
- 1 -

食料・農業・農村政策審議会第９回施策部会 議事録

日時：平成15年７月30日（水） 14:00～16:10

場所：三田共用会議所 第四特別会議室

○甲斐部会長 ただいまから食料・農業・農村政策審議会第９回施策部会を開催いたし

ます。

本日は大変暑いので、上着を脱いで会議をしたいと思います。

始めに、委員の退任についてご報告いたします。坂本元子委員におかれましては、７月

１日付で新たに設けられました食品安全委員会の委員になられました。原則として同委員

会の委員は農林水産省の審議会の委員を兼務しないことになっておりますので、６月末で

当審議会の委員を退任されております。

また、本日は、古賀委員、虫明専門委員がご都合により欠席されております。

本日の傍聴者は10名であります。

なお、資料、議事録等につきましては、すべて公開することとなっております。

さて、本日の議題は、「平成16年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の

策定に向けた基本的な考え方に関するフリートーキングなどであります。

施策部会の任務は講じようとする施策に関する検討でございますので、予算要求等に活

かされるよう、概算要求前のこの時期に部会を開催することとしております。

本日は、渡辺農林水産大臣政務官にご出席をいただいておりますので、ここでご挨拶を

いただきたいと思います。

それでは、渡辺大臣政務官、よろしくお願いいたします。

○渡辺大臣政務官 ただいまご紹介をいただきました大臣政務官の渡辺孝男でございま

す。食料・農業・農村政策審議会第９回施策部会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申

し上げたいと思います。

委員の皆様方におかれましては、ご多用中にもかかわらず、このようにご参集いただき

まして、厚く御礼を申し上げたいと思います。

農林水産省におきましては、食料・農業・農村基本法に掲げられました基本理念の実現

に向けて、食料・農業・農村基本計画に基づいて各般の施策を講じてきております。特に

ＢＳＥ問題や食品の偽装表示問題等、食と農に関する様々な問題が顕在化しているなかで、
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消費者の視点に立った政策の再構築が急務となっており、生産・消費双方が共存共栄でき

る社会の形成に向けて、更なる改革に全力で取り組んでいるところでございます。

このため、去る７月１日、農林水産省は、本省、地方組織を通じて思い切った組織改革

を行いました。具体的には、本省に消費・安全局を設けるとともに、地方農政局と地方農

政事務所に消費・安全部を新設いたしました。また、食糧庁を廃止いたしましたが、その

業務については、総合食料局に食糧部を設置いたしました。このほか、農林水産行政をめ

ぐる環境変化に対応して、環境施策への取組体制の強化、国際問題に取り組む体制の充実、

そして国民との間の情報の受発信体制の強化などを行ったわけでございます。

今後は、こうした新しい体制のもとで、１つには、食の安全と安心の確保に向けた取組

みを一層強化していく、２つ目には、米政策改革の遂行にとどまらず、担い手の育成や農

地の確保等、農業構造改革の加速化等を進めていく、３つ目には、こうした改革の推進に

向けた国際的な枠組み構築のため、ＷＴＯ交渉等に全力を挙げて取り組んでいくこととし

ております。

この施策部会におきましては、食料・農業及び農村の動向を踏まえ、国が平成16年度に

おいて講じようとする食料・農業・農村施策について議論を深めていただくこととなって

おります。食料・農業・農村基本法の理念を具体化する施策を展開していく上で非常に重

要な役割を担うものと考えております。そういう意味で、甲斐部会長を始め委員の皆様に

は、専門的な立場から幅広く活発にご議論をいただき、忌憚のないご意見を賜りますよう

心からお願い申し上げまして、私のご挨拶といたします。

本日は本当にご苦労さまでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

なお、渡辺大臣政務官におかれましては、公務のため、ここでご退席されます。

○渡辺大臣政務官 よろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 それでは、議事に入ります。

まず、事務局から本日の参考資料の説明をお願いいたします。

なお、意見交換の時間を十分取りたいと思いますので、ご説明はできるだけ簡潔にお願

いいたします。

○涌野情報課長 大臣官房情報課長の涌野でございます。７月１日付で異動になり、拝

命いたしております。

なお、この７月から、当施策部会の庶務は、従来の企画評価課から情報課に移りました
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ので、今後私どもが担当させていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

まず、資料のご確認をお願いしたいと思います。

本日は参考資料がかなり数が多うございますけれども、まず参考資料１といたしまして、

７月の農林水産省の組織改革に関するパンフレット、これが３種類入っております。

それから、参考資料２といたしまして、「食品の安全性の確保に向けた取組」。

参考資料３として、「『食の安全』確保のための厚生労働省の体制整備について」。

同４といたしまして、「食の安全・安心のための政策大綱」。

同５といたしまして、「米政策の改革」と「米政策改革大綱の具体化について」。

同６といたしまして、「ｅ－むらづくり計画」。

７として、「平成14年度農林水産省政策評価結果の概要」。

８といたしまして、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」を配付させてい

ただいております。

また、これ以外に「農林水産業ひと口メモ」、５月20日に公表させていただきました

「平成14年度食料・農業・農村白書」に関する報道記事等を整理いたしました論調集、さ

らに視覚障害者向けに作成いたしましたテープ「白書のあらまし」も配付させていただい

ております。

さらに、小さな冊子がございますけれども、これは７月15日に公表させていただきまし

たいわゆる子ども白書でございまして、タイトル「『いただきます』が言えた日～卓也と

もう一つの世界」をお配りしております。これは省内の若手、20代、30代の職員を中心と

いたしましたワーキンググループが自由な発想、企画で作成したものでございます。従来

は農・林・水と３種類ございましたけれども、これを網羅的に１冊に取りまとめたという

ことでございまして、文章も絵もすべて職員の手づくりでございます。

それから、対象につきましては、社会科の授業において、「生活と食料生産」、「国土

と環境」を学ぶ小学校５年生であり、これの農・林・水の各分野を網羅した子ども向けの

白書です。

現在非常に好評を博しておりまして、発表の当日につきましては、大臣から作成責任者

――女性２名でございますけれども、官邸に伺いまして総理に直に手渡しさせていただき、

非常にお褒めいただいたということで、各紙をにぎわしたところでございます。

この冊子の狙いといたしましては、子ども達に食べ物や農林水産業についての関心を高
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めていただく、さらに学習していただくということを期待しております。

次に、資料の説明につきましては、参考資料１につきまして私から説明させていただき、

その後、食品安全委員会事務局、厚生労働省の担当官の方から参考資料２、３についてご

説明していただき、その後、農林水産省の担当から参考資料４及び５について説明させて

いただきます。

それでは、参考資料１の説明をさせていただきますが、参考資料１の１をごらんいただ

きたいと思います。タイトルは「新たな農林水産行政の確立に向けて」でございます。こ

れに従いまして、この７月からの農林水産省の組織改革のポイントについて説明させてい

ただきます。開いていただきますと見開き両面になっております。

左側の方には「今回の組織改革のポイント」、右側に「新旧組織の比較図」ということ

で整理させていただいております。

まず、ポイントは３つに整理されておりますが、ポイントの１つ目といたしましては

「食品安全行政の確立」ということでございます。後ほど食品安全委員会からもご説明が

あると思いますけれども、「食品安全委員会の発足など、政府全体での食品安全行政の見

直しに対応して、農林水産省においても食品のリスク管理を適切に行うため、本省・地方

組織を通じ、体制を強化する」ということでございます。

先ほど政務官のお話にもございましたけれども、１つは消費・安全局の新設でございま

す。これは右の方の比較図でみていただきますと、「これからの姿」の本省のところに

「消費・安全局」、オレンジ色の四角で囲ってありますけれども、この体制でございます。

これにつきましては、皆様ご承知のように、ＢＳＥ問題等の反省も踏まえまして、食品

のリスク管理を産業振興部門から分離・強化するとともに、これと消費者行政を一体的に

行うこととして消費・安全局が設置されたものでございます。

さらに、地方組織につきましては、地方においても同様の趣旨から、従来の食糧事務所

を廃止いたしまして、地方農政局のもとで食品のリスク管理を行う地方農政事務所に再編

されております。これは右側の方の「消費・安全局」、地方農政局の「消費・安全部」、

地方農政事務所の「消費・安全部」という体系でシステム的に仕事が行われるということ

でございます。

ポイントの２つ目といたしましては、「食料の安定供給の確保のための取組の強化」で

ございます。食料の安定供給の確保のためには、食料政策を担当しております総合食料局

が現在ございますけれども、従来食糧庁が担ってまいりました主要食糧の安定供給政策も
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含めて、一体的に担当するということで総合食料局が編成されております。この中で特に

米政策改革大綱の具体的な推進が図られます。

３つ目のポイントといたしましては、「農林水産分野をめぐる環境変化に対応するため

の体制整備」でございますが、３点ございます。

１点目は、環境政策への取組みの強化でございます。環境に対する国民の関心の高まり

を踏まえまして、農林水産省における環境政策を一元的に担当するために、大臣官房の中

に環境政策課が設置されております。

２つ目は、国際問題の広がりへの対応です。農林水産行政全体の見地から国際問題に対

応するために、同じように大臣官房に国際担当の総括審議官が置かれておりますし、従来

は総合食料局にあった国際部が官房に移されております。

３つ目は、情報受発信に関する体制の整備でございます。従来の地方統計情報組織を改

組いたしまして統計・情報センターといたしました。これにより、政策情報の国民の皆様

へのより円滑な発信でありますとか、生産者、消費者間の情報交換の円滑化を図ってまい

りたいと考えております。以上でございます。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

それでは、次に参考資料２について、食品安全委員会事務局の担当の方からご説明をお

願いいたします。

○西郷食品安全委員会事務局リスクコミュニケーション官 食品安全委員会事務局リス

クコミュニケーション官をしております西郷と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、参考資料２が配付されているかと存じますが、これに基づきましてご説明を

申し上げたいと思います。

食品安全基本法が７月１日に施行になりまして、それに伴いまして食品安全委員会も設

置されました。今後ともひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。

１枚目でございます。これはここにいらっしゃる方々にはもう釈迦に説法以上のことに

なりますけれども、今まで食の安全に関係する施策がいろいろあって、制度もあったわけ

でございますが、それが食品の安全性の確保といった観点からはインテグレートされてい

なかったといったことで、真ん中に書いてありますようないろいろな問題にきちんと対応

ができなくて、基本的な考え方が必要といったことで食品安全基本法が設置されました。

それから、食品のリスクを基本的に管理していただく厚生労働省あるいは農林水産省の

所管の法律につきましても大幅な改正、あるいは新しい法律ができたわけでございます。
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２枚目に入っていただきますと、食品安全基本法、７月１日に施行されましたが、それ

の概要でございます。これももうご存じの方が多いかと思いますので簡単にさせていただ

きます。

「基本理念」というところで３つ大きなことを謳っておりまして、当たり前といえば当

たり前でございますが、最初に国民の健康の保護が一番大事なんだといったことをまず基

本的な考え方として据えたことが１点目。

それから食品供給行程、これはちょっと耳なれない言葉かと存じますけれども、食品を

作るところ、あるいは作るのに必要な資材の生産、流通、あるいは食品の輸入の段階、加

工、流通から消費の段階において適切な措置が講じられなければならないというのが２点

目。

３つ目としては、食品はたくさん輸入されておりますので、国際的動向への配慮が重要

となるほか、国民の意見に配慮しつつ、共通なランゲージとしては科学的知見を使うとい

ったことで必要な措置を講じていくというふうな考え方が示されているわけでございます。

それに応じまして関係者の責務・役割といった点が規定されておりまして、国・地方公

共団体はきちんと施策をやります。食品関連事業者、これは先ほど申しましたように資材

の提供から始まりまして農林水産業者、加工・流通の方、輸入業者の方、小売の方、とい

うことは基本的にフードチェーンのどこかにかかわっている方については、食品の安全性

の確保について一義的な責任がある点を踏まえていろいろなことをしていただくというこ

とになってございます。

消費者につきましては、これはいろいろ議論のあったところと存じておりますが、消費

者の役割といったことで、先ほど基本理念のところで申し上げたとおり、国民の意見に配

慮して施策が決まっていくということでございますので、消費者の方にも食品の安全性に

関心を持っていただいて、食の安全に関する施策についていろいろ意見を言っていただく

という役割を果たしていただくということになってございます。

施策でございますけれども、基本的にはいわゆるリスク分析と言われているところでご

ざいまして、世の中いろいろ分析機器など向上いたしまして、完全に安全な食品、ゼロリ

スクということはもうないんだというふうなことに直面している中で、そのリスクをいか

に評価し、管理していくか、あるいはそのための情報を交換していくかといったことが、

政策を進めていく上での鍵ということになってございます。

まず食品健康影響評価、このリスク評価をきちんといたしましょうと。それから緊急を
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要する場合、特に輸入食品などに何か入っていた、だけどリスク評価なんかしている暇は

ないという場合については、未然防止措置として暫定的な管理措置ができるということに

なってございます。

それと、リスク評価とリスク管理を分離することになったわけでございます。その間に

情報の提供、意見を述べる機会、今までのように国から一方的に断じていくのではなくて、

いろいろな方のご意見を踏まえつつ施策を進めていくリスクコミュニケーションを重視し

ているということでございます。

食品安全委員会でございますが、ここに仕事が書いてございます。食品の健康影響評価

を農薬、動物用医薬品などそれぞれの法律に基づいてやっていく、あるいは各省大臣の諮

問に基づいてやっていくほかに、自ら自分たちで必要と思うことについてはリスク評価を

実施していくとか各省の管理措置についていろいろご意見を申し上げるといったようなこ

とがございますけれども、基本的にはリスク評価とリスクコミュニケーションが大きな仕

事ということになってございます。

１枚めくっていただきますと、７月１日に任命がありました食品安全委員会の委員のリ

ストでございます。委員の互選によりまして寺田雅昭委員長が就任しておりまして、委員

長代理には、委員長の指名で寺尾委員がなってございます。おのおのいろいろな分野の専

門家ということでございますけれども、何も専門分野にこだわって審議を行うというより

は、食品に関する個人の見識からいろいろ審議を行っていただくということになっており

ます。

１枚めくっていただきますと、委員でございますけれども、上から４名、寺田、寺尾、

小泉、見上までが常勤の委員でございまして、下３名が非常勤ということになってござい

ます。この委員会にインプットするための専門調査会の人選を今急いでいるところでござ

います。

専門調査会には大きく分けて２つのグループがございまして、１つは下に書いてある評

価チームで、いろいろなリスク評価をする専門家の集団、それと、食品安全委員会の活動

を企画していく企画の専門調査会、リスクコミュニケーションの調査会、緊急時対応の調

査会が設置されることになってございまして、企画及びリスクコミュニケーションの調査

会については公募委員にも入っていただくということで、今公募中でございます。

それから、専門調査会につきましては、８月中を目途に何とか委員の任命できたらいい

なということで進めておりますけれども、順次立ち上げということで作業を進めていると



- 8 -

ころでございます。

それから、委員会、専門調査会をお支えする事務局でございますが、事務局長以下54名

で、事務局長、次長、４課１官体制ということでスタートしたばかりでございます。スタ

ートしてやっと30日経ったところでございます。まだ産みの苦しみを味わっているところ

でございますけれども、今後ともいろいろご指導、ご鞭撻をお願いしたいと思います。以

上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

次に、参考資料３について、厚生労働省の担当の方からご説明をお願いいたします。

○吉岡厚生労働省食品安全部企画情報課長 厚生労働省食品安全部企画情報課長の吉岡

でございます。

お手元に参考資料３として、厚生労働省は、これから食品の安全につきましてのリスク

管理機関として再スタートを切るわけでございますが、そのために本省及び地方の組織を

この４月１日に改正しております。これにつきましてお話をいたしたいと思います。

食品安全委員会が７月１日に立ち上がりまして、従来、例えば厚生労働省の所管行政と

いたしましては、例えば残留農薬基準の制定とか添加物の指定、こういうものはそれぞれ

の安全評価もあわせて基準づくり等全体をしておりましたが、今回、独立機関としての食

品安全委員会が立ち上がったということで、基本的には食品安全基本法上、それぞれの食

べ物のハザードにつきましての安全評価は食品安全委員会で行っていただき、厚生労働省、

農林水産省の両省はリスク管理機関という位置づけでこれから仕事をしていくということ

になるわけでございます。

この５月末には新しい食品衛生法の抜本改正、これは前回の部会で骨子の段階でご説明

いたしておりますが、これが政府提案ということで法律改正されまして、これに基づいて

さらにリスク管理を強化していきたいと考えております。これに伴いまして、平成15年度

予算で認められました新しい組織体制について若干ご説明いたします。

お手元に１番として「本省組織について」とございます。箱の中でございますが、これ

までの体制は、平成13年１月の中央省庁の再編成に伴いまして、その下の図の矢印の左側

にございますように、局としては医薬局の下に医薬担当の大臣官房審議官、旧食品保健部

がございました。これを、矢印の先にございますように、まず局の名称を医薬食品局に改

める。これは、ご案内のとおり、昨年７月から秋にかけて発生いたしました中国製のダイ

エット用健康食品、これは外見上は食品の形態をなしておりますけれども、実はその中に
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は健康被害を起こした原因物質であります医薬品まがいのものが入っていた。規制緩和の

流れのなかで、錠剤、カプセル状の食品も多数流通する。今回の事件の場合にはインター

ネットによります個人輸入が主でございましたが、こういう食品と医薬品にまたがるよう

な被害事象もこれから予想されるということで、従来も当然、医薬局としては食品部門を

カバーしておりましたが、名称も「医薬」、「食品」と並べて、局を挙げて食品の問題に

つきましても対応するという体制を敷いたということが１点でございます。

あわせまして、従来の食品保健部の名称も、特に食の安全による国民の健康の保護とい

う食の安全というキーワードが広く国民に浸透いたしましたので、食品保健部改め食品安

全部ということにいたしました。

それから、医薬食品局のすぐ下に（新）といたしまして大臣官房参事官（医薬食品担

当）とございますけれども、これは先ほど申し上げましたように局の事務をつかさどりま

す大臣官房参事官ということで、医薬品、食品をまたがるような健康被害の発生への対処、

あるいは今般新しく食品衛生法にリスクコミュニケーションの規定、すなわち行政側から

広く情報を公開した上で、施策の遂行に当たりまして国民あるいは地域住民の意見を聞く、

これは食品衛生法上の国及び自治体の義務規定ということで位置づけたわけでございます。

これに伴いまして、この（新）の大臣官房参事官は厚生労働省が行いますリスクコミュニ

ケーションに当たるということで、新しくこういうポストを設けました。既に７月以降、

新しい食品衛生法の内容、あるいはこれの施行につきまして、東京、神戸で約 200名の消

費者等の方々に対しまして説明しております。あわせまして、今後の食品安全行政のあり

方について多々ご意見を頂戴したところでございます。

さらに、先ほど言いました食品保健部改め食品安全部の下に、３課体制はこれまでどお

りでございますけれども、今回、リスクコミュニケーションに配慮いたしまして、企画課

の名称を企画情報課と改めております。

基準課は従来いろいろな基準を作りましたが、今回、安全性の評価の部分は食品安全委

員会に移るということもあり、一部組織改正をいたしまして基準審査課といたしました。

一番下でございますが、監視安全課の下に輸入食品安全対策室。これは省令室でござい

まして、既にこの４月１日に発足しております。昨年、大変国民の不安を招きました中国

産の冷凍ホウレンソウの問題等、輸入食品がカロリーベースで全体の６割を占めるなかで

いろいろな形の問題を生起している。昨年、緊急に食品衛生法の一部改正をいたしました

が、２国間での食品の安全管理体制の強化など、それの担当に当たるということで、既に
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４月１日にこういう室が発足しております。こういう形で４月１日以降、本省の組織とし

ては動き始めております。

その次に２番として地方支分部局、施設等機関でございます。これは国会等でもいろい

ろ説明してまいりましたけれども、国の直轄事務として行っております輸入食品の監視で

ございますが、全国で31か所の検疫所に置きます食品衛生監視員の増員を図っております。

平成14年度268 名でございましたが、15名増の283 名となります。

これにあわせまして、食品衛生法の改正によりまして、検疫所で行っておりますいわゆ

るモニタリング検査につきまして、一部アウトソーシング、すなわち民間の検査機関への

委託を認める、こういう規定を置きました。年間を通しますと現在160 万件ほどの輸入が

ございますけれども、これに対しますモニタリングの検査、これは抽出して行いますが、

平成14年度の年間５万件体制から15年度には４割アップの７万件体制ということで、こう

した食品衛生監視員の増員プラスアウトソーシングを活用いたしまして、年間の輸入に対

しますモニタリングに備えていきたいと考えております。

それから、地方厚生局、これは平成13年１月の組織改正で全国７ブロックに設けられま

したが、ここにも食品衛生監視員を従来から配置しております。これを14年度の19名から

10名増ということで29名でございます。これは主として地方厚生局におきまして、総合衛

生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ）の承認事務等を国から各局におろしておりますが、こうい

った事務のほか、大規模な県をまたがるような食中毒事件等が起きました場合には国と各

都道府県等のパイプに当たるということで、危機管理も含めましてそれぞれの体制を強化

したところでございます。

いずれにしても、こういう形で本省組織あるいは地方組織も含めまして、十分であるか

どうかの評価はこれからいただきたいと思うのですけれども、新しい食品衛生法のもとで

こういう中央、地方を通じた体制の強化を図っているところでございます。以上でござい

ます。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

次に、参考資料４につきましてご説明をお願いいたします。

○岡島消費・安全局審議官 消費・安全局でございます。「食の安全・安心のための政

策大綱」についてご説明いたしますが、資料の４の１の裏表紙に沿ってご説明させていた

だきます。

食品安全基本法が制定され、食品安全委員会が設置されました。このような食品安全行
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政の変化の中で農林水産省としてどのように食品安全行政に取り組んでいくかということ

を明らかにするということと、先ほどもご説明がありましたように、農林水産省の組織が

地方も含めまして大きく変わりました。農水省の職員を始めとしまして、関係者が消費者

の視点に立った安全・安心な食料の安定供給、あるいは政策づくりへの国民の参画が重要

だということにつきましての意識改革を徹底する、そういうことをねらいとしまして制定

したものでございます。

基本的な考え方が４点ございます。

１点目は「関係者の意見を反映した施策づくり」ということで、施策を作る段階から関

係者と意見交換をしながら作っていくということでございます。

２点目が、生産から消費までを考えて、各段階できちんと安全確保が図れるような施策

を作り、それを確実に実施していくということです。

３点目でございますが、安全な食品を供給するというのは生産者、事業者の責務でござ

いますので、その生産者、事業者がそういう取組みができるようにということでいろいろ

促進をしていくということでございます。

４点目、「的確な危機管理」ということでございますが、これはむしろ危機に陥らない

ように、ふだんの段階から情報を収集・分析したり、マニュアルを作成するなどの備えを

していくということでございます。

では具体的にどのように施策を展開していくかということで、下の方に幾つかまとめて

ございます。簡単にご説明しますと、一番左側にありますように、厚生労働省、食品安全

委員会、地方自治体、そして国際機関などとの連携を図っていくということ、消費者を始

めとした関係者と意見交換をして、その意見を反映するようにリスクコミュニケーション

に努めていくというようなことでございます。

それから、２つ目にございますように、産地段階から消費段階にわたるリスク管理を実

施していくということで、例えば農薬などの農業資材の制度を見直ししましたけれども、

その適正使用を推進していくことが重要なことだと思っております。

また、いわゆるリスク管理だけではなくて、行政や生産者、事業者の取組みが消費者の

安心や信頼につながっていくということが非常に大事だと考えております。そういう意味

で情報提供の手段でもあります表示制度につきましては、厚生労働省と一体となってわか

りやすい表示制度につきまして検討していくとともに、それがきちんと守られているかと

いうことを監視、指導していくということでございます。また、消費者に対する教育、食
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育を推進する、あるいは地産地消などの消費者と生産者の顔のみえる関係づくりを推進し

ていくといったようなことも進めていきたいと考えております。

また、安全性そのものではございませんけれども、環境保全ということも重要だと考え

ております。食品を生産する環境、農地や漁場などの状況をモニタリングをするとか、そ

れに対応したいろいろな対策を立てていくということ。それから、環境保全型農業のよう

な環境に優しい生産活動を支援していくということ。さらに、生産者だけでは取り組めな

いリサイクルの問題なども含めまして環境保全に取り組んでいくということでございます。

また、これらの施策、対策を支えるものとしましての研究開発を充実していくというこ

とでございます。以上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

次に、参考資料５につきましてご説明をお願いいたします。

○武本総合食料局食糧部長 総合食料局食糧部長でございます。お手元の参考資料５の

１をごらんいただきたいと思います。私からは米政策の改革についてご説明申し上げます。

米政策の改革につきましては、当施策部会における平成14年度の年次報告の議論の際に、

その背景なり必要性、方向性についてかなりご議論のうえ、白書という形でお取りまとめ

いただいたわけでございます。白書で記述された部分が、この一枚紙で言いますと真ん中

の「米政策改革大綱決定」というところまででございます。

大綱の中では、10の改革要点ということで、改革目標の明確化、あるいは当面の需給調

整システムの改革、消費者と生産者が身近に感じられる流通制度の構築、生産構造の改革、

水田の有効利用の利活用といった部分について10の方向性を提示したわけでございます。

この大綱を踏まえまして、一番右側、「具体的施策の実施」の欄でございますが、１つ

は、食糧法改正法案を国会に提出いたしまして、６月の末に成立を見、７月に公布をされ

たところであります。来年の４月１日から施行されるわけでありますけれども、その主な

内容といたしましては、生産・出荷団体等が主体的に生産調整に取り組む仕組みの創設と

いうことで10の改革の要点、真ん中の欄で言いますと真ん中あたりに「当面の需給調整シ

ステムの改革」ということで、「消費者ニーズ、市場動向をもとにした調整方式への転

換」と、その上にございます２番目の「平成20年度からは農業者・農業者団体が主体とな

る需給調整を国と連携して構築することを前提とした法的な枠組み」を創設したところで

ございます。

もう１つは、食糧法の改正の柱は計画流通制度の廃止等流通制度の改革ということでご
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ざいまして、真ん中の米改革大綱で言いますと５番目の「流通規制の緩和」ということで、

消費者と生産者がまさに身近に感じられる流通制度を構築するものでございます。

こういった法的な枠組みに加えまして、大綱の中で最後に「その他」という項目が実は

ございました。そこには、「関連施策の具体的内容については、平成16年度概算要求の決

定時までに関連施策の総合性、整合性を取りながら、農林水産予算全体の適切かつ効率的

な編成の視点に立って決定する」という一文が付されていたところでございます。これを

踏まえまして、右側の「具体的施策の実施」の真ん中の欄、「予算措置」について、先週、

農林水産省として、今後決定をする概算要求に反映をする関連施策の基本的な枠組みを取

りまとめたところでございます。１つが水田農業構造改革対策ということで、稲作所得基

盤確保対策と産地づくり対策について、２つ目が担い手経営安定対策、３つ目が集荷円滑

化対策でございます。

具体的な中身は、参考資料５の２の方をごらんいただきたいと思います。今回決めまし

た米政策改革大綱の具体化ということで、関連施策につきましてその基本的な考え方は、

Ⅰにありますとおり、「水田農業の構造改革の加速化の観点」ということで取りまとめて

おります。

中身でございますが、まず水田農業構造改革対策の第１は産地づくり対策ということで、

これは従前のいわゆる生産調整に対する助成金を大きく組み替えたものでございまして、

１つのポイントは「対策期間中安定した一定の交付額」ということで、これまでいわゆる

実績に応じて支払いを行っていたことに対しまして、３年間一定の額を交付するという考

え方に切りかえるということでございます。

（２）「交付算定単価」ということで、「基本部分」、「担い手加算」、「特別調整促

進加算」といったことが書いてございますけれども、これはあくまでも国が予算額を計上

する際の交付上の算定単価でございます。全国一律の単価が地域地域の創意工夫ある本作

化の芽を摘んでいるのではないかというご批判もございましたので、実際にこの産地づく

り対策をどのように使っていくかということが、それぞれの地域において事前にお作りい

ただく地域水田農業ビジョン、これに基づいてそのビジョンの中身が実現されるような支

出を考えていただくという趣旨のものでございます。

２ページでございます。「稲作所得基盤確保対策」という対策を用意いたしております。

これまでは米価下落影響緩和対策ということで説明しておったものでございますけれども、

仕組みにつきましては固定部分と変動部分という仕組みを取っております。固定部分につ
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きましては全額国費でございますが、変動部分につきましては１対１、国が１に対して生

産者１という拠出割合を取っております。また、変動部分の補てん割合は５割といった水

準にしておりまして、現在、稲作経営安定対策という施策がございますけれども、それに

比べますと大きく性格を切りかえている。すなわち米価低落へのモラルハザードの誘因と

なっているのではないかということを踏まえまして、今回、より価格が下がらない方向に

生産者の努力を助長する仕組みに切りかえたものでございます。

３番目が「担い手経営安定対策」ということで、いわば稲作所得基盤確保対策、こちら

がいわば対象農家を限定しない仕組みに対しまして、この稲作所得基盤確保対策の対象に

なっている農家のうちで、（１）に掲げましたような要件に合致する農業者、経営体に限

って、追加的なと言いましょうか、経営安定対策を講ずるという性格のものでございます。

３ページ目でございますが、「集荷円滑化対策」でございます。これまで過剰米短期融

資制度という名前で検討しておったものでございますけれども、豊作に伴う過剰なお米が

そのまま主食用のマーケットに流れ込みますと全体の米価を著しく低落させる恐れがござ

います。したがいまして、そのようなお米につきましては産地段階で区分をしていただい

て、販売環境が整った段階で販売をしていただくか、あるいは主食用以外に処理をしてい

ただく。それを円滑に進めるための対策でございます。

５番目が「需給適正化対策」ということで、平成16年産米の米生産目標数量838 万トン

ということでセットいたしております。

６番目は「その他関連対策」ということで、米政策改革に関連する構造政策等につきま

して、総合性をもって推進していく観点から所要の対策についても検討をしていくという

ことを定めたものでございまして、16年度概算要求を来月の終わりまでに農林水産省とし

ては取りまとめるわけでありますけれども、その中で「米政策改革大綱の具体化につい

て」というこの資料に基づいて必要な予算を計上していくことを検討していくことといた

しております。以上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまから講じようとする施策の策定に向けた基本的考え方など、平成15

年度白書に関しましてフリートーキングを行っていきたいと思います。

ご発言の際には挙手をしていただきまして、私から指名させていただき、その後にご発

言をしていただくということでお願いをしたいと思います。

それでは、どなたからでもどうぞご発言ください。――齋藤委員。
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○齋藤専門委員 安全性行政につきましては、非常に新しい展開を遂げて、それも体系

化されようという試み、大変すぐれた内容だと思っておりますが、安全性と連動して、例

えば競争政策の検討は進めていくのかどうか。つまり、かなり川下の食品企業等によって

は、それなりのバイイングパワーにこれがつながったり、今後そういう競争政策との関係

が問われてくるのではなかろうかと思っております。これはどのように今後農水省として

施策体系の中に盛り込んでいくのか、その辺の課題を少しお伺いしたいと思っております。

○甲斐部会長 少しご発言いただいた後で……。

他にございませんか。――どうぞ、安高委員。

○安高委員 16年度講じられる施策ということで、どういうご意見を述べていいか、大

き過ぎてちょっと見当がつかないのがございます。

米政策に関しまして、米政策大綱、少しずつ現場におりてきているわけですが、非常に

現場は混乱するというか、先の見通しが立たない状況かと思っております。私ども現場か

らみますと、米・麦の普通作でやっていける農家が残るのだろうか、いなくなるのではな

かろうか、稲作は兼業だけになってしまうのではないか、私どものところではそのように

受けとめております。兼業というのが農外収入だけという意味ではなく、園芸とか果樹と

か畜産、そういうものと組み合わせた中でなければ、米・麦の普通作が生き残れないとい

う政策ではなかろうかなとみております。そこら辺を踏まえた中での16年以降の政策展開

と政策する側では覚悟なさっていらっしゃるのだろうかということです。

それと、米政策に対する信頼が一気になくなっていくような気がいたします。これは１

つの点に関しましては、いつも申し上げておりますように、食管法から食糧法になった時

点で、市場経済を目指しているにもかかわらず、当面の政策は需給調整となっている。法

律と政策という中で明らかに矛盾になっている。矛盾になっている中で、農家が政策を信

頼して農業に従事できるか。信頼できない構造を作り上げているのではないか。そういう

中で米の需給を確保していくために、様々な農業予算、今議論されて投じられようとして

おりますが、あれは信頼できない農政に対する、それを償う予算のような形になっている

のであって、あの予算が農業の競争力を高める方に使われるのだろうかという疑問を持っ

ております。早急には無理かもしれませんけれども、16年度から農業政策に対する現場の

信頼が回復されるような手の打ち方をしなければ現場がついていけない、主要食糧生産に

携わる者がついていけないという結果になるのではなかろうかという危惧をいたしており

ます。以上です。
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○甲斐部会長 他にございませんでしょうか。――日和佐委員。

○日和佐委員 今ご発言にあったことと関連するのですけれども、米の需給調整の件で

す。そんなにたくさんではありませんけれども、現地に行く機会があります。現場では今、

非常に不安だという声が大きいですね。

私は今回の考え方は非常に合理的であると思っておりまして、消費者としても納得でき

る政策だと思っているわけなのですけれども、現地では非常に不安感が強いということで

す。その最大のものは、今でも一俵でも多くとれれば、それが即収入につながるというこ

とですので、どうしても生産量が多い方がいいという意識から抜け切れない。それは現場

のＪＡの取りまとめをしていらっしゃる方もそういうことだということで、なかなかその

意識を変えることが難しい。当然なのですけれども、品質のいいもの、おいしいものにな

ると量が少なくなるわけですね。ですけれども、そういう意識を改革できない、意識を変

えることが非常に難しいというのが最大の悩みのようでありました。

ですから、この政策を浸透させていく上では非常にきめ細かな対応が必要であると思っ

ておりまして、ぜひこの政策を浸透させていくために、どのようにすれば意識改革ができ

て、納得してもらってこの政策が活かされるようになるのか、その手だてについてぜひ検

討していただきたいと思っています。

○甲斐部会長 ありがとうございます。――中村委員。

○中村委員 米の問題が出ましたので、関連してお願いをしたいと思います。今もお話

に出ていましたように、16年度から新しい米政策が展開されます。このこと自身は我々も

しっかりと受けとめながら取り組んでいかなければならないと思っております。いずれに

しても、新政策の展開にはかなりの意識改革が必要でありまして、意識改革がないとでき

ないなというのが実感であります。また、農業者にはそれぞれ現場現場で自分なりの経営

を展開してきた経過、経緯もあります。また経営のノウハウ、技術のノウハウも蓄積をし

てきておりますので、受けとめる農家にもかなり差があるのだろうと思います。したがっ

て、今度は担い手をかなり幅広くとらえて集落営農を含めて設定をしていくということで、

これはこれで良いと思いますが、真の担い手になれるかどうかというところが問題があり、

そこが今おっしゃられたように意識改革の問題だろうと思いますので、きめの細かい対策

が必要だろうと思います。今まで大型の稲作経営のなかで蓄積したノウハウ、集落営農等

との関連で、そういう稲作経営が埋没しては困りますので、そういう点に配慮してビジョ

ンづくり等もやっていただかなければならないと考えております。
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所得政策の問題ですが、新政策でも所得対策についての幾つかの柱は出てきております

けれども、経営を単位とした所得対策についても、早急に検討していただきたい。

それから、特に認定農業者等からの要望が多いわけでありますが、自分の努力でやって

きた経営に対して、特定農業法人には制度がありますけれども、自らの改革もしていくと

いうことで、自己蓄積、自己投資を含めて準備金制度について認定農業者にもこの際道を

開いてほしいという意見が強くありますのでご検討いただきたい。

それから、農地の集積の話がやはり米改革をやるときに大きな問題になると思いますけ

れども、規模拡大に伴いますかかり増し負担。水利費の問題とか小作料の問題とか畦畔等

を除くとか、効率的な経営を図るという点で非常にかかり増しの経費が必要となりますの

で、個別の農家に直接の補助をするという難しい話でありますが、結果的にそのようにな

るような担い手ニーズに対する支援策をこの際織り込んで考えてもらいたいという意見も

強くございますので、先ほどのお話しにもありましたように、きめの細かい米政策をやっ

ていただいて、きちっとした稲作経営が安定するようにお願いをしたいと思います。これ

は意見です。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――新開委員。

○新開委員 せっかく米問題が出ておりますので、私もそれに関連したことをお話しし

たいと思います。

長い間農家は、生産調整といえばいい言葉ですけれども、減反という言葉で縛られて30

年過ぎてしまいました。今回のこの米大綱がもっと早く競争して頑張れるようなものに、

国が米問題を真剣に考えていただいていたら担い手がたくさん残ったのですけれども、今

私が全国を講演に回っておりまして、これを担う人がいない社会になってしまっているの

です。

担い手として農業法人をつくったところで、定年帰農とか60以上。平均年齢がもう60歳

を超しております。そういう米政策の中でやはり今生産調整が行き詰まって、需給も備蓄

もいろいろコストがかかって、国がこの件に関与を弱めていきたいという気持ちはわかる

のです。というのは米を食べる量が一人当たりどんどん減っております。減反の中でこの

日本の米農業を支えたのはＪＡの力が大きかったと私は思うのです。しかし、ＪＡも今行

き詰まっていて、現在は国から構造改革とか弱体化したとか改革しろしろと言われている。

そういう弱体化したというＪＡに今度はすべて任せてしまう、委ねてしまうということは、

将来を考えたときに本当に日本の農業が守れると思っていらっしゃるだろうかということ
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を私はすごく心配するのです。

それから、今まで必死に生産、効率性の向上に努めてきた熱意ある農業経営者がこのま

まだとつぶれてしまう可能性がある。先ほど日和佐委員が味よりも一俵でも多くとりたい

という農家が多いとおっしゃいましたけれども、そういう人も少しはいるかもしれません。

けれども、私たちは一生懸命、どうしたら日本の国から米をなくさないで少しでも多く食

べてもらえるか、おいしい米をつくるにはどうしたらいいかというのを必死の思いで勉強

しているのです。多くの人たちが頑張っているし、ＪＡも頑張っております。

でも、これが余りに長い減反という政策で来たのに、これから今度は全然違った政策に

いく。農家が本当かなというあきらめムードに入っていることも確実です。だから、今本

当に地域地域で困っております。消費者は言いたい放題のことを言えばいいのですけれど

も、農家側は安全なこと、環境のこと、いろいろなことを考えていかないといけません。

それは一部の消費者のことですから悪く思わないでください。

もう１つ、私は直売所をしておりますので、そういう直売所の中で消費者と非常に身近

にお話しする機会が多いのです。そういう中でとてもすばらしい 1,000人の会員様に支え

てもらっているのですけれども、そこに通じるものがあれば、トレーサビリティとか食の

安全性とか、いろいろな問題もお互いで解決していっているのです。だから、余り消費者

サイドに軸足を置かれると、一生懸命頑張ろうとする若者が本当にしょげてしまいそうな

部分もあるので、農林水産省ですから、軸は農業にあって、両輪が消費者と生産者でお互

いに話し合って決めていくべきと思うのです。もっと生産者のこともここに盛り込んで、

本当に農業を継ぐ人がいなくなっている現状をもう一度ここで真剣に考えてもらいたいと

思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――どうぞ、横川委員。

○横川専門委員 安全と農業の２点についてお話を申し上げようと思います。

まず、農業の問題です。自給率を上げようとしている割には、上げるための政策が

出ているとは思えない。また、自給率が下がっている原因についても調査はされてい

るのだと思いますがいかがなのでしょう。例えば、野菜の海外依存率は年々高くなっ

てきていまして、それはそれなりの理由があり、個別に具体的な対策を打たれている

と思います。しかしここで、これからのいろいろなことを決めていくとなりますと、

「自給率を含めた日本の食料」を確保するという観点からの議論をするのか、既存の

今までのやり方の中で「農業をどうするか」という議論なのか、ここのところをはっ
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きりと国の政策として打ち出していく必要があると思います。

日本の農家を守るというのは「農業」を守るのであって、「農家」を守ることとは

違うのだと思います。したがって、農業を守っていくことの中でどうするかという政

策が僕は必要だと思いますし、そこでは、お米以外のことについても出てくるだろう

と思います。これはお米にも野菜にも同じ問題が出ているはずですから、この問題は

もっと根本的に議論をしていただく必要があると思います。

もう１つ、安全性の問題について触れさせていただきますけれども、今まで国が決

めてきた添加物や農薬等の使用基準は本当に正しいのかということについては、消費

者がもう信頼をしていません。そのことを踏まえて、なぜ認可をしたのか、何が問題

なのか、過去よくても今だめなものはだめ、いいものはいいで追加をするなど、先進

諸国の状況等もにらみながら、基準の見直しとその中身についての情報開示を、国が

「今」ここで、きっちりやっておかないと、この２年間に起きた食に対する信頼の取

り返すことは簡単ではないと思います。

トレーサビリティという手段を含めて、農水省が出したこのやり方により、国内牛

に対する信頼は今日までとても高くなりましたが、信頼を勝ち取ったのはトレーサビ

リティではありません。全頭検査を行ったからなんです。トレーサビリティだけでは、

安全の確保まではできません。このところの誤解がないようにきっちりしていく必要

があるかと僕は思います。

細かなことは幾つかありますけれども、安全をどう確保するのかを方向を決めて議

論し、他方では信頼を失った理由についてしっかりと原因究明しませんと次の対策に

はならないと思います。そういう意味では消費・安全局ができたわけですから、一か

ら信頼を勝ち取るための仕組みづくりをきっちりとしていく必要があろうかと僕は思

います。以上です。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

他にございませんか。――菱木委員。

○菱木専門委員 横川委員がおっしゃったように、私も確かにそのように安全の確保と

いうところが一番大事なところではないかと思います。消費・安全局ができますので、そ

このところは今後の行方を見守っていきたいと思っております。

全体の食品安全基本法の中では随分たくさんのことが網羅されていて概要としてはよい

のかなと思っておりますけれども、そういう中で消費者の立場として的確な危機管理とい
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うふうに食の安全のところでは出てきているのですが、的確な危機管理というのは的確な

情報開示が一番大事なところではないかと望むところです。

私たち消費者がなぜ不安になったかというと、きちんとした情報開示がされていなかっ

たというところであって、今その具体的な確保の中で地産地消、消費者が顔のみえる関係

というところでそこのところを理解していくというのでしょうか、自分たちでもわかるよ

うな形が求められるのかなと思ったりもしております。やはり食育というのは大事なとこ

ろで、的確な危機管理、自分自身を守るというところでもしていきますけれども、そうい

う意味でも的確な情報開示を望みます。

○甲斐部会長 上原委員。

○上原委員 これからの農・水産物の安全と競争が重要なテーマではないか。つまり自

由な競争をしつつ安全を守っていくというのが基本命題ではないかと思います。

その点に関して普段私が思っていることを申し上げたいと思いますが、農・水産物につ

いてマーケティング的にみて遅れているのはブランド化です。実は先ほど横川委員からト

レーサビリティの話がありましたけれども、商品の流通過程を追いかけていったって安全

管理にはならないわけです。それぞれの段階で生産とか流通に携わっているところが的確

な管理をすること、その管理が目にみえることが重要なのです。ということは、ブランド

に対して責任を持つということです。農・水産物のブランド化は遅れていると言えます。

例えば非常におもしろいのは、コシヒカリはブランドなのか、それとも品種なのかとい

うことが消費者にもはっきりわかっていない。工業製品が必ずしも安全とは言えないので

すけれども、競争の中で安全性のあるところが生き残ってきたということも言えるわけで、

そのときに一番重要なのは、ブランドを持っていることに対して責任を持つことです。ブ

ランドが消費者から信頼されなくなると企業がだめになる、そういう考え方が農業にも必

要ではないか。ブランド化することによって販路の確保に結びつくわけです。生産の議論

だけしていてもだめでありまして、販路をどう作っていくのか、顧客をどう作っていくの

か、そのときに初めてブランドということが問題となるので、ぜひその辺も考えていただ

きたいと思っております。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――増田委員。

○増田委員 １つ質問と、もう１つお願いをさせていただきます。

大変基本的な質問なのですが、何で漁業白書は別になっているのか。昨日も一般の方と

この白書の話をしていましたらば、「魚も食料じゃないか、どうして漁業白書は別なのか、
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行ったら聞いてきてほしい」と言われました。多分、農林水産省の建物の中で垣根がある

のだろうと思うのです。これは将来的には一緒の思考回路の中に入れる必要のあるテーマ

だと思いますが、現時点の方向を伺いたいと思います。

もう１つは、食育、食教育のことで、意見のような質問のようなことをちょっと言わせ

ていただきたいと思います。食育というのがまた大きくクローズアップされてきて、消費

・安全局なんかの今年度のテーマになっていると伺っておりますが、食育、食教育といえ

ばやはり他省庁との連携が大きなテーマになってくると思うのです。当時の厚生省と文部

省と農水省の共同策定という形で作った食生活指針があるのですが、今、農林水産行政の

中で食生活指針というのは少し退化してしまっていると思うのです。せっかく作った食生

活指針なのだけれども、知っているのは20～30％という、まだ寂しい現状だと思います。

「あの食生活指針の中には、それぞれ野菜の思惑、米の思惑、思惑が10個並んでるので、

なかなかね」と言った人がいるのですけれども、さはさりながら作って、うまい具合に思

惑が入っているわけですから、これは食育の現場でぜひ大きく前に進めてほしいなと思う

のです。作ったときの勢いはどこへやらというのはよくないと思います。

そして、これからは消費・安全局が中心になってリスク管理とか消費者行政とか消費者

とのコミュニケーションが大変重要になってくると言っているわけで、そのための窓口と

して食糧事務所に代わって農政事務所がそれを補う、地方統計・情報センターを改組して

やはり消費者とのコミュニケーション、これは消極的に考えると切りのない話なのですけ

れども、いい情報を言ってくれた人がありまして、米の検査を今までしていた方というの

は、学校なんかにも行って子供たちに稲のことを教えたりするのがうまい。それから、地

方の統計事務所というのは、たまたま取材に行かせていただいてしみじみ感じたのですが、

地方の交番の駐在さんみたいで、それぞれ農家の方とのコミュニケーションがすごくよく

とれているおじさんたちでしたね。おじさんというのが一番わかりやすいと思うのだけれ

ども、そういう方が消費者とか教育現場との接点になれば、これは立派に食育が前へ進む

と思うのです。

他省庁との連携というのは大変難しいことのようです。たまたま私は学校給食の米飯推

進事業というので、ここにおいでの情報課長が前に食糧庁におられたときに苦労させてい

ただいた経験があるのですが、省庁連携の困難を実感しました。ですから農林水産行政な

らではの食育を単独で学童・生徒に発信できると思うのです。それは将来の担い手とか自

給率を考える若者につながる基礎づくりになる筈です。
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もう食生活指針は以前に作ったよねということではなくて、今やろうとしている消費者

との接点、食育の推進の中に積極的に位置づけられるのではないかなと思いますのでお願

いを込めて申し上げます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――生源寺委員。

○生源寺委員 １つお米の問題について申し上げたいと思います。何人かの方からご発

言がございました。特に生産の現場での不安というような話もございまして、私もそうい

う話を聞くこともあるわけなのですけれども、予算の要求も固まったということですので、

ここがやはり区切りだろうと思います。これからは、もちろん各人各所でいろいろなこと

をやらなければいけないということがあるわけなのですけれども、１つは生産の現場で農

業者の方に行動していただく、あるいはＪＡそのほかの組織の方に動いていただくという

ことになるのだろうと思います。

そのためのメッセージをきちんと今の時点で発信することが非常に大事だろうと思って

おりまして、実はこうこうこういう政策になるということに関しては、割に細かなことも

含めて情報を流しておられると思いますけれども、逆にポイントがややぼけているような

ところがありはしないか。ここのあたりを少し考えてみる必要があるかなと思います。

私自身は２つあると思っておりまして、地域で生産あるいは販売の努力を重ねて、その

成果がお米が売れた実績となって、それが生産目標数量に結びついていく、これが第１の

ポイントだろうと思います。これは主要食糧部会の方でも多少発言いたしましたけれども、

自分たちの行動がその次の成果なり、配分といっていいかどうかあれですけれども、これ

に結びつく、ここが非常にポイントになるところでありますので、できるだけ早くそのフ

レームワークをつくって提示することが必要かと思います。これが１つです。

もう１つは水田農業地域のビジョンづくりということでありますけれども、恐らく産地

づくり対策の使い方の部分だろうと思います。今日、食糧部長がご説明にお使いになった

参考資料の５の２、私も事前に同じものを拝見しておりましたけれども、これは食糧部長

の説明がなければ何のことやらわからない部分があるかと思います。また、これだけ読み

ますと非常に誤解をされる部分があると思いますので、ここも早急にわかりやすい形で提

示する必要があると思います。ルールも地域で作っていただく、ここが今回の改革の１つ

のポイントだと私は思っております。使い方、あるいは中には目標数量の配分についても

地域でいろいろな事情に合った形で考えていただくということがあるわけでありまして、

そのあたりがきちんと伝わるようなメッセージをぜひ強い形で発信していただきたいと思
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っております。

予算要求が固まるプロセスでは、強い言葉でいえば政治的な影響力を行使をして、ある

いは一方がそれに対抗する、そういう場面は当然あるわけなのですけれども、これはある

意味では仕方がない面がある。ただ、今回の場合は割にフレームが事前にはっきりしてい

ましたので、それによって大筋がおかしくなるということはなかったと思いますけれども、

今回３年間固定ということの意味は、そこに使うエネルギーは一応これでこの際この問題

については終わりだということだと思います。むしろ生産者の組織なりが、いわば農業経

営なり地域農業をよくするために何をしたらいいか、こちらにその部分のエネルギーをす

べて注いでいただいていいような状況になるのだろうと思うわけです。その意味でもここ

は１つの区切りですので、ぜひ力強い、またわかりやすいメッセージを発信していただき

たいと思います。これが大きな１点です。

もう一点ですけれども、参考資料の４の１の裏表紙をお使いになって説明をいただいた

わけでございます。その中で下から２番目のボックスの中に食の安全・安心と関連の深い

環境保全あるいは環境保全型農業のことについてのご説明がございました。ここに書いて

あること自体、私、特に異論はないのです。ここには「環境にやさしい生産活動への支

援」ということがあるわけですが、逆に許容し得る限度を超えて環境に負荷を与えている

ケースについて、どういう基本的な姿勢で臨むのかということについてそろそろきちんと

考えていく必要があるだろうと。個別の法律では家畜排せつ物法ですとかが出てきている

わけなのですけれども、基本的なスタンスについてしっかり考えておく必要があると思っ

ております。

「環境にやさしい生産活動への支援」というのは、私はもっともっとしていいと思いま

すけれども、そのスタンスといいますか、立場を首尾一貫したものとして貫くとすれば、

おかしなものについてはきちんと生産者の責任で対処していただくということがもう一方

あって、この立場は首尾一貫したものになるのだろうと思います。私自身はそう思ってお

りますけれども、いずれにせよ環境保全型農業のいいものを奨励するということと、首を

かしげるようなものについてはきちんと逆の形で対処するということをしっかり考えてい

く必要があるのではないかと思います。これは余り考えることなく１回施策を打ってしま

いますと、それを変えることが非常に難しいということがあると思いますので、その点で

も今の段階から少し研究していただければありがたいと思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――畑中委員。
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○畑中専門委員 生源寺さんが理路整然とやられると後がやりにくいのですけれども、

米と安全が今日のテーマのようでございますので……。お米の方はとにかく余っているわ

けですよね。余っているものは消費を増やすか生産を調整するかしかないわけですので、

そこのところは米だけが特別なものではなくて、他の農産物もみんなそうなのです。先ほ

どから農家の意識という問題もあるのですけれども、これは国がどうやるというのは限界

があるので、農協なり農家個人個人のお考えだと思うのです。他の野菜なり何なりで農家

の意識は問題になるわけではなくて、やはり余れば作らない。果物なんかでも木を切る。

そのために国にどういう施策をやれということはあるのですけれども、自分たちの意識と

しては過剰なものをどうするかということを考えていくということだろうと思うのです。

ですから、これは国というよりも農業者個人、あるいは農協さん、指導する側、そういう

ところの問題ではないかなと思うのです。

今、長い間減反でというお話がありましたけれども、農業者側から我々はこのようにし

て需給調整をする、あるいはどう米の消費を伸ばしていく、だから国がこういう施策で我

々を手伝え、そういう形には残念ながら米はなってこなかったと思うのです。これは他の

作物と違う形だろうと思います。ようやくそういう形のものが今度の新しい格好なもので

すから、ぜひこれを根づかせていただきたいなと思います。

私も幾つかの農村でいろいろなことをお聞きしていますけれども、末端でのいろいろの

説明ぶりというのは、これから我々が中心にやってやるんだというような形ではなくて、

従来とこのように違うんだ、お金の流れ方がこう違うんだという話はあるのですが、意識

の問題として従来と変えなければいけないという説明はどうも余りないというような感じ

をもっております。

今、生源寺さんもおっしゃられたのですけれども、参考資料の５の２、これはもう少し

考え方をここに書かないと……。「交付算定単価」というのは１ポイントぐらい落とした

活字でいいのではないかと思うのです。算出基礎は役所は大事ですけれども、僕らがみて

いても従来のやつと単価が違っただけじゃないかと思われがちなので、ぜひそのようにし

てほしいなと。

特にプロの農業者の方はみんなこういうのをみたらすぐわかるのですけれども、消費者

の方は、今度変わった、どのように変わったのだというようなことがなかなかわからない。

相変わらず単価みたいなものが出てるじゃないかというのは……。これから生産者が非常

に努力をされて自分たちのものとして受けとめてやっていくわけですから、その覚悟みた
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いなものが出るように、これは農協さんがお作りになるのかもしれませんけれども、ぜひ

やっていただきたい。

そうしませんと、新聞紙上はいつも 2,500億だとか 3,000億なければ選挙に勝てないと

か、すぐ金の話になるのです。そうすると、我々が民間の方なんかとおつき合いしている

と、また農水省は結局ばらまきでやるのかというので、農業者の努力みたいなものがちっ

とも表に出てこないのです。これは一生懸命やっておられる方にしてみれば大変悲しいこ

とだと思うので、ぜひそういう格好でやっていただいて、算出基礎なんてなくてもいいの

だと思うのです。なくてもいいというのは、作ってはいけないということではないのです。

プロの方はこういうのが必要だと思うのですが、世間一般の方がこういうやり方で今度は

やるんだということの方が大事なのだろうと。あるいはこういう使い方もある、こういう

使い方もあるという事例を示されるというのもいいと思うのですけれども、そういうこと

ではないかと思います。

それから、食品の安全で、これは農水省なのか今度は安全委員会なのかわかりませんけ

れども、消費者の方に考えていただきたい。今、消費者教育とか啓蒙と言ってはいけない

んですよね。知識と理解というのですか、消費者の役割が明記されているわけですから、

安全性というのはどういうことで、どういう限界があるかというようなことをきちっと皆

さんに理解をしていただきたいというのが１つです。

もう一点は、すぐわっと騒がないで、個人個人で自分ならどうするかというのを考えて

もらいたいのです。これは岡島さんがテレビに出ていたときだと思うのですけれども、お

刺身がお皿に並んでいて、１品だったら原産地証明をする、３つぐらい並んでいるとしな

くていいとか、みんな笑い物にするんですよね。ここでも話したことがあるのですが、あ

れは笑いごとではなくて、では皆さんとかあそこにいる識者の方は一体どうすればいいと

思うのかというようなことだと思うのです。

それは10品盛り合わせで並んでいて、一々原産地のやつができるか、じゃ幾つならいい

んだというような話というのはどうしても詰めて決めないと、表示しろという場合には役

所ではできないのです。だからやっているわけですから、そういうことをもう少し自分の

ものとして考えて、３つか４つ乗っていれば無理だなと思っていただけばいいのだけれど

も、こんなおかしなことがあるというような形では、いつまでたってもきちっとした表示

の理解ができない。ですから、せっかく消費者の役割というのがあるので、もう一段勉強

をされるということも大変大事かなと。
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そのために、ここに分科会がいっぱいあるのですけれども、みんなこれは恐らく科学的

な知識で難しいことをおやりになる分科会ばかりなので、もう少し消費者の人にどうわか

ってもらうかとか、リスクコミュニケーション官というのが今おみえになっていますので、

そういうところはぜひ研究テーマとしてもやっていただきたいなと思っております。以上

です。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

ただいま全員の方にご発言いただいたのですが、大きく分けるとお米と安全性の問題だ

ったのですが、これについて役所の方から回答なりご意見ございますでしょうか。――食

糧部長。

○武本総合食料局食糧部長 食糧部長でございます。多くの委員の方から米政策につき

まして貴重なご意見をいただきましたことを、まずもって感謝申し上げる次第でございま

す。

今日、提出いたしました資料につきまして、非常にわかりにくいというご指摘につきま

しては、十分に踏まえて――これは先週、予算編成上、役所としてこういう整理をしまし

ょうという役人の中での資料をとりあえず使わせていただきました。サボったじゃないか

と言われると返す言葉がないのでありますが、そういうことでございます。

わかりやすくというのでしょうか、少なくともこれまで一連の米改革については資料を

発信しておりますので、その線に沿ったものですということは少なくともお示しして、全

然違うものが出てきたんじゃないかという誤ったシグナルにならないようにしていきたい

と思います。

また、これまで機会あるごとに情報発信をし、あるいは審議会、研究会すべてオープン

にしてきたわけでありますけれども、４月の段階でのアンケート調査によりますと、そも

そもそういうことをやっていたとは知らなかったという生産者が４割以上もいたという実

態もありますので、私どもの出先機関、47都道府県にできましたので、そういったところ

も使いながら、あるいは県、市町村、系統組織と連携を図りながら、やり方を含めてちょ

っと研究をさせていただきながら、現場段階での理解を進めていきたいと思います。

また、いろいろご指摘いただきましたので、それを踏まえて対応させていただきたいと

思いますけれども、上原委員がおっしゃったブランド化ということを私どもなりに言い替

えた言葉が地域水田農業ビジョンづくりだと私どもは思っておりますので、そういったビ

ジョンをまず地域段階で作っていただく、その運動といいましょうか、そのプロセスの中
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で売れる米というのはどういうことなのか、売れるとは本当はどういう意味なのか、農協

に委託すれば売れたことではないのではないかということをまず理解していただく必要が

あるのではないかと思っております。私も幾つかの県の市町村に呼ばれまして話などもし

ておりますけれども、手分けをしながらそういうことも行ってまいりたいと思っておりま

す。ということで私の方からの説明とさせていただきます。

○甲斐部会長 岡島さん、お願いします。

○岡島消費・安全局審議官 消費・安全局からお答えさせていただきます。

まず情報開示につきまして、安全性の確保の本質的なところは情報開示からだというご

意見、的確な危機管理には情報開示が非常に大事だというご意見をいただきました。おっ

しゃるとおりだと思っております。

今後、食品の安全行政を進めるに当たりましては、リスクコミュニケーションを進めて

いく、透明性を確保することが基本だと思っておりますけれども、まずそのスタートは情

報を開示することだと私どもは認識しております。

そして、情報開示をした上でいろいろな方のご意見を聞きながら意見交換をし、政策を

決定していくプロセスも開示するという形で進めていくのが基本だと思っておりますので、

まさにおっしゃられたような形で努力をしていきたいと考えております。

それから、トレーサビリティにつきましてのご意見をいただきました。トレーサビリテ

ィを導入したから安全確保にはならないというのはおっしゃるとおりだと思っております。

ただ、トレーサビリティのシステムを導入することによりまして、万が一の事態が発生し

たときに原因を究明しやすくなる、事故が起きた商品を回収しやすくなるという意味では、

リスク管理、安全確保につながっているものと認識しております。ただトレーサビリティ

を導入したからいいわけではなくて、それをどう使いこなすか、それを使ってどのように

安全確保をしていくかということが課題だということはおっしゃるとおりだと思っており

ます。

それから、食育につきましてもいろいろご意見を賜っております。食育あるいは消費者

教育を進めるに当たりまして、食生活指針というのがまず私どもの重要な基本といいます

か、基礎として置いているものでございます。食品の安全性という意味での消費者教育も

あるのですけれども、その前提としまして食品に関する基礎的な知識、あるいは栄養とか

食品そのものに対する理解、食生活に対する理解ということが第一義だと認識しておりま

すので、おっしゃられたとおり、厚生労働省、文部科学省とともにその普及、推進はこれ



- 28 -

からも図っていきたいと思っております。

また、それを進めるに当たりまして、地方農政事務所あるいは統計・情報センターの職

員も出前講座とか出前授業、あるいはいろいろな形での生産者の方、学校あるいは消費者

とのコミュニケーションを進めていこうとしているわけですけれども、話の上手な職員が

いるというご意見をお伺いいたしまして、非常に心強い思いをしているところでございま

す。本省だけではなくて、そういう地方組織もあわせて食育やいろいろな方とのコミュニ

ケーションに取り組んでいきたいと考えております。

それから安全性と競争政策、これは私のところだけでお答えする問題ではないと思いま

すけれども、ある意味大変難しい問題だと思います。上原委員からお答えがあったかと思

いますが、それにちょっとつけ加えさせていただきますと、安全性の確保というのは、何

があっても、競争政策とかにかかわらずやるべきものだと思っております。ただ、法令の

規制を守るというのは当たり前なわけですけれども、それを超えまして、例えば一層の安

心につながるようなもの、どこまでやるかというのはある意味ではそれぞれの企業なり生

産者なりの戦略、あるいはブランド化とおっしゃられましたけれども、そういう問題とい

う面もあるのではないかと思っております。

ただ、例えば小売店でより安全性を求めるといったような動き、それは恐らく消費者ニ

ーズを反映しているものになると思いますけれども、そういうものが小売段階、流通段階

を通じて生産者、事業者に伝わるということは大事なことだと思っておりますし、むしろ

生産者、事業者の方がそういう取組みを積極的にしていくということが大事なのではない

かと思っております。当然コストの問題等々ございますので、簡単にはできない、あるい

はお答えできない問題だと思っております。

それから、「あまり消費者サイドに軸足をおきすぎるのはどうか」とのご意見を頂戴い

たしました。ＢＳＥの問題なども含めまして、農林水産省のこれまでの行政が生産振興に

どうしても傾きがちだった、政策決定をするに当たっても、どちらかというと生産サイド

のご意見はしっかり聞いたけれども、消費者サイドのご意見は余り聞かなかった、そうい

う反省に立っての消費者に軸足でございます。

そして、今、食品の安全行政についていえば、国民の健康を第一にということで進めて

いこうとしております。また、食品安全行政だけではなくて、農林水産行政全体を含めま

して消費者のご意見、それから生産者のご意見、事業者のご意見、いろいろなサイドのご

意見を伺いながら進めていくということを基本にしております。以上でございます。
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○甲斐部会長 企画評価課長。

○皆川企画評価課長 自給率の問題で横川委員からご指摘もあったのですが、私どもと

しては平成12年の３月に基本計画を策定させていただきまして、その中で今低下傾向にあ

るものを何とか上げていきたいという目標を立てておりますので、私どもとしてやはり上

げていくべきものだと考えております。今年も実は白書で分析をしておりますけれども、

年々40％というところを横ばっているというのが今の実態でございます。

基本計画自体は５年ごとに見直すということになっておりますので、17年の３月という

のが大体策定から５年という時期になるわけでございます。そういう意味では、来年ぐら

いになりますとそろそろ、かなり真摯な生産・消費両面の要因分析をかなり子細にやりま

して、どこに何の問題があるのか。特に消費面でいいますと、先ほど来ご議論があるよう

な形で、当然自給率自体は全体の中での国産ウエートということになるわけでありますの

で、その中で消費生活パターンの変化ということに負う部分がすごく大きいわけですが、

これはなかなかうまくいっていない。生産の方で対応し切れてない部分はどこにあるのか

というあたりを来年の白書なりにかけて、かなり省内を挙げて分析をするという時期に至

っているのかなと考えております。

また、それに伴います様々な政策ということについても、基本計画の中で様々に言って

いることがあるわけでございまして、その中でできたこと、できなかったこと、また不十

分な点は何なのかということについての検証に入っていかざるを得ない。来年度出すべき

白書もそれにこたえるような内容に一部なっていかなければいかんのではないかと思って

おります。

白書の担当から外れた者が言うのはやや僣越ではありますけれども、そのように思って

おります。

○涌野情報課長 増田委員からの、白書は水産と食料・農業・農村の２つあるが何故か

というお尋ねでございますけれども、これは制度的に言わせていただければ、それぞれよ

って立つ法律が違っております。食料・農業・農村白書は食料・農業・農村基本法で定め

られております。水産白書につきましては水産基本法に定められておりますので、２つ作

らなければいけないという義務でございます。

中身につきましては、食料・農業・農村白書の食料の中には魚介類やきのこ類が入って

おりますので、十分かどうかは別にいたしまして、白書の中の食料消費の中にはそれらも

含んだ分析をしております。ただ、ご指摘もありますので、企画評価課長が今お答えいた
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しましたように、来年度の白書に向けて、その内容について可能なのか、可能であれば勉

強したいと思います。

○菊地環境政策課長 環境政策課長でございます。生源寺先生からご指摘のありました

環境保全についての取組みでございます。

農業につきましては、ご案内のように、自然循環機能を維持増進するといった機能を持

っている一方で、環境に負荷を与えている面もあるわけでございます。これまでも環境保

全型農業という形で私どもは推進させていただいているわけでございますけれども、果た

してそれがどのような役割を果たして、具体的な効果があったのかどうか、そして今後の

ことを考えた場合、特に食の安全・安心の確保ということだけではなくて、循環型社会あ

るいは地球温暖化というなかで、農業が持つ自然循環機能をさらに高めていくという形で、

いろいろな面でこれまでの施策を総点検し、また新しい視点からの施策運営を考えていき

たいなと思っている次第でございます。以上でございます。

○甲斐部会長 食品安全委員会。

○西郷食品安全委員会事務局リスクコミュニケーション官 食品安全委員会事務局でご

ざいます。畑中委員から、消費者関係につきましてもっと情報提供なり教育みたいなこと

をすべきだというふうなお話がございました。

専門調査会は専門家ばかりじゃないかというお話でございますけれども、その中には消

費者代表も入ったリスクコミュニケーション専門調査会というのを立ち上げる予定にして

ございまして、これは例えば安全性って何なのかと、先ほどご指摘のあったことから始め

まして、要するにコミュニケーションギャップがあるという点を明らかにして、そこを埋

めていってお互い同じ土台で話していけるようなところを最初は目指すということを考え

てございまして、そういうところから少しずつ糸口がみつかるのではないかと考えており

ます。

○甲斐部会長 厚生労働省。

○吉岡厚生労働省食品安全部企画情報課長 先ほど横川委員からＢＳＥとか残留農薬問

題等、従来の基準を見直さなければ消費者は信頼しないと。まことにごもっともなご意見

として拝聴しております。先ほど申し上げましたように、従来、例えば残留農薬の基準は、

まず安全性の評価を厚生労働省自身がやった上でさらに基準を決める。リスク評価とリス

ク管理を同じ機関で行っていたということの反省に立って、今回安全委員会ができました

ので、私ども、その時々の最新の科学的知見に基づいてこれまでも基準を作ってきたつも
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りではございますけれども、例えば安全委員会で入手された新しいデータから判断して基

準の見直しが必要であるということに万一なった場合には、委員会から適宜勧告等いただ

ければ、将来に向けて見直しということも当然あり得るかと思っております。

なお、従来、消費者団体等から強いご指摘を受けておりましたけれども、前回、平成７

年の改正で、いわゆる既存天然添加物489 種類につきましては、法律上の特例措置という

ことで指定を受けずに引き続き使用できるという整理をいたしましたが、今回の食品衛生

法の改正でその仕組みも完全に改めまして、489 のうち、特に海外的文献等整わないもの

につきまして、今後数年かけて十分に安全性の評価をしたうえ、万が一微量の使用であっ

ても健康に影響が出得るものがあるという場合には、前回の法律改正にかかわらず将来に

向けて使用を禁止する、こういうことで従来決めた方針にこだわらず安全性の観点から基

準の見直し等も進めていきたいと考えております。以上でございます。

○甲斐部会長 横川委員。

○横川専門委員 先ほども申し上げましたが真意が伝わっていないようですので改

めて申し上げます。「現在の農業をどうするか」ではなくて「日本の農業をどうする

か」ということなのです。もっと具体的に言うと、新規参入者がもっとやりやすくて

農業に若い人たちが入っていけるような環境をつくりませんと日本の農業は終わって

しまうのです。実は僕の田舎でも、同級生が米を作っていまして「どうだ」と聞くと、

「もうあと５年しか作れないよ」、「その後いるの」、「いない」というのです。

「やる人はいる？」といったら「多分いないだろう」と言うのです。そのためにはど

うしたらいいかというと、例えば、農業そのものを、今まで小単位で作っていたもの

を株式会社でロットをもっと大きくして、作れない田んぼも他の人が作れるような仕

組みとか、新しい参入者がどんどん入っていって農業ができるようにしていかなけれ

ばいけないのではないかと思うのです。

今話を聞いていますと、イメージ的にどうしてもお米の単価、価格を守るように聞

こえてしまうのです。お米の値段が下がるのを止めたいようなニュアンスに聞こえて

くるのです。世の中がデフレでどんどん物価が下がってそれぞれが苦労しているのに、

お米だけは下げない、そういう伝わり方にならないようにすることが必要ではないか

という気がします。

それから、さっきブランドづくりの話がありましたが、私は、これからは、「テレ

ビブランド」と「産地ブランド」と「販売ブランド」、という３つのブランド時代に
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入っていくと考えています。ですから、先ほど上原先生がおっしゃいましたように、

どこでとれたものという産地ブランドの他にも、「品種」というブランドの考え方、

この辺のところをどう育てていくかということも商売のヒントになるのではないかと

思います。

日本各地には、県ごとにおいしいお米があるのです。それなのに、そのことを消費

者も知りませんし、我々業務用のバイヤーですら知らない部分も多いのです。米の種

類が250 とか 300種類あると思いますけれども、その中に必ずおいしいお米があるの

で、それをどうやって告知をしていくか、ＰＲをしていくかということも県の経済連

の方がお考えになれば、もう少しお米の売れ方が変わっていくと思います。

それから、お米の消費を伸ばすというところを皆さんがどうもお考えにならなくて、

すぐ調整に入るのですけれども、加工米が今ものすごく伸びていますから、「もっと

売っていく」ということを今後の施策の中に入れる必要があります。また、無洗米が

ありますが、これはものすごく好評なのです。好評だったらＰＲして、どんどん無洗

米にしていって、主婦が楽にお米が炊けるようにしてあげることもお米の消費が増え

ることの１つの要素だと思います。消費を拡大する為のお金の使い方もぜひ考えてい

かないと、生産を減らすことだけやっていても解決しないと思います。

○甲斐部会長 テレビブランドと販売ブランドはよろしいですか。他のブランドもおっ

しゃいましたけれども、よろしいですか。

○横川専門委員 私は、これから大体この３つのブランドで動いていくと思いますから

言葉は大体足りたと思います。「テレビブランド」という言い方は極端過ぎるかもしれま

せんけれども、日本ではこの数十年間、お金のある人が大量販売の中でテレビや新聞を使

ってブランドづくりをしてきたのです。昔は産地ブランドと販売ブランドだけだったもの

が、実はテレビブランドの台頭で２つのブランドが消えかけてしまったのです。それと同

時に、食に対する知識や知恵など食育という意味での弊害となり、みてくれ販売に変わっ

たのです。みてくれ販売が日本の食の品質を劣化させた面がありますから、今ここで、も

う一度産地ブランドと販売ブランドを育てていかないと、日本の消費者の安全、信頼とい

うのが確保できないのです。そういう意味で、僕はこれら３つのブランドがこれからのキ

ーになると思います。

○甲斐部会長 日和佐さん。

○日和佐委員 すみません、少しつけ加えさせてください。
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トレーサビリティについてなのですけれども、今の岡島さんのお答えは納得のできるも

のなのですが、社会はそうは受け取っておりませんで、トレーサビリティさえ導入すれば

安全性が確保できるかのような受けとめ方が非常に広がっています。それと同時に、トレ

ーサビリティを安全性の売りにするような状況も一方ではありまして、牛肉に関してはガ

イドラインができましたけれども、野菜等については様々なソフトが販売されて、我が社

のソフトをどうぞという状況になってきているわけです。非常に混乱をしているのが現実

だと思います。消費者にとってみれば非常にわかりにくくなってしまっているということ

です。せめて基本的な考え方については共通項をもつ必要があるのではないか。

と同時に、今はブーム的になっていますけれども、一方では、このブームが去ればトレ

ーサビリティって一体何だったっけというようなことになりかねない状況でもあると思っ

ています。ブームに終わらせない。これは、消費者のところで何か被害が発生するような

ことになったならば、すぐその被害を最小限にとどめ、なおかつ原因が突きとめられやす

くするシステムで非常に有効なシステムですので、ブームに終わらせない施策が必要であ

ると思っています。

もう１つ、自給率なのですけれども、消費拡大をどう図るかということももう１つ大き

な課題であると思っています。と同時に、日本の農業を守っていくという意味合いでＷＴ

Ｏとの関連についても、これは先行きどうなるかということが非常に不透明ではあります

けれども、一定の影響は必ずあるわけですので、どう考えるかということも大きな課題で

あると思っております。日本の農業を守るという意味合いでの自給率の向上、消費拡大、

それと農業を理解してもらう、消費と生産の場が乖離しているということをどう縮めてい

くか、それぞれ取組みは進んではいますけれども、その取組みの結果がまだ形になっては

なかなか表れていないのではないかという気がいたします。ですから、生産と消費の距離

を縮める、生産者と消費者の交流にもっと力を入れるべきであります。

それから、大人だけではなくて子どもに農業体験、それと同時に食べるということは非

常に大事なこと。給食は非常に難しいというお話がありましたけれども、地産地消で８割、

７割の食材を地域から調達している学校も出てきています。そういう成功した例もあるわ

けですので、これはそれこそ各省が連携して取り組んでいただきたいことです。地産地消

を学校給食にというのは、子供のときから地域のものを食べるということは生産への関心

を深めることになりますし、非常に有効な食教育の１つだと思います。そのあたりも強化

する必要があるのではないかと思っています。以上です。
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○甲斐部会長 八木会長。

○八木会長 時間があればの話なのですけれども、せっかく今日、資料を用意いただき

ましたので、講じようとする施策という会議ですから、政策評価の結果の概要について簡

単にご紹介いただければと思います。

もう一点は意見というのか、どの局にお願いしていいのかわかりませんけれども、先ほ

ど新開委員もおっしゃいましたが、直売所もあっちこっちにできて活発に活動していまし

て、場所によっては１億、３億売り上げたり、あるいは大きなところでは10億以上売り上

げているところがあるのです。それでは全国にどのくらい直売所があって、どういう人が

運営していて、全国でどのくらいの市場規模になっているか、そういうデータが今のとこ

ろないような気がするのです。多分メーンになるような市場ではないとは思いますが、法

人の方々が参加しているものもありますし、あるいは高齢者、女性の方々も活躍している

ところもありますので、もし機会があったらそういうものを調査していただければと思っ

ています。以上です。これは意見ということで。

○甲斐部会長 もう大体時間が来たのですが、中村委員、最後に。

○中村委員 今日は米と安全だけ？ それではそれでいいのですけれども。

○甲斐部会長 いや、そんなことありません。

○中村委員 16年度ということになりますと、先ほど米に関連して担い手は申し上げま

したけれども、他の問題もあるのではなかろうかと思っています。別の機会がないとすれ

ば２～３点よろしいですか。

○甲斐部会長 どうぞ。

○中村委員 それでは、１点は、政策評価会でも指摘をしておりますけれども、優良農

地が確保できるかできないかという問題については農振法を含めて制度の運用をきちっと

してもらいたいということ。

それから、さきの経営基盤法の改正による特定遊休農地制度については、我々もこれを

使って一生懸命やらなければならないと思っています。ただ現場の声で、例えば、沖縄県

の宮古島のある農業委員会が、これをやるために那覇まで行って所有者ときちっと話をし

なければできないということで、大変な時間と予算もかかったと聞いております。これは

多分全国的なことだろうと思います。特に相続等で分散化していますので、この人たちと

話をしなければ使えないということもありますので、きめの細かい支援もしていただきた

い。遊休地の解消については、農業委員会系統組織も国民運動としてやっていこうという
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ことで運動的取組みはしておりますけれども、過程でこのような問題が出てきております

ので、そういうことも頭に置いていただきたいということであります。

もう１つは、先般の構造改革特区でスタートしました農地の貸付方式について全国展開

をしたらどうだという話と、株式会社一般による農地取得についての議論が再び活発化し

ておりますけれども、貸付方式につきましては、これは検証を十分にして慎重にやっても

らいたいということと、後者につきましても新しい基本法は、担い手像について、家族経

営の活性化とその延長線上の農業生産法人ということになっておりますので、こういう点

を踏まえて株式会社一般の農地取得の問題については慎重に慎重を重ねた議論をしていた

だきたいということであります。

時間がないようでありますから、他にいろいろありますけれども、それだけ取りあえず

申し上げます。

○甲斐部会長 ただいま横川委員、日和佐委員、八木会長、中村委員からご発言があり

ましたけれども……。齋藤委員。

○齋藤専門委員 きょうは安全性を中心にした議論でございますけれども、実は今、例

えばＪＡＳ有機等で環境保全型農業がかなり進んでいて、行政の施策もそこに集中してき

た経緯があるわけでございますが、国際的な評価基準からいくと日本のＪＡＳ有機はそう

高くない。農家レベルで環境的農業に突進して新しい生産体系を作ったり、いろいろな取

組みをしているわけでございますが、それがどうも国際的な基準からみたときにさほど高

く評価を受けていない。むしろ輸出が減っている、輸入がどんどん入ってくるということ

になりまして、これだけ政策的な支援をしているわけでございますので、その辺もっとも

っと農水省全体の中で組織的な調整ができないものか。１つは、先ほど申し上げたように

認証団体をどうちゃんと位置づけていくのか、その辺も問題でございます。それと国際的

なハーモニゼーション、これをどうしていくのか、その辺をちょっとお伺いしたいところ

でございます。これは先ほどちょっといった競争政策との関係もございます。

○甲斐部会長 安高委員。

○安高委員 競争とか意識という問題が出てきておりまして、私自身も競争力をつける

ということは非常に重要だと思っております。ただ、今の農家を考えたときに、20年間作

る自由もなければ、値段を決める自由もなければ、売渡先を選ぶ自由もない。これが50年

間というと２世代にわたってきた。50年間ベッドでずっと寝ていた人間に、さあリングに

上がって競争しなさいと言われている。これが悪いとは言いません。本当にそうされるな
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らそうやります。やらなければいけないと思います。しかしながら、そうやれという覚悟

を決めさせるのであれば、もう生産調整をするわけにはいかないでしょう、だから政策と

してどっちにするんですか、それを問いかけたいのです。

ここで例えば農協、販売努力はしなければなりません。しかし、生産調整するとはなっ

ていますが、長期的に本当にそこに踏み込んでしまっていいのか。生産者団体がする生産

調整。農家とか一法人がする生産調整とは違います。いつ独占禁止法が起動し始めるかわ

かりません。いつ市場経済という理念が起動し始めるかわかりません。そこに組織のリス

クをかけられるかという問題があります。そういう部分の不信感がありますよ、だから競

争に一気に入れませんよと。生産調整を残しておられるのは需給の問題、安定供給の問題、

社会の問題、いろいろな部分があって一気に競争に政策としても踏み切れないのだろうと

思います。だから、そこをどう整理するか。それでも競争せいといわれれば、農業は競争

します。

もう一点ございます。いろいろなデータが出てきております。農業の総生産額だとか平

均的な経費だとか出てきていますが、農業を指導するなかで個別の数字に非常に弱いので

す。これは、例えば医療の世界でいいますと、平均寿命だとか、がん死亡率、乳児死亡率、

こういうデータにはすごく強いのです。ところが、農家を健康に例えるならば、一人一人

を健康診断するシステムがない。健康診断した結果、糖尿病にはこういう治療法という経

営指導の方法がない。それは、先般申しましたように、認定農業者の経営改善計画を具体

的に作る、具体的にもっていく方法がない。そこは行政とか農協も含めて非常に重要では

なかろうかと思っております。

私、１つ例を挙げて終わりたいと思うのですが、先日、宮崎の中央会に視察に行きまし

た。個々に農家経営ナビゲーションシステムというのを作っていました。非常にびっくり

いたしました。最終段階の農家、経営不振農家をふるいにかける。「もうあなたはやめた

方がいいですよ」という指導もする。経営不振までいった農家を指導して、県で表彰をも

らえる農家までしていったという部分がありました。そういうことを本当にやっていくの

が農業政策ではなかろうかなと思っております。これは私どもも農協としての取り組むべ

き課題だと思っておりますので、農政と協力しながら、そのためには20年、30年を見据え

た目標、理念がしっかりしているということが現場が安心して取り組めるということでご

ざいますので、そういう取組みをお願いして、以上です。

○甲斐部会長 少しご回答を……。
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○山田経営局審議官 担い手のお話なり経営指導なり農地の関係がありましたので、お

答えをいたします。

１つは、先ほど中村委員などから担い手が埋没しないようにということでお話がありま

したけれども、これについては先般、６月ですが、認定農業者制度の運用改善のガイドラ

インを制定・通知しました。今、安高委員からもお話がありましたけれども、認定計画を

作った後のフォローアップをしっかりする、あるいは夫婦で認定農業者になれるような仕

組みをつくる等、改善を行っております。また、施策も担い手に集中をしていく等運用改

善に努めていきたいと思っております。

もう１つ、農地の話が幾つか出ましたけれども、優良農地の確保の問題、遊休農地の解

消の問題については、先の国会で改正された基盤強化促進法の施行が間もなくですけれど

も、今お話がありましたように、きめ細かな対応をどこまでできるか検討していきたいと

思っております。

それから、特区のお話が出ておりましたけれども、特区につきましては、2003年の骨太

の方針の中で、リース方式の全国展開については来年末までによく実態を検討して、どう

するのか、全国展開ができるのかどうか、実態をよくみきわめて対応するということにし

ております。それから所有権――農地を所有するということについては、先ほどお話があ

りました基盤強化促進法の改正で出資割合を増やすというような措置も講じましたので、

それで当面は対応するというような考えでおります。

○甲斐部会長 会長からのご要望があったのですが、参考資料の７の１の「政策評価の

仕組みと結果のポイント」を簡潔にご説明いただきます。

○皆川企画評価課長 ７の１の横長の資料ですが、簡単にご説明しますのでおつき合い

いただきたいと思います。

とじ方が悪くて申しわけないのですが、縦に開いていただきますと「農林水産省政策評

価の経緯」というのがありまして、政策評価というのは政策評価法という法律に基づくも

のでやっているわけですけれども、実は農林水産省の場合は農政改革の観点で、食料・農

業・農村基本法なり基本計画の策定にあわせてやっていこうということで、他省に先駆け

てやり始めたというところがございます。極力数値的な客観的な目標を立てて、各政策分

野ごとにどのぐらいそういった達成ができたかということを中心にみているわけで、その

結果については極力客観的に政策評価会でご議論いただくとか、情報開示ということもか

なり濃密にやっているわけであります。
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４ページをごらんいただきますと、農林水産省の政策評価は、実は濃く色づけしている

ところが法律上規定されている政策評価ということで、主要分野ごとの実績評価というの

は一番左側にございますけれども、３年から５年ごとにやるということになっております

が、私どもとしては一応政策分野すべてについて毎年政策評価をしていこうということに

しております。２番目に事業評価、例えば個別事業地区ごとに公共事業等を中心にどうい

った地区でということについての切り方としては、法律上は事業費10億円ということにな

っておりますけれども、農林水産省では個々の事業すべて事前評価という形で事業評価を

全部やっているという形でございます。

その結果でございますが、今年の場合で、「農林水産省では」ということで６ページの

括弧のところに書いております。14年度政策の評価に当たっては、政策のそれぞれの位置

づけを政策ツリーというものをつくって、それのどこに位置づけられているかということ

を明確にしたうえで135 の指標について評価をしたところ、達成度が50％未満は「Ｃ」と

いうことで、これは大変低いわけでありますが、これが大体３割ぐらいあったということ

でございまして、要は今後の政策の見直しにそれを厳しく役立てていこうということにし

ております。

その例示でございますけれども、次の紙をみていただきますと、例えば食品の安全性確

保対策というようなことでどうだっただろうか、食料消費に悪影響を及ぼすような問題が

起きたか起きなかったかということで、実は指標として食品の購入金額がどう推移したか

ということで捉えていたものですから数値的な評価がなかなかできにくいということで、

問題があったというような評価をしております。ですから、指標自体の妥当性ということ

も、その議論の中で評価をしているということでございます。

８ページが、特に食料自給率に関するような目標に関しての話でございますけれども、

例えば大豆の安定生産対策ということでは、大豆の生産量について14年度の目標が19.7万

トンというようなことで、生産努力の目標の中間値ということになっておりますが、これ

がそれを上回って達成しております。実はこれ自体は急速に大豆生産が増えてしまって、

かえって価格の低落を招いたということの問題を指摘しておりまして、そこら辺のただ単

に数量で示していくこと自体についての妥当性ということの問題点を指摘しているという

ことでございます。

その次、認定農業者の数という意味では、例えば９ページの右上の括弧には「達成ラン

ク：Ａ」ということで９割以上の達成ということになっておりますけれども、達成状況は
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順調だけれども、経営改善計画が達成できていないといったような内容ということを指摘

しておりまして、認定農業者制度の運用の見直しというようなことを指摘している。

さらには、その下の「米の需給政策」ということでは、計画生産という目標自体は達成

ランクはＡでありますけれども、その中身としては、担い手を中心とする水田農業経営が

困難な状況に立ち至っている状況を改革する必要があるというようなことをここでは提言

をしているということ。

こういった政策評価を踏まえて政策の見直しを毎年度実施していくということで、現実

にもう一段下の政策手段別ということで事業別にもみておりまして、その中で事業として

これはそもそも目的自体が陳腐化しているといったようなことも踏まえて、相当数の事業

を廃止すべきというようなことを提言しているということで、あくまでも政策評価は自己

評価でございますので、自分で自分を律するという意味でこれを活用するということの建

前として毎年度実施しているということでございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

予定の時間をオーバーしましたけれども、事務局におかれましては、本日の議論を十分

踏まえて、講じようとする施策等、平成15年度白書の作成に当たっていただくようお願い

いたします。

今後のスケジュールについてでありますけれども、本日の議論を踏まえつつ進めていく

ことになりますけれども、事務局ではどのようにお考えでしょうか。

○涌野情報課長 本日は長時間ありがとうございました。本日のご議論において各委員

からいただきましたご意見を踏まえ、「講じようとする施策」の構成等の案を作成し、次

回の本部会で説明させていただきたいと思います。

さらにこれにつきましてご意見を賜りたいと思っておりますが、時期的には10月頃で調

整をさせていただきたいと思います。その後、来年２月頃、「講じようとする施策」の最

終案についてご議論いただいて、３月頃開催予定であります本審議会において諮問させて

いただき、答申をいただきたいと考えております。以上でございます。

○甲斐部会長 ただいま事務局からご提案のありましたことについて、特段のご意見が

なければそのように進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○甲斐部会長 それでは、そのようにしていただくということにしまして、日程等につ

いて、事務局から各委員に早目にご連絡をいただくようお願いいたします。
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それでは、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。

――了――




