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食料・農業・農村政策審議会第８回施策部会 議事録

日時：平成15年２月25日（火） 10:00～12:05

場所：三田共用会議所 ３階 Ｃ～Ｅ会議室

○八木会長 ただいまから食料・農業・農村政策審議会第８回施策部会を開催いたしま

す。

ご案内のとおり、去る２月10日に開催されました第４回食料・農業・農村政策審議会に

おきまして、分科会及び部会ごとの委員及び専門委員の構成につきましてはご一任いただ

いたことを受けまして、私の方でそれぞれの部会ごとの委員の構成を決めさせていただき、

本日は施策部会の皆様にお集まりいただきました。

なお、本部会のメンバーは、お手元にお配りしてあるとおり、委員11名に専門委員５名

を加えた計16名でございます。

本日のご出席の皆様をご紹介させていただきますと、まず私が会長の八木でございます。

よろしくお願いいたします。以下、五十音順に紹介させていただきます。

安髙委員でございます。

甲斐委員でございます。

古賀委員でございます。

生源寺委員でございます。

新開委員でございます。

中村裕委員でございます。

増田委員でございます。

続きまして、本日ご出席の専門委員の皆様方を五十音順に紹介させていただきます。

齋藤専門委員でございます。

畑中専門委員でございます。

菱木専門委員でございます。

横川専門委員でございます。

以上でございます。

なお、本日は、上原委員、日和佐委員、坂本委員及び虫明専門委員が所用によりご欠席
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となっております。

本日の施策部会は公開されており、一般公募によって傍聴者の方もおみえになっており

ます。

また、資料、議事録等につきましては、すべて公開することになっております。よろし

くお願いします。

まず、議事の進行に先立ちまして、当部会の部会長を選出していただく必要がございま

す。食料・農業・農村政策審議会令第７条第３項の規定により、部会長の選出は委員の互

選によることとされております。つきましては、部会長の互選について、委員の方の中で

何かご意見ございますでしょうか。――中村委員、どうぞ。

○中村委員 食料問題、農業問題、また農村問題について幅広いご見識をもっておられ、

今までも当部会のご経験がございます、甲斐委員に引き続きお願いできればと思いますが、

いかがでございましょうか。

○八木会長 ただいま中村委員から甲斐委員に部会長をお願いしてはどうかとのご提案

がございましたけれども、いかがでございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

○八木会長 ご異論がないようでございますので、皆様の互選により甲斐委員が部会長

に選出されました。

それでは甲斐委員、部会長席にお願いいたします。

（甲斐委員、部会長席に着く）

○八木会長 それでは、ここで甲斐部会長からごあいさつをいただきたいと思います。

なお、これからは甲斐部会長に議事をお進めいただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○甲斐部会長 ただいま本施策部会の部会長に選出されました九州大学の甲斐でござい

ます。大任ではありますけれども、皆様のご協力を得まして円滑な部会運営を図ってまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本部会は、食料・農業・農村基本法に基づいて毎年度国会に提出される各年度の講じよ

うとする食料・農業・農村施策について審議する重要な場であります。食料・農業・農村

の動向を幅広くとらえ、これを的確に踏まえ、国民的な視点に立った施策のあり方、方法

等を議論する役割を担っていく必要がございます。

今後、本部会におきましては、基本法の理念に即し、また十分な国民理解の得られる施
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策のあり方について皆様といっしょに考えてまいりたいと思っておりますので、忌憚のな

いご意見をいただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、これから私が議事の進行を行います。

本日は、太田農林水産副大臣にご出席をいただいておりますので、副大臣からごあいさ

つをいただきたいと存じます。

○太田農林水産副大臣 ただいまご紹介賜りました太田でございます。食料・農業・農

村政策審議会第８回施策部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、ご多用中にもかかわりませずご参集を賜りましたこと、

厚く御礼を申し上げる次第でございます。

我が国農業・農村は、人の命を支える食料の供給という使命を担い、農地などを通じた

資源の循環、環境との共生を実現する重要な役割を果たしております。この「いのち」、

「循環」、「共生」の基本的な枠組みを国の責務として受けとめ、生産、加工、流通、消

費を一体的にとらえた食料のあり方、多面的機能を十分に発揮できる農業・農村のあり方

を常に意識し、また食の国際化の中で国民の食料を確保していくための中長期的な戦略を

もって事に当たってまいりたいと考えております。

このため、食料・農業・農村基本法及び食料・農業・農村基本計画に基づき、昨年発表

いたしました「『食』と『農』の再生プラン」の着実な進展を基本としつつ、食の安全と

安心の確保、米政策の着実な推進、ＷＴＯ交渉への対応など、当面する課題に積極果敢に

取り組んでまいる所存でございます。

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15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。

ここでの議論を踏まえて作成される文書は、食料・農業・農村基本計画に即し、その年

度にどのような施策を講ずるかということを明らかにするものであり、食料・農業・農村

基本法の理念を具体化する上で非常に重要な役割を担うものでございます。

申し上げるまでもなく、農政は国民生活に密着したものであり、その運営に当たっては

国民の皆様の理解と合意を得ることが何よりも重要でございます。こうした観点から、幅

広い分野の有識者の皆様方にご参集をいただいている本部会でのご議論に、私どもは大い

に期待をいたしておるところであります。

八木会長、甲斐施策部会長を初め、委員の皆様方には幅広い観点から活発にご議論を賜
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り、忌憚のないご意見を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、私のごあいさつと

いたします。

本日は皆様、本当にご苦労さまでございます。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

なお、副大臣におかれましては、ご公務のため、ここでご退席されます。

○太田農林水産副大臣 大変申しわけございません。国会中ですので失礼させていただ

きます。よろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 それでは、議事に入ります前に、その進め方について皆様にお諮りした

いと思います。

さきの第４回食料・農業・農村政策審議会において了承されましたとおり、当部会では

平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策（案）を早急に審議し、３月13

日に開催が予定されています第５回審議会での審議に向けて部会としてのとりまとめを行

う必要がございます。

これまで平成15年度において講じようとする施策（案）につきましては、本年１月29日

に食料・農業・農村政策審議会委員と専門委員が新たに任命される以前の施策部会におい

て、本日ここにおみえになっている委員と専門委員の一部の方々のご出席を得ながら、そ

の基本的考え方や構成について議論を交わし、了承を得てまいりました。本日部会として

ご説明いただく予定の講じようとする施策（案）の内容は、当然ながらこうした審議経過

を踏まえて作成されたものであります。

本日は、部会として講じようとする施策を議論する最初で最後の機会となりますが、こ

れは審議会の編成が２月に行われたためであり、今年度に関しましてはご了承を願いたい

と思います。

こうした経緯を踏まえまして、本日は、まず私からこれまでの審議経過についてご報告

させていただきます。これにより、講じようとする施策の基本的考え方についてご認識を

いただいた上で事務局からの説明を聴取し、議論に入りたいと考えますが、いかがでしょ

うか。

（「異議なし」の声あり）

○甲斐部会長 ご異論がないようでございますので、私の提案に沿って議事を進めさせ

ていただきます。

それでは、まず私からこれまでの審議経過についてご説明をいたします。
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当施策部会で審議を行う平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策につ

きましては、昨年の夏から審議を行ってまいりました。

まず、昨年の７月30日には、各省庁において平成15年度予算の概算要求とりまとめの時

期に当たって第６回施策部会を開催し、農林水産政策の抜本的な改革を進める上での設計

図として作成された「『食』と『農』の再生プラン」や政策評価結果の概要等について説

明を受け、これらも踏まえて講じようとする施策の策定に向けた基本的考え方を審議いた

しました。

この際には、農業への株式会社参入に対する抑えの必要性や水田農業における需給のミ

スマッチと技術基盤の整備の必要性、農業に対する国民、消費者の合意形成の必要性等に

ついて意見がありました。

次に、昨年10月24日に開催しました第７回施策部会において最近の食料・農業・農村の

動向等を聴取するとともに、各府省において財政当局と調整中の食料・農業・農村施策の

ポイントの説明を受けて、これらを踏まえつつ、平成15年度において講じようとする食料

・農業・農村施策の構成について議論を行いました。

この結果、平成15年度において講じようとする施策については、「『食』と『農』の再

生プラン」等、直近の政府の基本方針を反映させるものとして「『食』と『農』の再生」

という特集を設けることとなりました。

この際に、食育の方法を工夫すべきとのご意見、構造改革特区における株式会社の農業

参入についての議論、リスクコミュニケーションの必要性などについて議論がありました。

本日これから皆様にご審議いただく平成15年度において講じようとする食料・農業・農

村施策（案）は、以上のようなこれまでの審議を通じてまとめた構成案を、平成14年度の

食料・農業・農村の動向を考慮しながら、昨年末に決定された15年度政府予算案等の内容

により肉づけしたものという位置づけになっております。

私からのご報告は以上でございます。

今の報告に対して特段のご質問等がありましたら、ご発言をいただきたいと思います。

――なければ議事を進めさせていただきます。

さて、ご承知のこととは存じますけれども、講じようとする施策は、基本法第14条に基

づきまして、食料・農業及び農村の動向を考慮して作成し、国会に提出することが政府に

義務づけられております。このような規定によりまして、これまでの審議におきましても、

講じようとする施策の審議に先立って、これらの動向について説明を受けてまいりました。
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本日は、参考資料として食料・農業・農村の動向に関する年次報告、いわゆる食料・農

業・農村白書の関係資料も配付されておりますので、事務局から講じようとする施策

（案）の資料とあわせてご説明をいただきたいと思います。資料をまとめて説明していた

だいた後に委員の皆様からご意見を伺いたいと思っております。

○企画評価課長 企画評価課長の皆川でございます。着席のまま説明させていただきま

す。

ただいまの部会長のご提案に沿いまして、まず食料・農業・農村の動向（案）について

ご説明したいと思います。お手元には本になりました全体の案文も配付してございますけ

れども、大部でございますので、横長の参考資料１で整理をさせていただいております

「平成14年度食料・農業・農村の動向に関する年次報告（案）要旨」という資料がござい

ます。もう１つ、これも同じく横長で「『平成15年度において講じようとする食料・農業

・農村施策』（案）のポイント」ということで資料１と付しておりますが、この２つの資

料でご説明をさせていただきたいと思います。いずれの資料も事前にお手元に配付させて

いただいたということもございますので、極力審議時間を確保するという観点で、簡潔に

かいつまんでご説明をさせていただきたいと思います。

まず、参考資料１の要旨の方の説明でございますけれども、まず目次をお開きいただき

たいと思います。今回の構成でございますけれども、まず冒頭に「トピックス」というこ

とで、最近の農業・農村・食料に関しますさまざまな動向の中で特徴的な点について７項

目ばかり整理をさせていただきたいと思っております。これは後でご説明をさせていただ

きます。

構成としては３章立てになっておりまして、「第Ⅰ章 食料の安定供給システムの構

築」、食料・農業・農村基本法ということでございますので、その食料に当たる部分でご

ざいます。「第Ⅱ章 構造改革を通じた農業の持続的な発展」、農業の分野でございます。

「第Ⅲ章 活力ある美しい農村と循環型社会の実現」、農村の部分の記述でございます。

この３章構成になっております。

まず、「トピックス」ということで１ページ目をお開きいただきたいと思います。「ト

ピックス」としては、昨今の食品の安全性をめぐる状況ということで、「食品の安全性確

保とリスク分析」ということをまず冒頭に掲げております。

次に、今のデフレ下における食料消費の動向、食料消費支出が減少傾向をたどっている

という中での状況を分析したいということでございます。
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３点目でございますが、米政策改革大綱の改革の理念と特徴ということについてご説明

をしております。

次に、イネゲノムということで技術開発という面での新しいトピックスとして、昨年の

12月に解読の終了宣言をしておりますので、このことについてご説明をしております。

次に、循環型社会の構築に向けて非常に大きな貢献が期待されておりますバイオマスに

ついて、昨年の12月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」という閣議決定がされておりま

すので、これについてご説明をしております。

続きまして、これは３月21日からということで少し先の話でございますけれども、世界

水フォーラムに合わせましてＦＡＯと農林水産省で共催をいたします「水と食と農」の大

臣会議がございますので、これについての紹介をさせていただきたい。

最後に、これは記述の内容が３月末に至るまでなかなか確定をいたしませんけれども、

現在進んでおりますＷＴＯ農業交渉につきましてのモダリティ、いわゆる基本的なルール

の大枠づくりについての説明をさせていただきたいと考えております。

では、２ページをお開きいただきまして、まずⅠ章の食料の問題でございます。

「『食』の安全と安心の確保」ということで、右側にございますような行政組織の改編に

ついての議論でございますけれども、内閣府に食品安全委員会、厚生労働省と農林水産省

が連携をしながらということで、農林水産省の中には新しく消費・安全局という新しい部

門をつくるということでございます。今後ともリスクコミュニケーションを図りながら、

食の安全・安心の確保に向けた取組をしていくということについて記述をさせていただい

ております。

３ページをおめくりいただきまして、３ページでは最近の食の安全をめぐりますさまざ

まな中で無登録農薬の問題、食品表示の信頼性の回復の問題ということについて記述をさ

せていただきたいということでございます。農薬取締法の改正の問題、ＪＡＳ法の改正の

問題、さらには厚生労働省と連携をいたしまして、②にございますけれども、わかりやす

い食品表示の実現に向けた一元的な取組をやっておるわけでございます。この辺について

の記述をさせていただきたいということでございます。

４ページをおめくりいただきますと、「食料消費をめぐる動き」ということで、昨今の

デフレ経済のもとで実質食料消費支出が減少傾向をたどってきているということについて

記述をさせていただきたい。

（２）でございますが、我が国の食生活自体は、長期的に申しますと食の外部化が進展



- 8 -

をしている。その中で、外食、中食といったような位置づけがどう変わってきたのかとい

うことについて記述をさせていただいております。

それから、いわゆるＰＦＣバランスというようなことがいわれておりますが、食品全体

からバランスよく摂取することが必要だということについて記述をしております。また、

昨今、脂質の摂取がふえているというようなことについても記述をしております。

５ページでございます。特に先ほどの講じようとする施策の中にも記述を充実して書い

ておりますけれども、食育の推進ということで、「食」と「農」の距離が拡大する中での

食育の必要性、さらには昨今の取組について記述をしております。

次に、食料産業ということで、農業を含めまして国民総生産の10％に相当します食品産

業、農業を加えました食料産業というとらえ方をいたしまして、その面で特に地域産業と

いう面での重要性があるということについての記述をしております。

６ページでございます。ここでは特に「世界の農産物需給と食料自給率」ということで

ございまして、中長期の動向についてやや懸念される状況があるということについての記

述を、これも前年に引き続きでございますが、新しい角度から、特に中国の肉類供給量と

いうことで、例えば最近でいいますと牛肉の消費動向が伸びて、そのために穀物類が非常

に必要になっているといったようなことについて、中国の食料事情を紹介しております。

７ページをお開きいただきます。「我が国の農産物貿易の動向」ということでございま

すが、かつて米国中心といったような輸入先であったものが、昨今では生鮮野菜を中心に

中国への依存度を増しているといったような状況、さらには貿易構造自体が非常に大きく

二極分化しているといったようなことについて、フードマイレージという概念を使いまし

て解説をしております。

「食料自給率の動向」でございます。これは、基本計画におきましては平成22年に45％

を１つの目標にしまして、それに向けての国民的な取組をするということになっておるわ

けでございますが、10年度以降４年連続で40％という状況で先進主要国の中で最低の水準

にあるということについて書いております。

８ページでございます。そういった世界の農産物の貿易状況なり食料需給の状況のもと

で、現在ＷＴＯの農業交渉が進められております。それは右側の表にございますスケジュ

ールで、３月末のモダリティの確立、さらには2005年１月１日の交渉の終結、これは全分

野包括的に終結するということでございますが、その目途に向けまして現在交渉が進展し

ているということで、その中で特に日本が提案をしております農業提案ということで、多



- 9 -

様な農業の共存を旨としました提案の内容についても記述をしております。

９ページでは、特に最近のＷＴＯ農業交渉の進展状況ということにつきまして時系列的

に整理をしております。右側では、特に各国の主張ということと、最近農業交渉グループ

の議長でありますハービンソンという議長から出されておりますモダリティ、いわゆる大

枠のルールでございますが、これについての１次案の内容をそこに記載しております。

この１次案につきましては、我が国としては多様な農業の共存という観点からみまして

なかなか受け入れがたいというような評価をいたしておりますけれども、そういったもの

について記述をしております。また、３月末までの状況を踏まえまして最終的な記述は整

理をさせていただきたいと思っております。

（３）番でございますが、いわゆるＦＴＡといった経済連携への取組が最近どう行われ

ているのかといったようなことについても記述をしております。

10ページをお開きいただきたいと思います。第Ⅱ章としまして農業の状況ということで、

まず農業経済ということで全体としての動向を整理しておりますけれども、農産物価格の

連続的な低下によりまして農業分野の交易条件が悪化している状況について記述をしてお

ります。

また、農家経済につきましては、農業所得についてもそうでございますが、農外所得の

増減も影響いたしまして、なかなか厳しい状況にあることを記述しております。

11ページをお開きいただきたいと思います。11ページでは「農家・農業労働力の動向」

ということでございまして、高齢化の進行といったようなこと、さらには新規就農者は若

干ふえておりますけれども、今後きめ細かな支援策が必要であること、さらには農業就業

人口の６割を占めます女性の活躍といったようなことについても記述をさせていただいて

おります。

12ページでございます。ここの部分では農業構造の状況ということにつきまして記述を

させていただいておりますけれども、中段にございますイのところで、稲作の部門におき

まして構造改革がおくれているといったような状況につきまして、特に記述をしておりま

す。また、これがこういった構造改革の後退的な動きをもたらすものとして懸念をされて

いるということについての記述をしております。

13ページでございます。こういった中で特に制度・政策改革を進めていかなければいけ

ないということをいっておるわけでございますが、その中で特に認定農業者の動向という

ことで、14年12月現在で16万7,000 人といったようなことで数がふえてきておるというこ
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とでございます。

また、法人化につきましては、特に右側にございますけれども、法人形態の数がかなり

ふえてきておりまして、昨今では平成13年の農地法改正で導入されております株式会社形

態の農業生産法人も増加をしてきているということでございます。

また、「集落型経営体」ということで「米政策改革大綱」におきましても位置づけてお

りますけれども、そういったものも１つ水田農業の構造改革の面で期待をされているとい

うことでございまして、右下にはそういったものの事例も挙げております。

14ページをお開きいただきたいと思います。その中で特に大規模経営の状況について記

述をしております。大規模経営につきましても、やはり全体の農産物価格の低落傾向の中

で厳しい状況になっているということでございますけれども、その中で経営の多角化に取

り組む経営体においては、特に大規模なほどその取組割合が高いというようなことでござ

いますし、また経営におきますそういった多角化の結果、比較的安定的な経営を維持して

いるというケースもみられております。より付加価値の高い農業生産を実現しているとい

うことでございます。

「担い手の経営安定のための施策」ということで、大規模農家も含めまして、特に農産

物価格の下落局面で厳しい状況にある中で、価格の著しい変動による農業収入なり所得の

変化、変動に対する軽減策を講じていくことの必要性を記述しております。

15ページでございます。農地の面でございますが、農地につきましては、その右上にご

ざいますように500 万ヘクタールを切っておりまして、耕作放棄地の方も増加傾向という

ことでございます。そういう中で、特に土地利用型の経営体をどのように育成していくか

ということが非常に重要な点になっております。

また、中山間地域におきまして展開をしております中山間地域の直接支払制度の中で、

7,000 ヘクタールの農地が新しく農振農用地区域に編入されたということで、耕作放棄に

一定の役割を発揮しているといったようなことについても記述しております。

（４）番でございますが、「農協の現状と課題」ということで、これは農家組合員も含

めまして、農協のあり方ということについてさまざまの意見が出てきているということで

ございます。そういう中で、特に営農・経済事業部門の改革をどう図っていくかというこ

とが大きな課題になっております。

特に生産資材コストの削減といったようなことについての農協系統の取組が強く期待を

されているということでございまして、今農協のあり方検討会の中で議論をされているわ
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けですが、こういったものの記述も踏まえまして整理をしてまいりたいと思っております。

また右下には、特にこれは浜松市の農協のケースでございますが、合併後においても非

常にいい経営実態にある農協の事例も紹介をさせていただいておるわけでございます。

16ページでございます。「米政策の改革と農産物需給の動向」ということで、まず米政

策でございますが、昨年の12月に「米政策改革大綱」を策定しております。

16ページのイのところに「３月」とございます。これは「14年12月３日」というものが

ちょっと飛びまして「３月」になっておりますが、「12月」の間違いでございます。大変

申しわけございません。ご訂正をいただきたいと思います。

この中で、その改革の視点とかその方向性につきまして、右側にありますような観点で

るるご説明をしております。

17ページ、18ページにつきましては各部門ごとの状況ということで、主要な作目ごとの

大きな動向につきまして整理させていただいておりますが、説明は省略させていただきま

す。

19ページをお開きいただきたいと思います。第Ⅲ章ということで農村の状況でございま

すが、特に農村の「自然循環機能の維持増進」ということを今回テーマに挙げさせていた

だいております。

その中で特に「地球環境と農業」ということで、昨今の京都議定書、ＣＯ の削減、い２

わゆる温暖化防止への取組ということでございますが、農業につきましては生産活動が環

境問題と密接に関係をしております。その中で環境への負の効果もないわけではございま

せんので、そういった負の効果を最小限に抑えて正の効果を最大限に発揮するということ

の方向性を記述しております。その中で特に自然循環機能を活用した生産方式ということ

で、環境保全型農業の普及・定着についての課題について記述をしています。

20ページをお開きいただきたいと思います。「農業の有する多面的機能」ということで

ございます。これにつきましては、平成13年に日本学術会議で整理いただきました点につ

きまして、右側にも載せておりますけれども、こういったものを踏まえまして一定の試算

も行われておるわけでございますが、こういったものにつきまして引き続き調査研究を深

めていくことが必要といっております。

また、中山間地域という中でどういった形で中山間地域の多面的機能が維持されている

かということにつきまして、例えば集落におけるどういった課題について寄り合いをもっ

ているかといったようなことについても、右側にございますような分析をさせていただい
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ております。

右下でございますが、矢作川ということで、上・中・下流の関係を連携させたような取

組につきましても事例として取り上げさせていただいております。

21ページでございます。「バイオマスの持続的活用」ということで「バイオマス利活用

の意義」でございますが、特に地球温暖化防止ということで二酸化炭素の排出を削減をし

ていくという観点で、特に光合成によりまして二酸化炭素を固定をするといった機能を取

り込んだ形での循環型社会の形成という意味でバイオマスの利活用が大事だということ。

さらにはバイオマスという資源の賦存ということになりますと、農山村地域に多数その資

源が賦存しているということでございますので、それを使いながら地域産業としても育成

が可能な面もあるということにつきまして解説をさせていただいております。

22ページでございます。「活力ある農村の実現に向けた振興方策」ということでござい

まして、そういった中で最近の農山村、特に中間山間地域の実態につきまして分析をさせ

ていただいております。

昨今の失業問題につきましては、農村におきましても過去10年間で完全失業率がほぼ倍

増しているということで、同様に厳しい状況ということでございます。

23ページをお開きいただきたいと思います。活力を取り戻すためにはなかなか課題の多

い農村地域ということでございますけれども、新しい動きといたしまして、農村の自然や

文化に魅力を感じている国民各層がいるということでございます。

また、それを活用いたしまして、イにございますような「農村の内発的な活性化」も進

められつつあるということでございまして、ここでは市民農園を使った形での取組。事例

といたしまして右側にございますが、兵庫県の八千代町で滞在型の市民農園を核にいたし

まして、交流人口を飛躍的に増大させているようなケース、さらには、グリーン・ツーリ

ズムの推進というようなことで、大分県の安心院町で行われています会員制の農村民泊を

活用したケースについて、事例的にも触れております。

24ページをお開きいただきますと農村地域での社会基盤の整備ということでございまし

て、基礎的な生活環境施設の整備はこれからもまだ依然として必要になっているというこ

とについてでございます。

また、情報基盤ということにつきましては、新たな格差につながらないよう、農村にお

きましても情報基盤の整備、さらには農村からの情報発信を通じました双方向に情報が行

き交うというような社会の形成が必要であることについて記述をしております。
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まず動向編ということでございますが、これにつきましては、この厚い資料にもありま

すように、極力実例を多用いたしましてわかりやすく記述するように努めたところでござ

いますが、またいろいろとご意見を賜りながら改善を図っていきたいと思っております。

続きまして、「『講じようとする食料・農業・農村施策』（案）のポイント」というこ

とでございますが、先ほど甲斐部会長から審議経過という中でご紹介がございましたけれ

ども、今回の特徴といたしましては、「『食』と『農』の再生」ということを特集という

ことで前に掲げまして整理をさせていただいております。その中で、特に食の安全と安心

の確保なり食育の推進といったようなことにつきまして解説をさせていただいております。

その後の記述につきましては、これは食料・農業・農村基本計画に対照いたしましたよ

うな形での整理ということで、大体例年の整理でございますけれども、これにつきまして

も前段の特集のところで記述したものにつきましては極力ダブらないような整理をいたし

まして、余り大部にならないような工夫をさせていただいているところでございます。

これにつきましては説明としてはこのぐらいにさせていただきますけれども、いずれに

いたしましてもこのような整理ということで、途中の段階でございますので、委員の方々

からの忌憚のないご意見を賜りまして改善に努め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。

以上の事務局からの説明及び資料につきまして、ご質問、ご意見をお願いしたいと思い

ます。

なお、委員の皆様には、十分ご議論いただくために、ご発言は簡潔にお願いいたします。

どうぞ、どなたからでも。

私は、今回の案の根底部分に反映したい考え方や問題点としていくつ○横川専門委員

か申し上げたいと思います。 つは農業の空洞化です。現在日本の食料自給率は約４０％、1

この数字は畜産飼料も含めているようですので実際には６０％だと思います。これが年々低

下してきているといいます。その大きな原因にあるのが、生鮮野菜・冷凍野菜の輸入だと思

います。ここ数年間に中国からの野菜輸入量が急激に増加して、現在は日本の野菜の２０％

程度のシェアがあると思いますが、この数字はこれから５年程度で５０％近くまでになる可

能性があります。日本の農業が空洞化する危険性を根本的にとらえて速やかに対応しないと、

日本の農業の将来が危ういという危機感を持っていただきたいと思います。

次に、無登録農薬も問題だと思います。昨年には、農薬の販売と使用について随分規制が
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されたと思います。ただ、実際には国内の農薬が大体３５０種類ぐらいあって世界中では７

００種類ぐらいの農薬が使われていると聞いていますが、その中で登録済みで使われている

のは国内で１２０種類、世界中で５００種弱だとも聞いています。そうなると基準のない農

薬については管理のしようがない、そのことをどうするのか整備に向けての方向をはっきり

示すことが必要だと思います。

この件について、例えばアメリカでは数年以内に６００種類について非常に厳しい規制を

するという話があると聞きました。そうした場合に、日本はどうするのかが明確にうたわれ

ていないのです。独自体制でやるのか、世界の歩調と合わせるのか、またはＷＴＯに働きか

けてグローバル化時代の世界基準を作り、品質と安全の管理をしていくのか、はっきり打ち

出すことが必要です。

そして、別な観点からの問題として、例えばハウス栽培では土壌改良の必要により燻蒸を

する場合があります。その土壌改良剤の中に危険性が高いものがあるとのことですが、その

ことが一般的な議論の対象とされていない。それはなぜなのだろうか？

また、「食育」や「『食』と『農』の再生プラン」が積極的に展開されていますが、これ

までの学校教育の中で「食育」をおろそかにしてきたことが、例えば今の医療費増大の大き

な原因の１つになっている可能性があるということを認識しなければいけないと思います。

教育の中に、食育・体育・徳育・知育という４種類があるとすれば、文部科学省として「生

産の現場」にまでつながる「食育」を学校教育の中でどう扱うのかはっきりと示す必要があ

ると思います。

なぜなら、食育の知識というものは「生産」と「加工」そして「食べること」の三つの要

素から成り立っているからです。お米の作り方も魚の形もわからなくては「食べる」ことが

いくらわかっても駄目なんです。また、話しは違いますが、今のほうれん草の鉄分の量が昔

の２分の１だという話が本当だとしたら、「日本の豊かな食」としての品質基準はどうなる

のか非常に問題だと思います。

最後に、まもなく食品安全委員会がスタートします。農林水産省からも厚生労働省からも

いろいろな人が集まりますが、独立した委員会として機能するためには、委員としての確固

たる独自性をもっていただき、「農水としては」とか「厚生労働としては」といった考え方

にとらわれず、日本の「食の安全」を最良とするために、全力を尽くしていただきたいと思

います。消費者から支持されるような期待される委員会となっていただきたいと思います。

以上でございます。
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○甲斐部会長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。

○安髙委員 この講じようする施策はもう随分議論されていると思いますので、意見と

してお伝えしておきたいのですけれども、基本的に農業・食料の部分に市場メカニズムを

もう少し重視しないとうまく前に転がらないのではないか。市場メカニズムを導入すれば、

当然生産者にも消費者にもそれなりのリスク、痛みがあろうかと思います。

そういう前提の中でちょっと発言したいのですが、食の安全ということで農薬問題がか

なり冒頭から出ております。それと米の需給調整を考えたときに、農薬が基本的に生産を

向上させるものであるならば、農薬を基本的に消費者は避けて通りたいのであれば、一番

大量に摂取している、国土に対しても最も広範囲に使用されている米の部分について、例

えば考え方として農薬を全部やめてください、それで収量が落ちたとしても、そこは生産

調整のような部分、非常に乱暴な考え方ではございますけれども、そこで例えば何らかの

問題点が発生したときに公の金をつぎ込むということであれば、食の安全、消費者のため、

国土のためということでございますので、この前、全体の審議会のときにたしか森本委員

がおっしゃった消費者に理解を得やすい税金の投入の仕方ということになるのではなかろ

うか。そこの部分について、米に関しては農薬の問題と需給調整の問題をうまく組み合わ

せる。リスクは高いのですけれども、両方とも非常にある前向きな目的をもっているので

はないかと思っております。

もう一点、先ほど横川委員から食育ということがございました。食育は全く賛成でござ

いますし、もっと進めるべきだとは思いますが、農業者にとって食育というものを考えた

ときに、どうも農業が消費者とか子供たちに教えるのだという感覚にちょっとなりがちな

のです。それはそれでそういう部分はあってもいいのですが、今の農業というのはもっと

農業自身が学ぶべきではないだろうか。どういう形で学ぶか、これもやはり市場メカニズ

ムの中で学んでくるのが一番有効なのではないかと考えております。

ところが、どうしても農産物の場合いろいろな規制が入ってきますので、なかなか学べ

ない。学べないから強くなれない。競争力がつかない。私は、この時代は学んだものが強

くなると思います。農業生産の現場がどうやって消費者に学ぶか、どういう市場メカニズ

ムという経済のメカニズムの中で学んでいくか。管理経済になっているということは市場

経済をぶった切っているわけですから、農業者の学ぶ機会、消費者からダイレクトに学ぶ

機会を奪っていると思います。
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そういう意味で、農産物という難しい世界がありますが、市場メカニズムの中で農業自

身が向上する機会、そういう施策、そういう仕組みを考えていただきたいなというのを、

大きく２点ばかり意見ということで申し述べました。

以上です。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。－－どうぞ、生源寺委員。

○生源寺委員 私は細かなお話だけにいたしたいと思います。年次報告についてでござ

いますけれども、事前に送っていただきましたので拝見いたしました。構成なりストーリ

ーについてはこれまで検討されてきたということもありますので特に異論はないのですけ

れども、２～３気になる点がございますので、ちょっと申し上げたいと思います。

１つは、きょうテーブルの上にあります冊子になっているものでいいますと、40ページ、

言葉の問題で、これが絶対ということはなかなかいえないと思うのですけれども、「長期

的には『食』の外部化が進展している」という中で「家計消費」という言葉が出てくるわ

けです。これは内容的には家庭内で調理して食べるということだと思うのです。家計とい

うのは経済のユニットですから、外で食べても家計から支出しているということになりま

すので、ここは家庭内消費、詳しく説明するとすれば家庭内で調理をして消費をするとい

うぐらいにしておいた方がいいかなという感じがいたします。もとのものが恐らくこのよ

うな表現だったということでお使いになっているかと思いますが。この点が１つです。

もう１つは農家の世帯の構造に関連する記述で、これも多少気になったところでござい

まして、96ページの一番上のパラグラフなのですけれども、「平地農業地域においても農

村で核家族化が進行しつつある」とあります。これは事実かと思いますけれども、そのこ

とと２人世帯の割合が上昇しているということが結びついて論じられておりまして、２人

世帯と通常の核家族――夫婦と子供ということになりますか、ちょっとずれがあるかなと

いう感じがしますので、少し表現ぶりを工夫していただいたらどうかなということがござ

います。

同じように世帯の構造といいますか、192 ページであります。ここに書かれていること

自体についてご修正いただきたいということでは必ずしもないのですけれども、島根県の

例で山間農業地域で75歳以上の転出者の割合が住民が少ない町村ほど高いということがご

ざいます。その後、配偶者を失った後期高齢者が都市部に移住しているということが書か

れております。これはデータとしてそういうことなのかもしれませんけれども、やはり気
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になるのは都市部にどういう形で移住されているかということです。お子さん――といっ

ても大分大きなお子さんになると思いますけれども――のもとに行かれているのか、ある

いはそうではないのかというあたりもちょっと追加的に説明をしておいていただいた方が

いいかなという気がいたします。

もう一点、本当に細かなことばかりで恐縮ですけれども、戻りまして177 ページにコラ

ムがございます。矢作川の流域を例に記述がされておりまして、そこは結構かと思います

が、最後の方に別海町の話が出てまいります。ここでは「植林による緑地帯を設けて土砂

等の流入を防止し」と書いてありますけれども、この場合の「等」が非常に大事で、ここ

は酪農の家畜の排せつ物の問題が非常に懸念されるような状態がかつて――現在もそうか

もしれませんけれども、あるということでございますので、別海で漁場の水質を守ろうと

いう記述をするとすれば畜産の問題に触れざるを得ないと思います。少しここは工夫して

いただければと思っています。

全体としては実例も豊富に使われておりますし、例えば比較的規模の大きい農家、ある

いは法人経営が環境保全型農業に非常に熱心であるとあります。これもややもすると大規

模農家というのは環境のことなんかお構いなしでやっているというような妙な通念がなく

はないのですけれども、そういうことをきちっとデータで違うんだということをお示しに

なっているような点でいい面が多いと思うのですが、読んでおりましてちょっと日本語と

して読みにくいところが多かったような気がいたします。これはいろいろなところの注文

がついて、だんだん修文の過程でこういうことになるというのはある意味でやむを得ない

と思いますけれども、やはりさっと読んでいただけるようなものにしていただいた方がい

いと思います。多少気がついたところを私なりにチェックしたようなところがございます。

残しておきますので、よろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。――それでは齋藤委員。

○齋藤専門委員 年次報告を中心に気がついたところを申し上げたいと思います。

１つは地産地消や食育との関係でございます。地域の消費者、いろいろな可能性を模索

するということで大変よろしいのでございますが、これからのもう少し新しい発展という

ことを考えますと、地域の食品産業との関係がどうしてもやはり必要になるだろう。

例えばいろいろなものをつくられても、やはりそこには製品開発が必要ですし、いろい

ろな提案力も必要でございます。物はつくるのだけれども味が、あるいは子供にとって必

ずしもおいしいものではない、それが消費離れを引き起こすということも十分あり得るわ
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けでございます。

それと、やはり競争原理がどうしても必要になってまいります。特にパンや小麦粉、大

豆製品等、まさにそういうことが絡んでくると思っておりますので、そういう要素として

地域食品産業の位置づけをこの中にされるべきではないかと思います。

もう１つ、今回、食品産業と農業との関係に踏み込んだ展開が大分ございます。私も大

変いいと思っております。これまでほとんどみえませんでしたので、提携だとかバイング

パワーについて両面から説明がされております。そういう意味では関係性に踏み込んだ展

開があるのでございますが、バイングパワーの中身をもうちょっと独自に商慣習の中で位

置づけるべきではないか。

特にセンターフィーの問題あるいは欠品の問題、これが日本のかなりの商慣習をつくり

上げてきた経緯がございます。その辺を少しまとめて説明があったらもっとわかりやすい

かなと思いました。

それと地域の中小食品企業の役割でございます。これについても今回はかなり踏み込ん

でおりまして、生産額と雇用については入っております。問題は、地域的なレベルでもう

ちょっとこの食品企業を行政的に支援する、あるいは農業との連携を支援するような仕組

みができないかということでございます。これはいろいろ行政サイドでは考えるようです

が、食品企業そのものを支援することはなかなか難しいということがありまして、ただ地

域的なレベルではある程度ワクを超えても可能性があるのではないかと思っております。

これは食品企業の関係という問題で３点について少し意見を申し上げたわけでございま

すが、次の点は系統農協の問題でございます。この中に資材問題が必ず入ってまいります。

これは交易条件の中で出るわけでございます。農薬、肥料等はいいのでございますが、ハ

ウス等の施設の位置づけを今すべきではないか。これは随分安いものが入ってきておりま

す。

サービスについても、場合によってかなり合理化が進んでいくということになりますと、

例えば韓国産が入って、そこに農薬あるいは肥料、品種がセットになる。そういう意味で

は国産の技術トータルが問われると思います。そういう意味でのこの比較があってほしい

と思います。

もう１つは、農協との関係で手数料問題がよく出るわけでありますが、国内産業として

のアグリビジネスとしての生産システム、製造システムをどのように転換していくのかと

いうことがありませんと、結局、外国企業に乗っ取られていいかというわけではないと思
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いますので、この辺の合理化のあり方、特に系統農協では肥料関係ではかなり合理化され

てきておりますが、必ずしも農機具等ではそういう形になっていないわけでございます。

その辺の問題についても少し触れていただきたいということ。

もう１つは、今回販売問題については余りございませんでした。これは後の流通問題と

連動するわけでございますが、系統農協の販売をどう革新していくかという視点がありま

せんと流通システム全体が活力化しないわけでございます。この辺についての位置づけ、

あるいは方向をもう少し明示していただけないか。これは流通で問題にするのか、あるい

は農協問題で問題にするのか、両面あるかと思います。

もう１つ、これも新しい動きが説明されてわかりやすかったのでございますが、法人化

の中では新しい展開ということでネットワーク化の問題がございます。実は法人は地域か

ら孤立してきた、あるいはクローズドなシステムをつくってきた経緯がございますが、大

分オープンになりまして、食品産業との提携ということも大きな戦略になってきたようで

ございます。どういうネットワークをつくっていったらいいのか、これは合理化と交渉力、

両面あるわけでございますが、この辺のあり方につきまして少し突っ込んではどうかとい

うことでございます。

それと、地域の主体として担い手育成がかなり出てきております。この辺との関係で法

人の新しい地域における役割、あるいはアグリビジネス化していく場合の雇用、あるいは

いろいろな意味での役割が非常に強まってくるという意味で、ネットワークの形態によっ

ては系統農協の役割を担っていくぐらいの力が出るかもしれません。その辺の意味では農

協と法人の本格的なシステム間競争ということで、流通の効率化にかなり大きな影響をも

たらす可能性があるということでございます。

大体以上のことなのでございますが、非常に細かい点を申し上げますと、たしか年次報

告の19ページにホウレンソウの話があります。これは平成14年にゼロになってしまったよ

うでございますが、多分中国サイドの展開があって余り日本向けにはつくらないというこ

ととほかの品目に切りかえがあったのではないかと思いますが、この辺はどうか。説明が

余りよくわかりませんでした。

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。――中村委員。

○中村委員 年次報告で何点か意見を申し上げます。

99ページに、新規就農者の記述で、大学生の例が載っておりますが、昨年全国各地で８
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回開催した「新・農業人フェア」では、227の農業法人の参加と来場者は5,150人をみるに

至っています。そのうち、71人は農業への就農を内定しています。不景気で雇用不安が顕

在化している方に農業経営の法人化の推進をしている時期であるので、特長を出すためこ

の様な事例も入れてはどうでしょうか。

２点目は、104 ページの「耕作放棄地の急増」というところで「離農や経営規模の縮小

等によって発生した余剰的な農地」という表現がありますが、基本計画の470 万ヘクター

ルをどう確保するかという問題からみても、「余剰的農地」という表現はご検討いただき

たいと思います。

108 ページの上から２行目に「担い手に貸付けされずに残された農地」というのがあり

ます。ここは、例えば土地改良や、使いにくい、使いやすいの問題だとか、農産物低迷の

問題だとか、何か説明が要るのではなかろうかと思います。後の認定農家のところにはい

ろいろな説明がされておりますけれども、農地の活用もそういう意味で何かここに理由づ

けが必要ではないのか。

そのページの下から７行目でしょうか、「農地価格の上昇に伴う農地の資産保有傾向の

強まり」というのがありますが、14年度そうだったかどうか、これは検証が必要ではない

か。全国農業会議所の調査では平成６年をピークにずっと下がり続けております。

131 ページ、これも農地の問題のところでありますが、上から５行目に公社の売買の数

字が載っておりますが、むしろ農家の実態は借り入れを望んでおりますので、売買だけで

なく賃借の面からも取り上げる必要があると思います。

戻っていただきまして「農家経済の動向」のところで農業所得、農外所得ともにかなり

の減少がありますね。これは難しいと思いますけれども、このことが地域経済に及ぼす影

響というものはわからないでしょうか。

次に15年度の施策との関係で５点お願いしたい。この年次報告でも指摘がされておりま

すが、１つは認定農業者制度の５年の問題も含め幅広い検討をお願いしたい。

また、集落営農に関連して特定農業法人の１集落１つ設立運動というのをやっています

が、今の制度は米を中心に考えておりますので、仕組み上集落で１つしかできないという

こともありますので、経営形態ごとに複数できるような措置をお願いしたい。

税制対策で準備金制度をお願いしておりますが、認定農業者みずからが経営の改革をし

ていくという視点から準備金制度、あるいは投資減税を考えていただきたい。

もう１つ税金は、いわゆる納税猶予を受けている農家が、法人化したいということで、
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出資あるいは貸し付けすると税金が確定するということから、法人化に踏み切れないでい

るので、検討をお願いしたい。

もう１点は遊休地対策、担い手の明確化、農業生産法人の活性化のための農業経営基盤

強化促進法一部改正を急いでもらいたい。

○甲斐部会長 増田委員、どうぞ。

○増田委員 ３点ほどお願いをしたいと思っております。

本文の45ページ、食育に関するところですが、食生活指針の位置づけが少し薄くなって

いるのが気になります。といいますのは、食生活指針というのが今まだまだの課題だと思

うのですが、言葉としては45ページに「『食生活指針』の実践に加え」、次のページに

「『日本型食生活』の実践として」という言葉が出てまいります。かつて「日本型食生

活」の推進ということでやってきたのが、時代が変わって「食生活指針」という新しい指

針をつくったと私どもは理解しておりますので、ぜひそういう言葉を随所にうたう必要が

ある。まだそういう時代ではないか。聞いておりますのは、浸透率が指針は20％だという

ことなのです。なかなか伝わりにくい。これは食育の根幹だと思っておりますので、ご検

討いただきたいと思います。47ページに「食生活指針」の推進について参照というあれが

あるので、食育を唱えるのだったらぜひ……。私どもはメディアで仕事をしておりますと、

この白書というのは一種のバイブルみたいなもので、机の横に置いてひもとくことが多い

ので、項目を白いところか何かに入れておくのも大事ではないかなと思いますが、いかが

でしょうか。

「広報活動に努める」という言葉は上手に入ってはいるのですけれども、メディアでの

発信というのが大変難しい技だと思うのです。「食を考える国民会議」、どれほどのメデ

ィアへ発信できたかといいますのは、私は意地悪に新聞各紙全部みていたのですが、専門

紙以外全く書いていませんでした。それは動員されて会場にお集まりの方というのを無視

はしないまでも、これだけの予算を投じて「食育」といっている以上は、もう少し努力を

しなければならないことではないかと思います。それについて名案もなくこんなことを申

し上げるのは無責任だなとは思うのですが、お願いを込めて申し上げます。

女性の地位についてなのですが、今、相変わらず「女性の役割」とか「進んでいる」と

かという言葉になっておりますが、これはだんだんに「男性の役割」と変えなければなら

ない時代だと思うのです。60％を女性が担っている農業現場なので、男性は何しているの

か、どうしているのか、どう変化していっているのか、そういう両方の位置づけを明確に
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しないと、どうしても女性というのは従たる従事者という視点がまだ崩れていないのかと

いう思いが個人的には強いので、これはだんだんにそのようにしていかないといけない時

代ではないかと思っております。これは意見でございます。よろしくお願いします。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――どうぞ。

○古賀委員 私は労働組合の役員でございまして、農業、食専門の分野で働いたことは

全くございませんで、労働組合の中でもグローバリゼーションの真っただ中にあります電

機産業の労働組合の役員をしている人間でございます。とんちんかんなことをいうかもわ

かりませんけれども、ぜひご理解をいただきたいと思います。

いずれにしましても、今全体が自然環境と利便性をどうバランスをとるのかとか、先ほ

ど少し出ていましたけれども、市場メカニズムとある程度の規制をどうバランスをとるの

か、そんなことだと思います。

それはちょっと難しい課題でございますが、実は我々は電機連合という労働組合の集ま

りでございますけれども、２月の中旬に「食と農を考えるシンポジウム」というのを開き

ました。

労働組合がなぜこんなことをするのかということなのですけれども、我々も今、労働運

動全体を新しい豊かさをどうみつけていくのかということにシフトしていかなければなら

ない。そういう意味では農でも何でもよかったのですけれども、たまたまそういうつてが

あったものですから、「食と農を考えるシンポジウム」ということで、５月には田植えの

募集をしよう、そして刈り取りまで１回組合員集めてやってみよう、こんなことをしてい

るのです。そのシンポジウムは全体で250 名ぐらいだったのですけれども、200 名ちょっ

とはもちろん我々構成組合の組合員です。そんなにＰＲはしませんでしたけれども、一般

の方が30名、40名来ているのです。

いろいろなパネルディスカッションやそういうことをしながら、いかに私たちが食べる

食が大事なのか、それがどうつくられているのか、こういうことに物すごく気づく場にみ

んななっているわけです。そういう意味では、先ほど少し出ましたけれども、本当に原点

である、もう一回国民一人一人がそういうことに気づこうではないかということ、あらゆ

る組織や関連を含めてどう気づいてもらうかという取組が非常に重要だなという気がして

ならなかったわけでございます。

ＰＲという一言ではなくて、まさにそんな考え方をどう植えつけるかということに知恵

と工夫を絞る。我々労働組合の団体でもそういうことをし始めている、あるいはそういう
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ことを少しだけＰＲすれば一般の人が来るようになっている。そのようなことをぜひお願

いをしたいなということで発言をさせていただいた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。――菱木委員。

○菱木委員 今回初めての参加で、全くの消費者という立場で参加しております。私は

地婦連といって婦人団体の方の事務局におります。今ここの問題になっているところなの

ですけれども、国民すべてが消費者であって、命や暮らしを守る健全な食を求めるという

意味でも食育の推進というのはとても重要なポイントだと私も考えます。

昨今、食をめぐる多くの事件や事故から、私たち消費者は本当に不安になってきていま

す。食に向けてこれから消費者や生産者、行政、企業などがどうかかわるかというのは、

それぞれが本来の役割とか責任をきちんと果たしていくことが必要だろうと思います。

そういう意味でも、先ほど横川委員がおっしゃられたように、食育という中には生産、

加工、そして食べるという大きなことが含まれておりまして、そういう中で生産者という

のは環境に優しく、そして大地、土地を大切にするという視点から取り組んでほしいと願

います。そのような生産者の気持ちが消費者に届くような仕組みというのもとても必要だ

ろうなと考えます。

行政の方はというと、今このようなルールづくり、法律や制度などをつくりながら網羅

していますし、リスクコミュニケーションなどの具体化などもしておりますけれども、や

はりそういう中で消費者の意見をどう反映させていくかということが大きな課題だろうと

思っております。

では消費者はというと、今本当に中食が増加している中で、生産者の現場と私たち消費

者が食べるというところまでの距離がどんどん離れていって、作物の形そのものもみえな

くなってきています。

私は実は昔、小学校の教師だったのですけれども、スーパーに行ったとき、都会の子供

たちは「切り身で魚が泳いでいる」と思ってしまった。小学校２～３年生でしたでしょう

か、「魚ってこういう形で泳いでるってすごいね」なんていう。ああ、子供たちに魚の形

そのものもみえなくなってきたのかなと思っているうちに、今度は農作物もそのような形

で、本当に子供たち、私たちは生産の現場から離れていっているのだなというのを強く感

じたものでした。

今古賀委員がおっしゃってくださったけれども、そういう意味でも生産者と私たち消費

者がちゃんと顔のみえる関係で、話し合える場、私たちが望むものもみえる場、いえる場
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というのももう少し強く出してもらえるところがあったらいいなと思います。

全地婦連は全国、北海道から沖縄までたくさんの会員がおりまして、日本を７つのブロ

ックに分けて話し合いをしております。全く消費者だけではなくて、そういう仲間の中に

は生産者もたくさんおりまして、実は関東ブロックは昨年の９月ごろ群馬で会議がありま

した。

そのときにちょうど無登録農薬の問題で、リンゴを廃棄するというときだったのです。

その中に生産者の方がいらっしゃって、「実は本当に一生懸命大事に育てたうちのリンゴ

も農協の方に出荷した。農協の方ではいろいろまぜてしまったから、すべてそれを廃棄に

してしまった」と涙ながらに訴えておりました。「やっぱり多くの被害が出るんだろうな。

このお金は一体だれが負担するんだろう。もし自分だったら本当に命と引きかえでもなか

なか立ち直れない」なんていっておりましたし、場所によっては後継ぎがいなくなってし

まって高齢者が本当にわずかながらの農業を支えているのだけれども、もっと元気が出る

ような施策はないのだろうかというような声なども聞こえていて、私たちは顔のみえる関

係をと望みながら、なかなかその地域の人たちと話をする場というのがみえてこないもの

だなと思って、そういったところももう少し大事にしたいなと思っています。

ここには他省庁の方たちもいらっしゃるので、食にまつわる仕組みというのは他省庁と

も連携をもってもっと強く進めてもらいたいと願います。

以上です。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――新開さん、いかがですか。

○新開委員 今、古賀委員と菱木委員から消費者の立場から本当にうれしい言葉をいた

だいたのですけれども、本当に今、食というのが非常に大事に、私たち生産者からすると

やっと皆さんが気づいてくださったという感じでいるのです。

最近はお子さんも非常に体の調子が悪かったり、また成人も非常に病気が多かったりで、

結果的にはいろいろな病院の先生方がデータを出されて、これは日本の何十年間の食生活

のゆがみではなかろうかとおっしゃっていまして、やっとやっと私たちが思っていた農業

への目が向いてきたのです。そういう食の安全性が幸いにして追い風にしてくれています

ので、人間が生きるのには農業があるからだ、自然があるからだということを、小さいと

きからもっと教育をしていかないといけないと思います。だから、農林水産省の役割とい

うのは一番身近な生活圏の中から進めていってほしい。

なぜ人間が生きられるか。耕す人がいるから、農家がいるから、自然を守る人がいるか
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ら、今、日本が生きていかれるということと、日本に農業を残さないと大変な時期が来る

ということを原点としてこれからの話を私はぜひ進めていってほしいと思うのです。

そういう割には、ＢＳＥの問題のときもですけれども、トレーサビリティとかリスクコ

ミュニケーションとかブランド・ニッポンとか、海外と競争で生きていかないといけない

日本になっていて、農家が一生懸命、日本の国産を主張したいときにカタカナが多過ぎて

しまって、消費者にもわかりにくい農業になってきているのも大きな原因があるのではな

かろうかと思うのです。

特に今国際化といいますので、外国と日本の国産の差をつけるには私は和文字しかない

と思って、農家側の現場としては一生懸命和文字に頑張っているのに、なぜか農林水産省

では……。新聞にトレーサビリティとは何か知っている人の比率が出ていましたが、六十

何％が何のことが知らない、少し知っているというぐらいで、消費者にはそうわかってい

ないのです。

それから、農業を大切に思うかというのがついせんだって新聞に出ていましたが、九十

何％の方が農業を大切に思う。国民一人一人は非常に変わっているのに、なぜか国産がど

んどん衰退していく。やはりこれはこういう審議会でもう１つ真剣に、日本に本当に農業

を残すのか、ならば何が基本なのかというのを打ち出して欲しい。

減反の問題なんかも最初のときいいましたけれども、日本で確かに米を食べなくなって

いるのは事実です。ならば、つくらない田んぼをこれからどうするか。「米大綱」ができ

ましたけれども、それだけではもう賄い切れない。だから、国土保全、環境保全として守

らないといけないというところまで来ているし、現場は高齢化社会で、田んぼを人に預け

たいけれども守ってくれる人がいない状況にもう来ているところがかなり多いのです。

今、私も日本じゅう講演に回っていますけれども、農業の現場というのは国産を維持し

ようではなくてもう守れない事態に来ている。これは農家だけの問題ではなくて大きく国

民一人一人がもっと真剣に考えないと、輸入農産物に押されてしまって日本の健康の状態

はどうなるのかというのを……。私たちが何かをするときは医療的な先生方に審議に入っ

てもらっています。食生活で男性ホルモン、女性ホルモンの異常がおきているので、そう

いう分野の病院の先生とか食物専門の先生方からそういうことをいっていただくともっと

食がゆがんでいることがわかると思います。ぜひぜひもっと食と農業に真剣に取り組まな

いと日本は大変なことになるのではないかなと思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――安髙さん、どうぞ。
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○安髙委員 ちょっと質問という形でさせていただきたいのですが、認定農業者制度と

法人化の部分です。認定農業者制度の再検討、見直しというのが書かれておりますが、ど

ういう部分で認定農業者制度が行き詰まった、見直さなければならなくなったとお考えだ

ろうか。見直すことはいいのですが、何が問題点であったかということを把握されている

のかと思っております。

私自身、認定農業者の会の会長もしておりましたし、支援センターで経営改善計画をつ

くる手助けもしておりました。基本的にこの制度ができましたときに、一言でいうと経営

感覚の育成だととらえておりました。私自身非常に重要だと思いましたのは、経営改善計

画を農業者、経営者みずからがつくる、これができないようであれば経営の入り口に入っ

ていないということなのです。

ところが、私の目にした実態ということだけにしておきますが、ほとんどのところで行

政機関がつくってあげた目標を示しているだけということです。これはどういうことかと

申しますと、認定農業者制度はつくったけれども、農業の経営改善をする手法を示してい

ない。生産現場の仕組みを変える仕組みを示していない。そこに問題があったのではなか

ろうかと私は考えています。

よく簿記記帳というのが出ます。私はいつも農家に話しするときに、簿記記帳では農業

の経営は変わらないといっているのです。なぜかといえば、経費の中で一番大きいのは大

概の場合労賃です。労働力、作業時間がどのようにいっているかということを、私の知っ

ている限り、ほとんどの農家は把握していません。最も大きな労働力というその労賃部分

を把握しない。ほかのお金の動きは確かにつかみやすいです。そこだけつかんで農業の経

営の改善ができるという感覚になっていることが間違いです。

だから、簿記は否定はしません。簿記は必要条件だけれども、十分条件ではない。もっ

と大切なものがあるという入り方でいかないと経営改善計画は実を結ばないし、実を結ば

ない経営改善計画をメーンに据えた認定農業者制度が見直しを迫られるようになった、私

はこうとらえておりますが、農水省はどのようにお考えか。

法人化の問題でございます。次に法人化が出てきたのですが、経営管理能力の向上、こ

れはうたい文句として認定農業者制度における経営感覚の育成と同じようなものだと思い

ます。しかし、周辺に出てくる言葉は取引信用力の向上だとか、労働力の確保がしやすい

とか、加工販売が取組しやすいとか、こういう部分です。生産の仕組みそのものをどう扱

っていくか、どうダイナミックに変えていくか。
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農業は基本的に生産の分野ですから、物づくりの仕組みが変わらないと発展しないと思

っています。制度というものは物づくりの仕組みをどのように変えていくのか。そういう

意味で、法人化というのが単なる経営管理能力の向上という表向きの看板だけで走ってい

って、実態の部分をどう考えておられるのか。

確かに個人の農家――法人というか組織でもいいのですが、そういうものが発展してき

た延長上に法人がある。その法人を展開しやすくする施策このものには何ら反対するもの

ではありませんが、物づくりの現場にきちんと立脚点を踏まえないで、法人化すればいい

農業が展開していくというような感覚では、また認定農業者制度の二の舞になるのではな

いかと思っております。そういう認定農業者制度と法人化の２点について、簡単でいいで

すからお答えをお願いします。

○甲斐部会長 もう一人、畑中さん。

○畑中専門委員 今の問題に関連して申し上げれば、認定農業者制度とか法人の問題と

いうのは、どんな職業でもそうですが、枠組みはそれぞれお役所でつくるけれども、あと

はご自分でどう考えるかというところが基本になるのかなと思っております。その問題を

離れて、さっきからいろいろな消費者の問題とか出ていますので、安全・安心についても

確かに大事なことで、これもまた枠組みがきちんとできてくるのだろうと思うのです。

そういうものをどうやって動かしていくかということですけれども、最近は政府と一般

の国民、消費者といいますか、そういうところの間をつないでいくのがなかなか難しいこ

とになっていて、例えば先ほどあったようないろいろな食生活の問題でも、国は一生懸命

にやっておられるけれども、なかなか浸透しない。昔のように全国一律に旗を振って、例

えば農林水産省の講堂とか、いろいろな地方に出かけていって大きな講演会をやっても特

定の方しか集まらない。なかなかしみ通っていかない。

ですから、インターネットなんかもありますので、もうちょっときめ細かくいろいろ施

策を浸透させていくようなことを考えて、お役所側も行くし、また今、増田さんなり菱木

さんからお話がありましたけれども、消費者側とかマスコミ側もやはり知恵を出していた

だいて、どうすれば結びつくのかというのを検討していただく。やっている方は恐らく質

問すれば全部施策に盛り込まれていると思うのです。現実にかなり消費者に近づいた施策

に軸足を置くということでもやっておられますので、かなり枠組みは僕はできていると思

うのですけれども、それをどのように理解をしていただくか。

例えばＢＳＥの問題とか環境ホルモンとか、いろいろなものについては大変敏感に反応
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されるのですけれども、ＰＦＣのバランスがだんだん崩れて日本も成人病が起こりやすい

環境になっている。ちゃんとした食生活をやっていない。そういった方面での関心は余り

高くないのです。

我々は食料難の時代に育ちましたので、三度の食事さえしていれば余り難しいことは考

えなくてもいいのではないかと思っているのですけれども、今いろいろな栄養補助剤とか

宇宙食みたいなゾルかゲルみたいなものがいっぱいあったり、消費者の間で食生活の考え

方が非常にアンバランスではないかなという感じがしております。食生活を例にとりまし

たが、もう少しきめ細かく施策との間をつないでいく努力をしていく必要があるのかなと

思っております。

それと農薬の問題もそうですけれども、あんなに短兵急に――それは無登録の農薬を使

うのは悪いことには決まっていますが、臨時国会でやって、春のうちに全部登録してきち

っと適用範囲を決めていく、そしてまた厚生労働省さんともう一遍法律改正をやっていく、

そのスピードになかなか生産者はついていけないという問題もあるのだろうと思います。

今グルーピングなんかをしていますので、野菜でいえばいろいろなものをある程度グル

ーピングして使える農薬を決めていますけれども、ああいった措置をしていきませんと、

そもそも余り守れないような形のものを非常に厳密につけておいて――命に別状があるも

のは別でございますが、そうではなくて登録がしてないというだけで違法と。これは違法

には違いないのですけれども、もう少し守れる形にきちっとして、そうした上で取り締ま

りはちゃんとやっていくというふうにしていきませんと、何か事件が起きると、このごろ

は消費者の声が非常に強いですから、それ行けどんどんというような形で国会の先生方も

走られる。もう少しいろいろな準備期間を置いてやっていくということが大事かな、それ

が結局守られることであるし、生産者にもいろいろとわかっていただけることではないか

なというような感じがしております。

新しい方がたくさんしゃべられると思ったものですから、きょうは何も考えておりませ

んで、ただ、白書とあれを分離されて施策の方にかなりわかりやすい図表なんかを織り込

まれたというのは大変いいことだなと思います。

昔の動向部会から施策部会になっておりますので、その方が本質だと思います。少し白

書も薄くなるということで、私も読みましたけれども、薄くなるのはいいのですが、１の

（２）のアの（ロ）を参照しろというのは大変つらいです。しかし、余り厚くなるのも大

変ですから、こういう形で進められるのがいいことかなと思っております。
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○甲斐部会長 ありがとうございました。

ほぼ全員の方にご意見伺ったのですが、先ほどの安髙委員のご質問も含めて、何か事務

局の方でご回答ございますでしょうか。

○企画評価課長 安髙委員の説明は後で経営局の審議官からしていただくとして、何人

かの方から食育の問題とか消費者と生産者の結びつきといいますか、あと農業に対する国

民的理解というようなことでのお話がございましたので……。

ちょっと冒頭のご説明で言い漏らしましたが、当然白書は国会へ報告をするということ

で、かつ、さまざまな媒体を通じて、これを使って国民に対していろいろな理解を求めて

いくというようなことをさせていただくわけです。それとあわせまして、お子さん方に農

林水産業なり農山漁村の問題について少しでも理解をしていただけるような取組もしてい

きたいということで、昨年も農業、林業、水産とあったのですが、今回は農林水産業を合

わせまして省内で子供白書をまとめようという取組もしております。この白書自体の表現

を子供用にということではなくて、もう少し原点に立ち返って、農業とは何なのか、先ほ

どのお魚の話ではないですが、魚はどうやって泳いでいるのか、そういった初歩的なとい

いますか、子供さんたちに理解を求められるような書き物も５月末ぐらいを目途につくり

たいということで、今省内で特に若手の方、さらには女性の方を中心にプロジェクトチー

ムを組んでいただきまして検討させていただいています。また、でき上がりましたらばお

手元にお届けさせていただきたいと思っております。

○甲斐部会長 それでは、横川委員や齋藤委員、中村委員、安髙委員からございました

野菜の空洞化とか農薬、土壌改良剤について、生産局からご説明がありましたらありがた

いのですが。

○生産局審議官 横川委員から冒頭ご指摘がありましたとおり、野菜の輸入、特に生野

菜といいましょうか、そういうのが中国からふえてきているというのはご指摘のとおりで

ございます。私らはこういった国際化に対応して、緊急に国内の体質の強化を図っていく

ということが大変重要だと思っております。その構造改革を進めようということで、産地

の改革計画というのを今全国でつくっておりまして、約1,000 以上の産地が今その計画を

つくっております。

その中身につきましては、当然のことながらコストを下げていくということが基本にな

るわけでございますが、そのほかに例えば付加価値をつけていく。先ほど来お話があった

ような環境保全型の取組もありますし、新しいタイプとして契約栽培ということで流通の
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合理化ということも含めて対応していこう。それぞれ産地でいろいろ知恵を出して取組を

つくっていただいて、それを支援していくという形で進めていっているところでございま

す。引き続き構造改革を進めていきたいと思っております。

また、農薬の関係で土壌改良資材のお話がありましたが、お話を聞きますと燻蒸とかそ

ちらの関係だと思います。一般的な土壌改良資材といいますと、鉱物質とか肥料にかわる

ようなもの、物理性の改善というようなことで、肥料になっているものもありますが、お

話は燻蒸関係だと思います。

これにつきましては、先ほど来お話ししました農薬の取締法を改正いたしました。無登

録農薬の問題があったということで、今その改正をしたわけでございます。急ぎましたの

は、大変全国的な広がりがあったということで、44都道府県で270 ぐらいの業者が 4,000

戸の農家に売っていたということで、私ども、これは緊急に対応していかなくてはいかん

ということでやりました。

その中で農家にそれぞれ使用基準をつくりまして、その使用基準を守っていただくとい

うことで今取り組んでおります。できましたら、使った農薬、いつ、どんなものを、どん

な回数まいた、そういったこともきちんと記帳してくれという指導をやっておりますし、

また燻蒸する業者につきましては、きちっと農薬の使用計画もつくっていただいて、それ

を私の方へ届けていただいて適正かどうかみていくということで取り組んでいきたいと思

っているところでございます。

とりあえず私からは以上です。

○甲斐部会長 それでは総合食料局から、食育について、地域食品産業の支援について、

増田委員のおっしゃった食について。

○総合食料局審議官 総合食料局でございます。ただいまご指摘のございました食育の

問題、ご案内のように、食育という言葉自体について全国的になってきたのは比較的新し

いことだろうと思います。

私共としては既に食糧・農業・農村基本計画の策定時に食生活指針を定め、その推進に

ついて閣議決定をしておりますが、今後ともいろいろな意味での取組を幅広くしていかな

ければならないと考えています。その場合にやはり大切なのは、食育とはどういうものな

のか、それを地域の方々、学校の方々、家庭、いろいろな方々で考えることだと思います。

例えばこの食材は何であろうか、また安全な食べ方は何であろうかということ、いわばそ

のようなことを考えること自体がまず食育だろうと思います。
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私どもも食育ということで、ご指摘にもございましたように国民会議の場、またパンフ

レットをつくらせていただきましたり、例えば今年から１月を「食を考える月間」と決め

ていろいろな活動を行っているわけでして、いわば国民運動的な運動として取り組んでお

ります。もちろんこれは農林水産省だけではございませんで、本日も出席をしていただい

ておりますが、文部科学省、また厚生労働省のそれぞれのご担当の方とも連携をとりなが

ら、いわばそういう意味で政府全体として取り組ませていただいているところでございま

す。

私ども、まだまだ取組が不十分かもしれません。各委員の先生方、またいろいろな場で

この食育のあり方もしくは方向づけについて、よくご意見を承りながらやっていきたいと

思っております。

また、齋藤専門委員からご指摘のございました食品産業のいろいろな問題につきまして

は、地域の食品産業としての特色というのは、やはり食べ物を材料にすること、また地域

と相当密接だということであると考えており、既に金融、税制等の施策があるわけでござ

いますし、他方でまた中小企業施策があるわけでございますし、本日御審議いただいてい

る施策の中にも書いておりますが、私どもはさらに努力してまいりたいと考えております。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

経営局に認定農業者の問題、法人化の問題について。

○経営局審議官 安髙委員からお話がありましたし、ほかの先生からもありましたけれ

ども、認定農業者あるいは法人化については、両方とも、畑中委員がおっしゃったように、

その制度をどのように利用していくかということがやはり１つポイントだと思うのです。

安髙委員からいわれました、どういうことが問題でどういう見直しを考えているのかと

いうお話については、委員がおっしゃいましたように、経営改善計画だけ行政部局につく

ってもらって、例えば融資を受けるためだけにそれが活用されていて、本当に自立した経

営感覚のあふれた農家になっていないとすれば１つ大きな問題点であろうかと思います。

また、今、認定農業者は16万人になっているのですが、農業構造の観点からすれば本当

はもっと多くの方が効率的・安定的な経営になっていかなくてはいけない。これは今申し

上げましたけれども、融資を受けるために認定計画を作成して、それで一たん融資を受け

ればそれでいいというようなことがあるのかもしれません。

そういう意味で、本当に農林水産省として認定農業者に対する支援なりをどう考えてい

くのか、単に融資ということだけではなくて支援のあり方をどう考えるのかということが



- 32 -

２番目に大きい問題だと思います。

さらに地方に行きますと認定農業者について地域ごとにばらつきがあるという指摘がと

にかく非常に多うございます。市町村の対応によって非常に緩い認定農業者の認定を行っ

ているところもあれば厳しいところもあるということで、これからいろいろな施策を実施

していく上で、認定農業者というのが１つの対象、１つのメルクマールとなって施策が講

ぜられることになっていきますので、このばらつきについて今後考えていく必要があるの

ではないかというようなことで、ガイドラインを出していくということも考えております。

認定農業者制度についての問題点はそういうことですが、最初に申し上げましたように、

農家の方々がどうやって改善計画を実行していくか、経営改善に役立てていけるか、また

それを支援できるかということを考えていきたいということでございます。

法人化の話については、法人化自体で実態は余り変わらないのではないかというご指摘

かと思いますが、法人化というのは自分の経営を改善していくための１つの手法と私ども

は考えております。先生もおっしゃいましたけれども、法人化をすることによりまして経

営感覚というのでしょうか、経理をきちっとやるようなことができていくとか、対外的な

信用力が増していくとか、従業員の方の福利厚生について注意を払わなくてはいけない、

あるいは規制がかかってくるとかということで、そこへ勤める方がふえていくとか、その

ようないろいろなメリットがあります。先ほどおっしゃいました市場メカニズム、市場に

対応しながら、あるいは経営を発展させていくための方法の１つとして法人化して、それ

を活用しながら発展していくということができるのではないかと考えております。何が何

でもあらゆる経営を法人化すればいいと考えているわけではなくて、そういうものに適し

た経営については法人化を進めていったらいいと考えているところでございます。

○甲斐部会長 集落営農についてはいかがでしょうか。

○経営局審議官 集落営農については、今集落ぐるみの取組についていろいろな形があ

って、先ほど中村委員から、例えば集落営農について複数のものが認められるような考え

方をしたらどうかというようなお話もありました。今、米の関係でいろいろ議論をしてお

りまして、私どもとしてはもちろん作目別にいろいろな組織があるというのは承知してい

るのですけれども、その地域の農業を考える、農地を集約していく、そういう観点からす

ると、集落営農については１つの地域において１つのものができていくのがやはり筋では

ないか。特に法人化をしていくなり農地の集積を図っていくという観点からするとそうい

うことではないかと思いますけれども、ご指摘も踏まえてよく検討してみたいとは思いま



- 33 -

す。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

食育について、文部科学省さんからお願いしたいと思います。

○文部科学省生涯学習政策局政策課企画官 それでは、学校におきます食に関する指導

について、ちょっと現状をご紹介させていただければと思います。

まさにご指摘いただいたとおり、子供の現状ということに関しましては、例えば朝御飯

を食べてこない子供がかなりいるとか、偏った栄養のとり方をしているというようなさま

ざまな問題があるところでございます。そういった問題がございますので、文部科学省の

審議会におきましても、食に関する指導というのは学校教育活動の全体を通して継続的に

やっていかなければいけないと考えているところでございます。

そのために、学校教育の時間におきまして、特に給食指導の時間がございますので、そ

の時間において活用していただけるような食生活に関する学習教材を現在つくって、すべ

ての小学校５年生、中学校１年生に配付しているところでございます。これは低学年とい

うところにはまだ至っておりませんが、ぜひ来年度、低学年用にもこのような教材を作成

いたしまして、義務教育全体を通じて食に関する指導がなされるようにやっていきたいと

思っております。

あと食の生産に関する体験が欠けているのではないかというようなご指摘がございまし

て、恐らく昔であれば学校の周りには田んぼがあって、学校へ遅刻しそうなときには近道

するためにあぜ道を通って登校するというような状況で、食の生産に関する状況というの

は自然に目に触れていたのだろうと思っておりますけれども、そのような状況は都市化の

進展とともに変わってきたという現状でございます。

現在、文部科学省といたしまして、児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむという

目的の中で、体験活動を学校教育全体として推進しているところでございます。その中で、

特に来年度でございますけれども、地域間交流の実施を考えておりまして、これは特に都

市部から農山村、漁村、そういった自然の豊かなところへ子供たちで出かけていきまして

農業体験ができるようなプログラムについて支援していきたいと考え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 食品安全委員会について、内閣官房からご説明いただけるとありがたい

のですが。



- 34 -

○内閣参事官 先生方も既に十分ご承知のとおり、食品安全委員会、今、国会に法案提

出しておりますけれども、この食品安全委員会が発足した暁には、食のリスク評価のみな

らず、先ほど来ご議論いただいております、リスクコミュニケーションと呼んでおります

が、生産者、消費者、行政、マスコミの方々、すべての関係者との双方向の意見交換、情

報交換をやるというのがこの食品安全委員会の重要な業務ということになっております。

そのやり方自体、もうご議論いただいておりますけれども、いろいろな形で工夫をしな

がら、それこそ十分な双方向の意見交換、情報交換の成果が上がるような形で、インター

ネットのホームページを使うということ、紙の報告書のようなものもつくるということも

含めまして、いろいろなやり方で進めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。

○甲斐部会長 新開委員からご意見がありました「米改革」について、食糧庁からご説

明いただけるとありがたいのですが。

○食糧庁総務部長 「米改革」については安髙委員からもご指摘がありましたけれども、

今回の「米改革」の中ではっきりと市場メカニズムを重視すべきであるという方向が出て

きております。端的に申しますと、需給調整を従来の面積で百何万ヘクタール減反、生産

調整するというやり方から、幾ら米をつくるか、870 万トンつくるとか900 万トンつくる

という数量調整に変えていきます。

これはどういう効果があるかと申しますと、１つは、その年あるいは過去何年間かでど

このお米がどれだけ売れたかというデータをもとに来年どれだけつくっていくかというこ

とを決めていくということで、需要のあるものをつくるということが徹底するという面が

ございます。

もう１つは、お米と農薬の関係もございましたけれども、数量で管理いたしますので、

慣行栽培、従来型の栽培をしても有機栽培をしても10俵は10俵であります。従来、面積で

やりますと、とかく収量の落ちる有機栽培が不利になるといわれておりましたけれども、

今度は10俵は10俵ですから、有機米をつくっても同じでございます。

そういうことで、米の主産地では最近は収量を控えて、10俵をつくるのではなく、９俵

あるいは８俵半に抑えておいしいものをつくる。あるいは普及所も一緒になって生産シス

テムを変えまして、肥料とか農薬の多投を抑える、そういった農業をやっていこうという

動きが出てきておりまして、既に数県で県全体で来年から取り組んでいこうというような

動きも出てきております。
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もう１つ、農家と消費者の間をダイレクトに結ぶということについても、現在、農家自

身が自分のお米が売れているのかどうか、どの程度で売れているのか、消費者に喜ばれて

いるのかということが情報としてはっきり伝わっておりません。この「米改革」の中で消

費者がどういうものを欲しているかという情報がダイレクトに農家に伝わる、こういう情

報を流すシステムを再構築するということも、この中の重要課題として含まれておるわけ

であります。

以上です。

○甲斐部会長 食の安全・安心について随分ご意見があったのですが、厚生労働省の方、

いかがでしょうか。

○厚生労働省食品保健部企画課長 厚生労働省の食品保健部でございます。本日、資料

の２の19ページに食品衛生法の改正を中心にした新しい食の安全の確保の仕組みを列挙し

ておりますが、きょう冒頭、横川委員からございました農薬の問題について、簡単に考え

方をご説明いたします。

この19ページの（イ）の「具体的施策」の①に書いてございますけれども、今般、内閣

府あるいは農林水産省と同様に、食の安全の三点セットの法律ということで食品衛生法の

大改正をいたします。総論的な規定のほかに、各論では残留農薬の基準を今後急いでつく

るという方向を出しております。

法律が通りましたら３年以内を目途に残留農薬基準についてのポジティブリスト制、す

なわち個々の農薬について、残留農薬基準がなければ、それを上回る残留があれば原則と

して基本的には流通をストップする、こういう制度を公布後３年を目途に施行することに

しております。

ただ、これはいきなり導入しますと市場が混乱いたしますので、先ほど横川委員がおっ

しゃいましたように、我々は考え方を切りかえまして、これまで10年間我々なりに努力い

たしまして229 の残農基準ができておりますが、これは例えば国内で登録されております

350 に対しましては189 しかまだできていない。あるいは、ご指摘がありましたように海

外から輸入されて残留している可能性のある農薬が約700 ありますけれども、これとの対

比でいいますとまだ229 しかできていない。非常に穴があいている状況でございますので、

今後、例えば国際的な食品規格をつくる機関でございますコーデックスで確立された基準、

あるいはヨーロッパとかアメリカで広く使われている基準を参考にし、そういう意味での

グローバリゼーションを念頭に入れながら、とにかく基準はたくさんつくっていくことと
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しております。

農薬につきましては、基準がないとなかなか有効な取り締まりができません。現行法で

は、農薬は、人に健康の害があるということを個々に証明しないと流通のストップができ

ない。そういう意味では、基準があれば、これを上回れば形式違反という形で消費者にも

安心していただけるということで、向こう３年間基準づくりに取り組むこととしており、

15年度予算も従来の数倍の予算を計上しております。法律の改正を前提にして努力をして

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 私が気がつかないことがあるのではないかと思いますが、ほかに事務局

で何かご説明したいことはありませんでしょうか。

○技術会議研究総務官 せっかくの機会ですので、横川委員から特に野菜の品質問題が

提示されたわけですけれども、現在、研究開発部局といたしましては、食べ物と健康とい

う視点からかなり機能性についての研究をする、同時に機能性をもつ食品といいますか、

作物を随分発表したり、いろいろなものを出してきておるわけです。そういう作物が品種

のもつ能力をきちんと正確に出せるような栽培技術も都道府県などと協力しながらきちん

とつくって、それを世に出していくといったようなことをしておるということで、ご指摘

のとおり、品質がこれから問われてくる時代になる、それにこたえようと研究の方はいろ

いろ食べ物についても努力をしているということだけご紹介させていただきます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

農村振興局の方はよろしいですか。

約束の時間を少しオーバーしてしまいました。施策部会における講じようとする施策

（案）の審議につきましては本日で終了させていただき、今後は第５回の審議会において

審議の上、答申をさせていただきたいと考えております。

総会での審議に当たっては、私から本日の議論の内容を整理したものをとりまとめて、

部会における結論として報告させていただきます。

なお、講じようとする施策（案）につきましては、本日の議論や関係府省庁との調整を

踏まえた微調整が必要となりますが、その内容につきましては私にご一任いただきたいと

存じますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○甲斐部会長 ありがとうございます。講じようとする施策（案）の取り扱いについて
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は、そのようにさせていただきます。

審議会の日程につきまして、事務局から連絡事項がございますでしょうか。

○企画評価課長 第５回審議会の日程につきましては、既にご連絡差し上げていると思

いますけれども、３月13日の木曜日午前10時からとなっておりますので、よろしくご出席

のほどお願いをいたします。

○甲斐部会長 それでは、本日はこれにて閉会といたします。

ご協力いただきまして、どうもありがとうございました。

――了――




