年まではきれいに水産物と農産物が分けてあるので

すけれども、2009年と2013年は分けられていないのですね。ほかの読者はどうかわからな

、 、 、 。 、いのですけれども 今度 ６千億円 水産物は何割ぐらいを目標にしているのか 農産物

ここは農業白書ですから農産物は何割ぐらいなのか。また、１兆円の規模に上げた場合は

どれぐらいの中身になるのかは非常に興味深いものでありながら、中身を入れてくれると

いいのではないかなと思います。

あと、12ページなのですけれども、ちょっと戻って部会長に非常に申しわけないのです

けれども、地産地消の推進のところで、このページは陽専門委員が来年に向けて工夫した

らという話だったのですけれども、私はこのページはこのままでは余りよくないと思いま

す。

参考までに、イギリスの政府が出しているもので、例えば味がどうだったとか、それは

１つの出し方なんですけれども、騒音公害問題とか渋滞とか金銭的なものをもうちょっと

クリエイティブに地産地消の分析をしたりしていて、それを国民にアピールしたりしてい

るページ、分析がいろいろありますので、それを参考にしていただけたらこのページは充

実していくのではないかと思います。

以上です。

よろしいでしょうか。○上原部会長

それでは、大木委員、お願いします。



- 32 -

39ページのところですけれども、先ほどもご意見が出ていて具体的になって○大木委員

きたというお話ございましたけれども、共生・対流のところです。これは、共生・対流で

得られた効果について事例を、募集、幅広く紹介したらどうでしょうかという意見なので

すけれども、その効果というのは農村の活性化と、こうありますけれども、それだけでは

なくて消費者あるいはそれから企業、都市ですね、そのすべての効果を含めるとよいので

はないかなと思っています。

例えば、１つの事例ですけれども、私どもの会（消費科学連合会）で体験学習として森

林ボランティアというものを通して農村に行っています。そのときに、ちょうどたまたま

６月でしたけれども、行ったときにネマガリダケという、それが本当においしいのですよ

ね。それを出されたのですけれども、本当においしいなと思ったのですけれども、いつか

伊藤委員からも販売というお話がありましたけれども 「どこに売っていいかわからなく、

てもったいない思いをしているんですよ」という話がありました。

そのときに、私たちは交流を通じて何年もそれをやっていますので、もしかしたら地産

地消ということもあるし、食料自給率にはこのネマガリダケというのは貢献しないかもし

れないけれども、これをどうしたらいいだろうと思ったときに、こういうものは農水省に

ご相談したら何かヒントが得られるのではないのという話になりました。それで、農水省

にご相談をしましたら外食産業の方か何か、チェーンですか、そういうところに回してい

ただいて、そこが一番地元の人と近いところの小料理屋さんで使っていただけて、経済的

にも良くなったということがあるのですね。

これは私どもの本当に小さな事例ですけれども、そうやって連携をしていくということ

がこういう事例の中に幾つも出てきたりしますと、そういう募集をしますと、こういうヒ

ントからもっとうまくやってみようかという例がきっと出てくるのではないかと思います

ので、ぜひ対流で得られた効果について募集をしていただいて、それを載せていただきた

いと思っております。

駒谷委員、簡単にお願いします。○上原部会長

私がさっき質問したことに答えてくれていないということは、質問の内容を○駒谷委員

理解してもらっていないのかなと思うのですけれども、農協問題ですね。農協問題につい

、 、 。て 例えば全農が問題を起こしたよと言っても これは中央会が指導しているわけですね

そこのところを先ほど言ったつもりですし、それから兼職規制というものをつくったので

すけれども、100万円以下はいいですよということになっているのですね。その辺という
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ものをきちっと答えていただきたいと思います。

それから、鳥獣害対策の問題で数を把握していないというお話がありましたけれども、

数の把握ができていなかったら対策をしても大変なんで、北海道の場合は例えばエゾシカ

であれば年間８万頭から９万頭増えている。駆除だとか狩猟とかで捕獲するのが５万頭か

ら６万頭ぐらいがせいぜいということなのですね。そういうことですから、対策が後手後

手に回るということなので、これは私、全国から要望を受けています。これは猿、それか

、 、 、らイノシシ それからハクビシン いろいろなものを私のところに相談に来ていますので

その辺をぜひ把握して、そして対策をしていただきたいというふうに思います。

それから、加工品の機械の問題ですけれども、どこに相談したらいいか窓口と、それか

ら予算をどのぐらい取っているのかということを教えてください。

どうもありがとうございました。○上原部会長

事務局あるいは関係省庁、関連課から説明をお願いしたい。今の農協問題と、それから

女性農業者とか家族経営協定とかいろいろありましたが、経営局の方からお願いします。

それでは、幾つかの点についてお答えいたします。○中尾経営局審議官

まず、家族経営協定でございますけれども、その意味でございますけれども、我が国農

業の体制は家族農業経営でありますので、これを効率的、安定的な経営にしていくために

経営に携わる構成員の役割、それから就業条件との明確化を図っていくというための重要

な手段だというふうに位置づけをしております。

それで、家族経営協定の内容でございますけれども、資料にございますように、かなり

多く定めている項目とそうでないものとあるわけですけれども、その内容なり様式につい

ては特段の決まりがあるわけではないということでございます。これはそれぞれの農家の

中で自主的にどのような内容を取り組むかということにつきましては判断をするというこ

とでございまして、これについては行政の側でこういったことを定めるべしというふうな

ことは示していないということが１点でございます。

それから２つ目、再チャレンジ関係の問題がございましたけれども、ここで再チャレン

ジということで申し上げておりますのは、現在、農業の労働力、これがリタイアする人が

だんだん増えてまいりますので、その確保を図ることが重要であろうと。その中で、今、

農業に新しく就く人というのは８万人ぐらいおりまして、この中で４万人ぐらいが60歳を

超えた方々。それから、新規学卒就農者等というのが１万人ちょっとと、こういうふうな

形の数字なんですけれども、今後、労働力として期待できますのは、１つは団塊の世代、
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これが680万人おりますので、この方々が大量に定年退職をするということ。これは従来

の定年退職に比べるとかなり数が多いということでございますので、この方々に人生の次

のステージを農業にチャレンジしていただくということを進めていきたいのが１つでござ

います。

、 、それから 若者の中でいわゆるフリーターやニートと呼ばれる方々が増えておりまして

就職をしても早期に離職をするというような人々も多いという状態がございます。この数

字はフリーターが約200万人、ニートが60万人というような数字がございまして、こうい

った方々に農業の世界にチャレンジをしていただきたいと。こういう趣旨で若者でありま

すとか、それから団塊世代を農業に参加していただくと、こういうことを進めていこうと

いうことで来年度、そういう対策を打っていきたいところでございます。

それから、農協の問題のご指摘がございました。農協の役員なり職員の数でありますと

か、それから給与報酬のあり方、それからどういう人を役員にするかと、こういったこと

につきましてはそれぞれの組織で適切に決めるべきものでございまして、例えば全農にお

きましては職員を２割削減、それから役員につきましても全体の数を減らしていく中で、

、 、いわゆる外部の方の役員への就職を それを可能な限り入れていただきたいということで

従来28人の役員の枠を20人に減らしまして、その中で５人は外部から登用すると、こんな

ふうな形でやっているわけでございます。

それで、中央会でございますけれども、一般の農協におきましては、原則として組合員

からの役員の登用というのが役員の定数の３分の２以上でなければいかんというふうな制

限があるわけですけれども、農協中央会につきましては制限がございません。したがいま

して、中央会の会員であるか、あるいはそうでないかというふうなことは役員の構成上、

全く要件となっておりませんので、中央会におきましてはいわゆる員内・員外の概念がな

いと。したがいまして、中央会におきまして適切な役員選任ができるという体制になって

いることを申し添えます。

それから、ちょっと数字的なことでございますけれども、先ほど去年の白書で不払い労

働が50％云々というお話がございましたけれども、新しい数字が今ちょっとございません

ので、これはちょっと今、それを載せることは無理かなと思っております。

それから、基幹的農業従事者でございますけれども、これは普段の状態が農業に従事し

、 、ているかどうかということも見ておりますので 先ほどおっしゃったような例の場合には

その女性が主として従事しているかどうかということで基幹的農業従事者になるかどうか
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というのは決まってくるわけでございます。農業就業人口の中で女性の占める割合という

のは、実は平成２年は60％だったものが今、例えば53％とかというふうに変わってきてお

ります。

農業就業人口で見ますと、男性が増えているというわけでは必ずしもなくて、女性の減

というのが大きいというような数字でございますけれども、この内容につきましてはまだ

分析できておりませんので、これはちょっと内容につきましては検討させていただきたい

と思います。

以上でございます。

それから、横川専門委員から出ました経営規模拡大問題について。○上原部会長

今の農政改革の一番重要なことというのは、安定的、効率的な経営○中尾経営局審議官

体をつくっていくということでございまして、経営安定対策ということで従来品目ごとに

行っておりました対策を19年産から大きな規模の認定農業者なり、あるいは集落営農組織

等に限定をしていくということで進めているわけでございますけれども、このペースとい

うのが現在、認定農業者が20万人ぐらいでございますけれども、今年に入ってかなりこの

ペースは上がってきております。

それで、農林水産省といたしましては、このような担い手をこれから育成するというこ

とで、先ほどの資料にございますように、19年度の予算の中で面的な利用集積を拡大する

だとか、それから必要な資金に対する融資、助成の措置を拡充するとか、そういった措置

を講じているところでございます。

それから、先ほど言いました再チャレンジ対策の中で農業就業者をできるだけ増加させ

ていくということで、この農業経営に必要な労働力の確保も図っていきたいと、こういう

考え方でございます。

それからもう１点、税制のお話がございました。経営安定対策に関する税制でございま

すけれども、経営安定対策の交付金がみすみすそれが税金で持っていかれるということで

はなくて、それを積み立てて前向きな農業投資に使う場合の税制改正要求、これは農林水

産省の来年度の税制改正の最重点課題ということで、今、要求をしているところでござい

まして、これは非常に重要でございますのでぜひその実現を図っていきたいと、今、鋭意

努力中でございます。

陽専門委員。○上原部会長

簡単に申し上げます。17ページの先ほどマクドナルド専門委員がお話にな○陽専門委員
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った点というのは、非常に重みがあると私は思っているのです。我々は今、机の上でいろ

いろなことを言っておりますけれども、これを農家の方が見たらどんなふうに思われるで

しょうか。百姓というのは、すべてのことを知っているのですね。土壌も気象も植物も生

理も、それで百姓というんですね。それを団塊や若者や、さっきニートというお話があり

ましたけれども、これに新規就農ができるでしょうか。農業はそんなに簡単なものではあ

りません。マクドナルド専門委員がうまく言えないから抽象的におっしゃったけれども、

非常に意味がある発言だと思うのです。

今、横川専門委員にもちょっとお話ししたら 「お手伝いぐらいならできるけどね」と、

おっしゃった。こういう１つの文章を本当に百姓が、農家の人が見たらびっくりするんじ

ゃないかと思っているのです。

だから、この文章はやはり我々が机の上で考えていることで、現実問題としての認識が

足りないと思います。 そういう意味で、よく考えていただきたい文章だと思います。我

々がバーチャルで、頭の中だけで考える問題で本当に可能なのか。もし白書に書かれるな

、 。らば こういう新規就農のお手伝いぐらいはできますという話ではないかと私は思います

それでは、里吉委員、お願いします。○上原部会長

今のご発言に関連するかもわかりませんが、都市と農村の共生・対流という○里吉委員

ことについて40ページになると思うのですが、農水省としては約700万人からの団塊の世

代、まさに来年からスタートするのですけれども、この相当部分の人数の方が農業に就業

してくれないかということを期待されていたのではないかと思うんですが、都市と農村と

の共生・対流というのは、いわゆるそういう労働力あるいは就農ということ以外に、都市

に住むあるいは住んでいた職場でのいろいろなキャリアを持つ人、こういう人たちのスキ

ルを農村に移転する、あるいは資本を農村に移転する、こういう活用方法というものも非

常に大事な視点じゃないかなと思います。

グリーンツーリズムというのか、都市と農村の共生・対流というのはずっと久しくこの

項目で言われていたのですが、たまたま最近のトレンドとして団塊の世代ということが取

り上げられて、今回こういう表現も出てきたのかなと思うのですが、ぜひ単純な行楽的な

ものとか旅行で人が行くということじゃなくて、都市の人材あるいは資本、そういった資

源を農村へ移す。そして、そこで対流を起こす。こういうような取組を今、大木委員から

もご指摘がありましたけれども 「それにはどのような実例があるのか」とかいったもの、

も踏まえての紹介なり記載が必要なのではないかと思います。



- 37 -

わかりました。○上原部会長

伊藤委員、お願いします。

今の里吉委員のご意見に賛同するのですけれども、17ページのマクドナルド○伊藤委員

専門委員がおっしゃった再チャレンジということに関してですけれども、やはり若者や団

塊世代が農業にかかわるというのが田んぼをつくったり畑をつくったりということ以外

に、農業周辺のビジネスがあると思うのですね。就農ということももちろん１つ、農家に

なるということも１つ大変な仕事としてあるのですけれども、もうちょっと大きい農業及

び農業周辺のビジネスとして参画していくというような幅を持たせてはどうかと思いま

す。

今、ヒューマンキャピタルというような言い方をしたりもしますけれども、人的資源の

活用ということで農ビジネスという、農業だけではなくてビジネスも入っていくといいの

ではないかなというふうに考えます。

そして、15ページの下に「農家の総所得の構成等」という表があるのですけれども、こ

れを見てちょっと単純に思ったのは、農業というのは主業農家でも準主業農家でもそんな

に儲からないのかなというのがぱっと見たときの印象としてあって、平均の年収が500万

円という大ざっぱな内訳なのだと思うのですけれども、これが集落営農であったり、ある

いは農業法人であったりしても変わらないのかどうか。

それから、こういった平均的な事例だけではなくて、農業をやってどかっと儲かってい

る人とか、どかっと儲かっている事例というものが去年も言ったかもしれないのですけれ

ども、ＩＴベンチャーでいうとよくない事例ではありますけれども、ホリエモンとか若い

ベンチャーでぼろ儲けした人という例が挙がってくるわけですけれども、農業をやって成

功するイメージみたいなものが１つでも２つでもあったら教えていただきたいなというふ

うに思いました。

それともう一つ、ちょっと違うのですけれども、経営安定対策のところに農業災害によ

る損失の補てんというのがあるのですけれども、この白書の中に災害ということが余り出

ていないのですけれども、台風とか竜巻とか水害とか、そういったことの災害でどれぐら

い農産物に被害があったとか、なかったとかという情報にちょっと関心がありました。

ありがとうございました。○上原部会長

それでは、中村委員、お願いします。

前回、単純労働力の確保と経営者としての担い手の確保問題は分けた方が良○中村委員
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いのではないかという発言をしましたが、この点は整理していると思います。

今、再チャレンジの話がありましたが、私もそういうご意見もあろうかと思っておりま

す。特に単純労働者として雇用する場合、将来の経営者に育成する場合もそうですが、そ

の人の資源といいますか、能力といいますか、何か一定のものさしがないと駄目なのです

ね。そこで、今、農水省と一緒になって私のところ（全国農業会議所）で、技能検定によ

る資格の研究をしております。まだ、検討中ですが、この中に少し書き込めば再チャレン

、 、 。ジのことも分かりやすくなると思いますし 雇用例 就農希望へのＰＲになると思います

わかりました。駒谷委員、お願いします。○上原部会長

今のご意見と同じですけれども、新規就農者だけがすごく期待されているよ○駒谷委員

うだけれども、新規就農者の５年後あるいは10年後の経営状況を一緒に書けば、実際に経

営ができているかどうかということもきちっと表に出ると思います。

どうもありがとうございました。○上原部会長

それでは、皆さんから出た質問にかかわることで外国人農業労働力につきまして、農村

振興局からお願いします。

外国人労働力の話は前回も出たわけですけれども、今後考え○齋藤農村振興局企画部長

なくてはならない問題ではあるかと思います。この問題は我が国の産業への影響のみなら

ず、治安とか労働市場とか受け入れに伴う社会コストの問題など、国民生活に与えるプラ

ス・マイナス両面ございますので、そこをよく勘案しつつ、幅広く政府全体の問題として

考えていく必要があろうかと思います。

それから、輸出問題が少し出ていましたので、国際部からお願いします。○上原部会長

26ページの上の表について、実績のところでは農産物、林産物、水産物○吉村国際部長

が分かれているわけですが、目標のところでどう扱うかという問題です。目標を私どもの

中で議論するときにも、この内訳をつくるかどうか、品目別に積み上げるかどうかという

ことを議論いたしましたが、結論としてはここにありますように、むしろこれは非常に大

きな目標を設定して、それに向けていろいろな関係者に努力してもらうと、そういうもの

として設定をした方がいいのではないかということで内訳を示しておりません。つくって

おりません。

そういうことで、それぞれの関係者が最大限の努力をすべき目標と、そういうふうに位

置づけてご理解いただければというふうに思います。

どうもありがとうございます。○上原部会長
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それでは、表現上の問題とか、こういうデータが欲しいという要望がありました。情報

課からよろしくお願いします。

いただきましたご提案はできるだけ反映したいと思います。陽専門委員○中村情報課長

から市民農園の関係、マクドナルド専門委員の地産地消の関係、それから大木委員や里吉

委員から共生・対流の関係について、ご意見をいただきましたし、伊藤委員からビジネス

としての参画ということもございました。そのほか漏れているかもしれませんが、議事録

を精査いたしまして、できるだけ載せてまいりたいと思っております。よろしくお願いし

ます。

最後にどうしてもこれを言いたいという方はいませんか。議長が早目に議○上原部会長

事を進めているという批判が若干出ているみたいなので、お顔から見たらそういうお顔を

している方がいらっしゃいますから、最後に一言。

ただし、前に人が言ったことは二度と言わない。新しいことでぜひご発言なさりたい方

がいたらお願いしたいと思います。

それでは、ないようですので、どうもありがとうございました。

今日出された問題を踏まえまして、早速、食料・農業・農村施策と動向編の作成に当た

っていきたいと思います。

続きまして、事務局の方から何かありましたらお願いします。

それでは、本日いただきましたご意見を踏まえまして、次回の施策部会○中村情報課長

でご審議をいただきたいと思いますが、時期といたしましては、来年の３月上旬ごろ開催

いたしたいというふうに考えています。委員の皆様のご都合を伺った上で、日にちを決定

してまいりたいと思いますが、２回の施策部会を行ってきて、なかなか時間が足りないと

いうご感想をお持ちの委員もいらっしゃると思います。こうしたほうがいいのではないか

とか、いろいろな提案なり意見がございましたら、お伺いしてできるだけ良いものにして

まいりたいと思いますので、ぜひ積極的、建設的なご意見・ご提案をいただけたらと念願

しております。よろしくお願いいたします。

本当に皆さん活発なご意見ありがとうございました。その分だけ事務局の○上原部会長

負担になりますが、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、今日は閉会します。どうもありがとうございました。

－ 了 －


