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食料・農業・農村政策審議会第７回施策部会 議事録

日時：平成14年10月24日(木） 14:00～16:20

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７回施策部会を開催いたし

ます。

本日は、「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の構成（案）及

び食料・農業・農村の現状を中心に審議していただきます。

坂本委員、生源寺委員、堀江委員、八木委員、山田俊男委員、養老委員がご都合により

欠席されております。

なお、第２回総会におきまして決定されましたとおり、審議会、部会及び分科会は原則

公開とされておりまして、本日は、一般公募によって、12名の傍聴者の方がおみえであり

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となっております。

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、副大臣にごあいさつを

いただきたいと思います。

○太田副大臣 ただいまご紹介を賜りました、副大臣をさせていただいております太田

でございます。

本日、皆様方には、第７回の部会に、大変にご多用な中、こうして大勢の皆様にご参集

いただけましたことに心から感謝を申し上げる次第でございます。本当に皆様、ご苦労さ

までございます。

21世紀を迎えまして、我が国は、新しい時代に対応した経済・行政・社会の大きな転換

が求められております。こうした中で、小泉内閣のもと、将来展望を切り開くべく、あら

ゆる分野の構造改革に邁進している状況でございます。

その一環として、農林水産分野、農林水産行政についても全般にわたる抜本的な改革が

求められておるところであります。

まず、食料・農業・農村政策については、平成11年に制定された食料・農業・農村基本
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法に基づきまして、同法の基本理念の実現に向けました各般の施策への取り組みを進める

ことが課題であります。

一方、昨年来のＢＳＥ問題や食品虚偽表示問題など、「食」と「農」に関するさまざま

な課題が顕在化しておりまして、消費者保護を第一とした食の安全と安心の確保に向けた

農林水産政策の抜本的改革が急務であります。

このため、農林水産省は、食料・農業・農村基本法を基礎としつつ、本年４月に

「『食』と『農』の再生プラン」を発表し、「食の安全と安心の確保」「農業の構造改革

を加速化」「都市と農山漁村の共生・対流」という３つの柱に沿って取り組みを進めてお

るところでございます。

今後、食の安全と安心のための法制度や行政組織の改革、表示制度の強化や「ブランド

・ニッポン」の推進、農地諸法制の見直しや農協改革、米政策の転換や担い手に対するセ

ーフティーネットの創設、都市と農山漁村の共生・対流の推進やバイオマス利活用の戦略

づくりなど、山積する課題に積極的に取り組み、改革の具体化に全力を尽くしてまいる所

存でございます。

ＷＴＯ農業交渉は、来年３月までに交渉の大枠を確立するという重要な局面に差しかか

っているところであり、個別の分野ごとに連携できる国々に働きかけをいたしまして、我

が国の提案が十分に反映されるような結果を得られるように努めて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まして、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。「平成14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、ここでの議論を踏まえ、重点プランに準拠した構成とし、食料の安全性と

品質の確保について「特集」を設け、各方面から一定の評価を得ているところであります。

今年度におきましても、「『食』と『農』の再生プラン」及び工程表を講じようとする施

策にどのように反映させていくかを含め、幅広くご議論を賜りたいと思うものであります。

本日は、今村会長、甲斐部会長を初め、委員の皆様には、専門的な立場から活発なご議

論をいただき、忌憚のないご意見等を承りまして、私どものこれからの議論の基本にさせ

ていただけますようにお願いを申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。

皆様方には、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。



- 3 -

なお、太田副大臣におかれましては、公務のため、ここで退席されます。

○太田副大臣 申しわけありませんが、よろしくお願い申し上げます。

○甲斐部会長 それでは、議事に入ります。

本日は多くの資料が配付されております。予定では16時閉会となっておりますけれども、

審議の時間を十分とりたいと思いますので、最大30分程度の延長があり得ますことを初め

にお断り申し上げておきます。

まず、今回の資料説明の手順でございますけれども、初めに農林水産省より、「講じよ

うとする食料・農業・農村施策」を検討いただく参考資料として、最近の「食料・農業・

農村の現状」について、参考資料１によりご説明いただき、その後、資料の「講じようと

する施策」の構成案、参考資料２の１の「施策のポイント」等についてご説明いただき、

その後、関係各省から出されております施策のポイントについて、各省の担当の方からご

説明いただきたいと思います。

資料をまとめてご説明いただいた後に、皆様からご意見を伺いたいと思います。

審議の時間を十分とるために、資料の説明はポイントを押さえて簡潔にお願いいたしま

す。

○武本企画評価課長 農林省の官房企画評価課長でございます。

お手元の資料の中から参考資料１をごらんいただきたいと思います。タイトルが「食料

・農業・農村の現状」ということで、食料・農業・農村政策審議会第７回施策部会用参考

資料でございます。

表紙をめくっていただきますと目次がございます。３章立てで整理をいたしておりまし

て、第Ⅰ章が「食料の安定供給システムの構築」、第Ⅱ章が「農業の持続的な発展と構造

改革の加速化」、第Ⅲ章が「農村と都市の共生・対流と循環型社会の構築」ということで

ございます。

目次を繰っていただいて、１ページをごらんいただきたいと思います。第Ⅰ章の「食料

の安定供給システムの構築」の１の「食の安全と安心の確保」についてでございます。

右側のグラフをごらんいただきたいと思います。最近の食品購入時における消費者の意

識・関心を調べた調査でございますが、安全性について、63.6％という高い関心が寄せら

れております。

他方、その下にございます最近の「食の安全・安心に関する事例」をごらんいただきま

すと、ことしの１月、大手食品会社による原産地表示の偽装事件の発覚以降、種々の事故
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事案が発生したところでございます。とりわけ、７月の欄の無登録農薬問題につきまして、

発がん性などが指摘されている無登録農薬「ダイホルタン」「プリクトラン」の販売及び

使用が発覚ということで、ＢＳＥという形で畜産サイドのいろいろな問題に加えまして、

耕種農業部門でも、安全性について、消費者の信頼を揺るがしかねない事態が出来したと

ころでございます。

この点につきましては、左側の文章、②をごらんいただきたいと思います。３行目の最

後あたりでありますが、「さらに」というところであります。「無登録農薬であることを

知りつつ、販売及び使用した者が確認されるなど生産者のモラルが問われており、また、

行政でも無登録農薬の使用規制を踏まえた農薬取締法の改正等消費者保護を最優先した処

置が必要となっている」ということでございまして、この点につきましては、現在開かれ

ております臨時国会に農薬取締法の一部改正法案を提出することといたしている次第でご

ざいます。

また、③でございますけれども、ＢＳＥ対策として実施しておりました「牛肉在庫保管

・処分事業」を悪用した食肉偽装事件も重ねて発覚しているところでございます。ことし

１月の雪印食品に始まりまして、８月の日本ハムの子会社に至るまで出来しているところ

でございますけれども、この問題につきましては、「食肉流通問題調査検討委員会」を９

月末に立ち上げまして、年内を目途に中間的な議論の整理をしていただくべく、検討を行

っているところでございます。

２ページをごらんいただきたいと思います。「食の安全と安心を確保するための具体的

取組み」ということで、行政組織の改革に関してでございます。

右側の図をごらんいただきたいと思います。現行組織と新組織を比較対照した図でござ

います。現行組織は、厚生労働省、農林水産省によりまして、食品の安全にかかわります

行政を遂行しているところでございますけれども、来年からの新しい組織といたしまして、

内閣府に、仮称でございますが、食品安全委員会を設置し、ここで食品のリスク評価を行

っていただくことになっております。

具体的な任務は、右側に記載されているものを現在検討しているところでございますが、

リスク評価機関たる食品安全委員会から、リスク管理機関である厚生労働省、農林水産省

に勧告がなされまして、その勧告を踏まえて、それぞれの省はリスク管理を行っていくと

いう形をとることといたしております。

また、農林水産省内の組織再編といたしましては、現在、食品のリスク管理と農業・食
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品産業の振興を同じセクションで行っている状況にございますので、これを分離する観点

から、新しく食品リスク管理を担当する局を要求いたしているところでございます。

また、政府全体の統一方針といたしまして、行政組織についてはスクラップ・アンド・

ビルドの原則が適用されますことから、食糧庁を廃止することといたしております。

３ページをごらんいただきたいと思います。「食品表示制度の信頼確保」の関係でござ

います。ことし２月以降、食品表示の偽装といった問題が出来したわけでございまして、

これにつききましては、さきの通常国会でＪＡＳ法の一部改正を行ったところでございま

す。さらに、③に出ておりますけれども、食品表示制度の一元的検討を行っておりまして、

具体的には、農林水産省、厚生労働省連携のもとに開催されております「食品の表示制度

に関する懇談会」で、先般、中間とりまとめが行われたところであります。この中間とり

まとめ等を踏まえまして、食品表示制度の具体的なあり方、各表示制度の整合的な運用や

表示に係る用語の統一等について、さらなる検討を行っていくことといたしているところ

であります。

４ページをごらんいただきたいと思います。２の「食料の安定供給システムと食料需給

の動向」についてであります。

（１）が「食品産業の現状」であります。見出しに注目していただきますと、「食料産

業における食品産業の概況」というネーミングを付しております。この「食料産業」とい

う言葉でございますけれども、①にありますように、食品製造業、食品流通業及び外食産

業等から成る食料関連産業と農・漁業で構成されるものとして、食料産業という形で把握

したらどうかと考えておりまして、そういった観点からいたしますと、消費者に安全・安

心な食料を供給する重要な役割を果たしているという姿がみえてまいります。例えば、国

内総生産約 513兆円のうちの52兆円を占め、「１割産業」でありますとか、あるいは、③

では、これは食品産業が中心になりますけれども、地域単位でみますと、北海道、東北、

四国、九州、沖縄といったところでは、地域産業として重要な地位を占めておりますし、

④では、それぞれの業種全体に占める就業者の地位としては極めて大きいものがあるとい

う姿になっております。

５ページをごらんいただきたいと思います。「食品の流通の多様化」の関係でございま

す。卸売市場を初めとして、多様な流通ルートが存在しているわけでありますけれども、

農業部門のコスト削減に加えまして、②に書いてございますが、「『食』と『農』の再生

プラン」に基づきまして、農林水産省に有識者による「食品流通の効率化等に関する研究
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会」を設置したところでございます。この研究会におきまして、年度内を目途に、卸売市

場のあり方を含めた食品流通の構造改革の方針をとりまとめる予定にいたしております。

６ページをごらんいただきたいと思います。「食料消費及び食生活の最近の動き」につ

いてであります。

「食料消費の動向」でございますけれども、右の表に示しましたとおり、近年は、厳し

い経済情勢を背景とした購入意欲の低下やデフレ下における食料品価格の低迷等を反映い

たしまして、低調に推移いたしております。

しかしながら、14年の欄をごらんいただきますとわかりますように、14年に入ってから

は実質食料消費支出は増加に転じている状況にあります。

また、下の②をみていただきますと、これは家計調査による１人当たり購入量の対前年

増加率をみたものでございますけれども、例えばお米やパン、めん類、生鮮魚介類につき

ましては、14年に入りましてから対前年同期比で増加に転化いたしております。このあた

り、消費の嗜好が変わってきたとみるべきなのか、あるいはデフレの影響がこういう形で

出てきているのかについてはなおさらに検討する必要があると考えております。

７ページをごらんいただきたいと思います。「食生活の変化」についてであります。右

側のグラフの下の方のグラフをみていただきますと、これは昭和45年と平成12年とを比較

したものでございまして、家計消費、加工・外食等消費別の消費量の変化であります。米、

野菜は、いずれも家計消費、加工・外食等消費合わせたベースで減少しているわけであり

ますけれども、もう一つは、お米の場合、他の食品に比べますとウエートが小さいのであ

りますが、加工・外食等の消費が堅調に増加している姿がみてとれます。

８ページをごらんいただきたいと思います。「世界の食料需給と我が国の食料自給率」

についてであります。

右側の「穀物等の国際価格の推移」の折れ線グラフをごらんいただきますと、上下変動

を繰り返しながら、総じて、2000年にかけて価格が低落していたところでありますけれど

も、2002年に入りましてからは、小麦、トウモロコシ、大豆、いずれも価格が上昇に転化

しております。

その要因といたしましては、①の下から３行目に書いてございますように、主に米国の

各穀物等の生産地帯における降雨や高温・乾燥気候等の影響から値を戻してきていると考

えられますし、②の文章、あるいは右側の真ん中の表でございますけれども、「世界の穀

物・大豆の需給動向」の2002年／2003年の予想の欄の期末在庫率をみていただきますとわ
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かりますとおり、近年の水準に比べまして、極めて低い水準に在庫率が低下しております。

こういったことが需給の引き締まり傾向、価格の上昇をもたらしているものと考えられま

す。

９ページをごらんいただきたいと思います。「食料自給率」についてであります。右側

に食料農水産物の自給率の推移を掲げております。上段は主要農水産物の品目別自給率、

その下に穀物の自給率、１つ置きまして供給熱量総合食料自給率、金額ベースの総合食料

自給率を掲げております。現在、農林水産省としては、「総合自給率」という場合、供給

熱量総合自給率を使っておりまして、現在の水準は40％というのがこれに当たります。他

方、国際的には穀物自給率が多く使われますけれども、これによりますと、我が国は27と

か28％といった水準になります。

なお、消費者サイドから、つまり購入ベース、金額ベースで自給率をとらえるという考

え方もありますが、それに近い概念のものは金額ベースの総合食料自給率になります。こ

れでみますと70％程度という水準に上がってまいります。これは、カロリーとしては極め

て低い野菜などは、金額としては高いものでありますので、金額ベースでありますとそち

らが効いてくるということになってくるわけであります。

10ページをごらんいただきたいと思います。「主要国の農政動向」であります。米国と

ＥＵについて、その推移をみたものでございますが、右側の表をごらんいただきたいと思

います。一番上が「米国の緊急農家支援策」ということで、1999年以降、追加的な財政支

援を行ったところでございます。アメリカは、５年ないし７年ごとに、一つのパッケージ

という形の農業法をつくりますけれども、現在の農業法は2002年農業法になります。この

農業法によりまして、さまざまな拡充を行っておりますけれども、最も強い保護と考えら

れますものがその表の３つ目の価格変動対応型支払いで、「新規施策」となっております

が、これは、昔やっておりました不足払いを実質的にここで復活させているところであり

ます。

ＥＵの共通農業政策についてでありますが、その下に「ＣＡＰ中間見直しの主な提案内

容」ということで、「欧州委員会提案（2002．７．10）」と書いてあります。これは、欧

州委員会が示したものを加盟各国がそれぞれ議論いたしまして、来年の３月までの間にお

おむねこの中間見直しの合意を得たいといった提案内容でございます。

１つはデカップリングでありますけれども、これは、面積・頭数当たりの直接支払いと

いう生産にカップルした支払いから、過去一定期間の支給実績を基準にした「生産とリン
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クしない」直接支払いへ移行するということで、これは、ＷＴＯルール上、削減義務のか

からない「緑の政策」とされているものであります。

それから、直接支払いから農村開発への予算シフトということで、いわゆる農業予算と

いう形で削減義務のかかる支払いから、削減義務のかからない農村開発予算に予算をシフ

トしていくという考え方をとっているところであります。

11ページをごらんいただきたいと思います。「ＷＴＯをめぐる動向」であります。第６

回、前回の施策部会で、国際部からＷＴＯ交渉の状況、各提案についてご説明申し上げま

したが、その後の話といたしまして、７月25日にアメリカが農業交渉新提案を行っており

ます。その内容は右側の下の表でございます。ポイントとなる点は、関税の引き下げにつ

いての部分が第１点であります。高関税ほど大幅な引き下げを行う方式により、５年間で

すべての関税が25％以下となるよう削減する案を提案しております。また、関税割り当て

につきましては、５年間ですべての関税割り当てのアクセス数量を20％拡大する等の提案

をしているところであります。

今後のスケジュールといたしましては、左側の⑤に書いてございますけれども、15年３

月末に、モダリティという約束の基準といったようなものなのですが、これが確立するこ

ととされております。また、ここに書いてございませんけれども、来年の９月、ＷＴＯ閣

僚会合がメキシコのカンクンで予定されておりますが、そのときまでに各国は、モダリテ

ィに従って、具体的な関税の引き下げ率やアクセス数量の拡大について提案することを求

められております。最終的には、16年末に、農業分野を含むすべての分野の交渉締結とい

うスケジュールが設定されておりまして、先ほど太田副大臣のあいさつの中にもございま

したけれども、我が国の主張が極力反映されるように粘り強い交渉を行っていく必要があ

ります。

12ページをごらんいただきたいと思います。第Ⅱ章「農業の持続的な発展と構造改革の

加速化」についてであります。

「農業生産の動向」の「13～14年度の動き」につきましては、①の文章、あるいは、そ

の右側にございます棒グラフと折れ線グラフの動向をみていただきますとわかりますとお

り、総じて、対前年を下回っているものが多いという状況にあります。

13ページをごらんいただきたいと思います。「農産物生産者価格の動向」についてであ

ります。農産物価格につきましては、①に書きましたように、野菜、畜産物について、一

部上昇したものはありますけれども、それ以外の作物が低下しましたことから、トータル
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で、前年に比べ 0.2％低下した状況にあります。

14ページをごらんいただきたいと思います。もう一つ、農産物価格とともに重要な要素

としまして、農業生産を行う上で、そのコストを左右する生産資材価格の動向をみてみま

すと、①に書きましたように、13年の農業生産資材価格（総合）は、いろいろな理由がご

ざいまして、最後の行でございますが、前年に比べ 0.4％上昇いたしております。14年に

入りましてからは、前年を下回る水準で推移しております。その結果、右側の２つ目の折

れ線グラフでありますけれども、農業の交易条件指数をみていただきますと、昨年、この

折れ線グラフをお示ししたわけでありますが、農業の交易条件指数はさらに悪化している

状態にあります。これにつきましては、昨年の13年度白書にも書きましたけれども、この

資材価格に対する取り組みを強化していく必要があるのではないかと考えているところで

あります。

15ページをごらんいただきたいと思います。「主要農産物」についての動向であります。

まず米でありますが、右側の折れ線グラフをみておわかりのとおり、米の消費は、昭和

37年度の 118.3キログラムから連続的に低下をみておりまして、12年度64.6キロまで減少

いたしております。

その一方で、２つ目の棒グラフでございますけれども、米の消費形態としまして、主食

用需要量の中で外食の米の使用料がふえていくという形で消費形態の変化を示しておりま

すし、その下には、「加工米飯の生産量の推移」という形で、無菌包装米飯なり冷凍米飯

といった付加価値をつけたお米といいましょうか、米飯が伸びているという姿がみてとれ

ます。

16ページをごらんいただきたいと思います。一方、米の生産動向でありますけれども、

右側の作況指数のグラフ、あるいは国内生産量のグラフをみていただきますと、水稲作付

面積が減少。これは生産調整を強化しているわけでありますけれども、作況指数が 100を

超えるという水準を続けておりますので、作付面積の減少分の効果が減殺されているとい

う姿がみてとれます。

このような形で、現在の生産調整の仕組みについては、②に書いてありますけれども、

さまざまな問題が指摘されているところでありまして、そういった問題を解決する観点か

ら、米政策の見直し検討を行っているところであります。検討の場といたしましては、３

行目にありますけれども、ことし１月に、学識経験者、生産者団体、地方公共団体等から

構成される「生産調整に関する研究会」が設置されておりまして、６月28日に中間的なと
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りまとめがなされたわけであります。この中間的とりまとめの内容につきましては、前回

第６回の部会で食糧庁から説明を申し上げたところであります。先般、この研究会が再開

されまして、11月末を目途に、米政策の抜本的な見直しのプログラムを策定・公表する方

向で現在取り組んでいるところであります。

17ページをごらんいただきたいと思います。米以外の麦、大豆、野菜、果実等主要な農

産物についての動向であります。

麦類につきましては、５行目から書いてございますように、あるいは右のグラフからも

わかりますとおり、収穫面積、収穫量等増加いたしているところでございまして、16年度

の政策目標値を上回る水準にまで生産が回復してきておりますけれども、必ずしも実需者

のニーズに合った生産となっていないという問題が指摘されております。

また、大豆につきましても、同様の問題を内包しているところであります。

18ページをごらんいただきたいと思います。18ページは、野菜、果実についての生産動

向でありますが、とりわけ野菜についてであります。野菜のパラグラフの下から４行目、

輸入についてであります。10年度以降、生鮮野菜を中心に大幅な増加傾向にありましたが、

13年度は、前年に比べ、野菜全体で 2.5％の減少となっております。こうした中で、輸入

先としては、中国が増加傾向を続けておりまして、13年においてもその割合を伸ばしてい

るところであります。

19ページをごらんいただきたいと思います。畜産物の生産動向でありますが、とりわけ

牛肉の需給動向についてご説明申し上げます。①のところでありますが、13年９月に我が

国で初めて確認されたＢＳＥの発生後、牛肉の家計消費量は、消費者の牛肉に対する不安

から大幅に減少したところでありますが、屠畜場におけるＢＳＥ全頭検査体制が確立した

こと等もありまして、11月以降、回復傾向に転じております。現状は、対前年同期比８な

いし９割程度の水準で推移しているところであります。

20ページをごらんいただきたいと思います。畜産物の生産にとりまして何よりも重要に

なるのが飼料、エサでありまして、特に国内生産の取り組みが肝要になるわけであります。

③に書きましたが、水田等既耕地の活用、あるいは耕畜連携の推進の観点から、通常の水

稲の栽培方法を準用でき、かつ湿田でも生産できる稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレ

ージ）が注目されておりまして、政策的な支援を行っていることもございますが、13年に

はその作付面積は 2,000ヘクタールを超え、対前年比 373.7％という状況になっておりま

す。
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また、酪農でみた場合の飼料生産でありますが、右側の折れ線グラフをごらんいただき

ますとわかりますとおり、横軸が１戸当たりの飼養頭数、縦軸が１戸当たりの飼料作物作

付面積でございますが、近年、とりわけ10年以降、角度が急になっているさまがみてとれ

ます。これは、１戸当たり飼料作物作付面積の伸びが大きくなった結果、１頭当たりの作

付面積が拡大している様子を示しております。

21ページをごらんいただきたいと思います。以上のような農業生産を現実に担うのが農

業経営、あるいはその基盤になるわけでありますけれども、平成13、14年度の農家の動向

をみていきますと、①に記載しましたが、販売農家は 224万 9,000戸で 1.9％の減少。②

ですが、販売農家を主業、副業別にみた場合、農業所得への依存度が高い主業農家の減少

が続いておりまして、10年には20.6％の水準まで低落いたしております。他方、副業的農

家の場合には、年々その割合が上昇いたしております。

また、農業労働力につきましても、農業就業人口、基幹的農業従事者も引き続き減少い

たしておりまして、とりわけ、農家世帯員の就業状態でみますと、７～12年においては、

55から69歳の階層で「仕事に従事しなかった」者が減少し、「農業のみに従事した」者が

増加する傾向が強まっておりまして、こういった形で、農業労働力の高齢化は引き続き進

行しているという形であります。

22ページをごらんいただきたいと思います。「農家経済の動向」についてでありますが、

右側の「農家経済の動向」の表をごらんいただきたいと思います。農業粗収益、農業経営

費、農業所得と出ておりますけれども、とりわけ農外所得の欄に注目していただきたいと

思います。平成13年実績は 475万円強でありますけれども、10年、11年、12年、13年、14

年と連年対前年減が続いております。これは、③の下から４行目のところでありますけれ

ども、「農家総所得の約６割を占める農外所得については、景気後退期に入った３年度以

降、５年度から７年まで減少が続き、８、９年とほぼ前年並みの水準を維持したものの、

10年以降再び減少に転じており、14年に入ってもこの傾向は続いている」ということで、

農外所得の減少がかなり顕著な姿になりつつあります。

23ページをごらんいただきたいと思います。そういった農家、あるいは農業経営をめぐ

る経済状態の中で、農業の担い手、あるいは経営の現状はどのようになっているのかをみ

たものでございます。

右側のグラフのうち、上段の左側でありますが、これは、総農家数減少率と経営耕地面

積減少率の相関の推移を昭和50年から平成12年までプロットしたものであります。目盛り
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に注目しながらみていただきたいのですけれども、45度線よりも下にあるということは、

農家減少率の方が経営減少率よりも大きいということになりますから、基本的には１戸当

たりの経営の拡大という方向を示しておりますが、その動きが平成２年～７年の点から平

成７年～12年と上方に動き始めているということでありまして、今までの右上から左下に

動くという動きとの違いが顕著にみてとれます。

右側の「経営部門別の農家戸数及び１戸当たり収穫規模の推移」でございます。破線は、

乳用牛について、昭和60年、平成２年、７年、12年について、農家戸数と１戸当たりの収

穫ないし飼養規模をみたものでございまして、左上がりのカーブを示しているのは、農家

戸数は減っているけれども、１戸当たり頭数はふえているということですから、ある意味

での構造改革、構造改善が進んでいるということを意味しております。が、その中で水稲

について注目していただきますと、同じ年次をとっていきますと、基本的には横ばいの状

態になっているという姿がみてとれます。

下の「経営耕地規模別の階層間移動の状況」でございますが、横軸は経営の規模、縦軸

は、どういう移動をしているかのパーセンテージ。下の「上位階層販売農家への移動」は、

規模の小さいところから大きいところに農地が移動したということを意味します。「変動

なし」は変わらなかった。「下位階層販売農家への移動」は、規模の大きいところから小

さい方に規模の縮小が起こっているということを意味します。それから、「自給的農家へ

の移動及び離農」ということで、こういう形になっています。総じていえば、規模の大き

い階層においても、下位階層への移動が顕著になっているのではないかということが示唆

されているところであります。

⑤でありますが、以上の動きは、農業の構造改革にとって後退的な動きとして懸念され

るものであります。したがいまして、農業法人の育成、新規就農者の確保、認定農業者へ

の農地の集積等により、企業的農業経営の展開を図っていくことが必要であると考えてお

りまして、このためには、農地制度の見直しを初めとする制度・政策改革を行って、意欲

のある経営体が農業生産の大宗を担う農業構造を確立することが重要と考えております。

とりわけ稲作につきましては、米政策の再構築の一環として、望ましい農業構造の実現に

向けた改革を加速するための具体的政策の検討を進める必要があると考えております。

24ページをごらんいただきたいと思います。「新規就農者の動向」であります。右側の

表、グラフの欄の真ん中の折れ線グラフでありますが、これは、「新規就農者が早期に経

営を安定させるために重要と考えていること」ということで、複数回答でございますが、
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新規参入者の非農家出身者、離職就農者、新規学卒者についてみたものであります。とり

わけ、近年その数が増加しております非農家層からの新規参入者の意向をみていただきま

すと、農地のあっせん・紹介、住宅のあっせん・紹介、営農資金の支援といった意向が強

く示されておりますので、今後、新規就農対策については、こういった意向を踏まえた支

援を行っていく必要があろうかと思います。

女性農業者の関係でありますけれども、基幹的農業従事者の46.5％を占めている。そう

いった意味では農業経営にとって極めて重要な位置をなしているわけでありますが、残念

ながら、農村社会での方針決定過程への参画状況をみてみますと、女性農業委員の場合、

数といたしましては、改選前の２倍の 2,166名となっておりますけれども、その割合は全

体の４％未満といった形で、さらに農協の役員といったものも右の表に整理いたしており

ます。今後はなお一層、女性の社会参画及び経営参画促進のための総合的な対策を推進し

ていく必要があると考えております。

25ページをごらんいただきたいと思います。農業の担い手として注目しております認定

農業者についてであります。認定農業者の推移等整理いたしておりますけれども、③に整

理いたしましたとおり、認定農業者制度につきましては、市町村ごとにその運用にばらつ

きがあるとの指摘がございますので、そういった問題について十分検証し、見直しを行っ

ていくことといたしております。

26ページをごらんいただきたいと思います。「大規模経営の現状」ということで、これ

は昨年の白書も分析したところでありますけれども、さらに検討を深めてまいりたいと思

っている分野でございます。③に書きましたが、経営耕地面積10ヘクタール以上の稲作単

一経営における稲作部門の損益分岐点比率、その右側にグラフがございますけれども、こ

れによってみますと、米価の下落傾向を背景に上昇する傾向にあり、大規模経営において

も、デフレ下における農産物価格の低迷が農業経営に悪影響を与えつつあることがうかが

われております。

27ページをごらんいただきたいと思います。法人化の関係であります。①のパラグラフ

の４行目でありますが、昨年の３月の改正農地法の施行によりまして、一定条件のもとで

株式会社の形態が選択可能となったところでありまして、７月現在で27経営体の参入をみ

ております。

法人化につきましては、いろいろなメリット等がいわれているところでありますけれど

も、④に書きましたが、農林水産省におきましては、ことし６月に、「経営の法人化で拓
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く構造改革に係る有識者懇談会」において、構造改革特区の活用も含めて、農地法全般に

わたる評価・検討を行っているところであります。

28ページをごらんいただきたいと思います。「農地の確保と有効利用」の関係でありま

すが、右側の真ん中のグラフをごらんいただきたいと思います。「農地の所有割合の推移

（都府県）」でありますが、平成２年、７年、12年と販売農家のシェアが小さくなってお

りまして、それとは逆に、農家以外の農業事業体は小さいのですけれども、自給的農家、

土地持ち非農家の割合がふえております。こういった方々の農地は、一般的には、②に書

いてございますけれども、貸し付けに回っていくという意味で、規模拡大、あるいは農地

の集積に貢献している部分があるのですが、他方、かなりの割合で耕作放棄地に向かって

いる部分であります。でありますので、ここの問題に取り組むことが肝要になっていると

ころであります。

以上申し上げたような事態を踏まえまして、④に書きましたが、14年６月に「農山村地

域の新たな土地利用の枠組み構築に係る有識者懇談会」を設置いたしまして、農地の適切

な保全、農山村地域への多様な参画等を実現するための検討を行っているところでありま

す。

そこに特区についても書いてございます。農業関連についての特区は、企業等の農業参

入、都市住民が小規模農地を保有して農業を行うことを認める特区等で94の提案が寄せら

れているところであります。

お手元の資料の中の参考資料10をごらんいただきたいと思います。参考資料10は、「構

造改革特区推進のためのプログラム」、平成14年10月11日、構造改革特区推進本部という

ところの決定文書であります。本部長は内閣総理大臣で、全閣僚が本部員になっているも

のでありますが、このプログラムによりまして、構造改革特区についての今後の手順等が

明らかにされております。

まず第１点目は、１の「構造改革特区制度の骨格」というところでありますけれども、

以下の方針で基本的枠組みをつくるということでありまして、（１）でありますが、「以

下を内容とする、構造改革特区推進のための一本の法律（以下『特区法』という。）の制

定を図る」ということで、今臨時国会において、構造改革特区の法案を提出することとい

たしておりまして、現時点では、11月８日閣議決定を目指して、現在、政府部内の調整を

行っているところであります。

仕組みは、①の内閣総理大臣が構造改革特区基本方針を策定・公表するということ。次
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の２ページでありますが、地方公共団体は、その基本方針を踏まえまして、構造改革特区

計画を総理大臣に申請することとされております。そして、④に、総理は、認定に当たり

まして、その規制の特例措置に関する事項について、関係行政機関の長の同意を求めるこ

ととし、同意が得られた後、⑥に書いてございますように、認定を行います。この認定に

よりまして、計画に定める規制の特例措置が構造改革特区において適用される。その効力

が発生するということであります。

第２点目は、（３）のところでありますけれども、特区制定後も、定期的に、地方公共

団体や民間事業者等から、構造改革特区において実現すべき規制改革の要望を受け、基本

方針の改定を行うということでございます。

３ページをごらんいただきたいのですが、その追加提案につきましては、３の「今後の

スケジュール」の⑥をごらんいただきたいと思います。本プログラムに掲載されていない

規制については、平成15年１月15日を期限として、再度、地方公共団体及び民間事業者等

から提案を受け付けるということであります。

⑦でありますが、「法案成立後、１年以内に構造改革特区において実施される規制の特

例措置の効果、影響等を評価するための体制を定める」ということで、１年後にレビュー

をし、評価をすることになっております。

ちなみに、さらに繰っていただきますと別表がございますけれども、別表１は、「構造

改革特区において実施することができる特例措置」ということで、農林水産省関係のもの

をここに掲げております。そこに掲げているのは、次のページまで４項目になっておりま

すけれども、内容的には、1001番の「農業生産法人以外の法人の農業への参入を容認」す

るというものと、1002の「特定農地貸付けによる市民農園の開設主体を、地方公共団体及

び農業協同組合以外の者に拡大」するというこの２点が法律による特例措置を講じるもの

でございます。1003と1004は、保安林の解除に係る要件緩和で、これは通達の改正によっ

て行うこととしているところであります。

以上のような形で、特区につきましては、農業生産法人以外の法人の農業への参入の道

を広げていくという形で取り組むことといたしております。

もとの参考資料１に戻っていただきたいと思います。29ページをごらんください。「農

協の現状」についてであります。先ほどの農業の交易条件のところにも、文章編では多少

書いてございますけれども、農協の果たす役割・機能は大きいものがあるわけであります。

現在、農協を取り巻く事情はさまざまな要素があるわけでありますけれども、「農協の
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課題」といたしまして、左側の文章の最後のパラグラフの５行目に書いてございますよう

に、「特に、営農・経済事業の改革については、まだ具体的な成果が出ていないことなど

から、今後、消費者ニーズに対応した農産物の生産・販売や生産資材コストの削減を求め

る国民の声を踏まえながら、改革を強力に実行していくことが重要である」ということで、

１行置きまして、９月27日に「農協のあり方についての研究会」を設置したところであり

まして、年度末までに改革の方向をとりまとめることといたしております。

30ページをごらんいただきたいと思います。「農村と都市の共生・対流と循環型社会の

構築」という第Ⅲ章であります。１の「農業と環境の関わり」、（１）の「農業の自然循

環機能の維持増進」につきましては、「農業が環境に及ぼす影響」や「農業の有する多面

的機能」「農業に期待される役割」について記述をいたしております。

31ページをごらんいただきたいと思います。31ページは、「バイオマスの利活用」とい

うことで、「バイオマス利活用の意義」、あるいは「バイオマス利活用にかかる技術開発

の現状」について紹介を申し上げているところであります。このバイオマスにつきまして

は、第６回の施策部会におきまして、「バイオマス・ニッポン総合戦略」の骨子をご紹介

申し上げまして、年内に関係各省と共同で「バイオマス・ニッポン総合戦略」を策定する

ということで、今、検討を行っているところであります。

32ページをごらんいただきたいと思います。そのバイオマスの中の１つとして家畜排せ

つ物、もう一つが食品廃棄物、これらを再生利用していくことが重要でありまして、それ

らについての現状の取り組み等をここでご紹介申し上げております。

33ページをごらんいただきたいと思います。２として「農村の現状」についてでありま

す。右側に「三大都市圏と地方圏の人口移動の推移」を示しておりますけれども、農村部、

いわゆる地方圏の人口は一貫して減少傾向にあります。

また、「農業集落の状況」についてみてみますと、そのパラグラフの下から３行目であ

りますが、人口の減少している地域では、集落として水路を管理していないものの割合が

約３分の１を占めるなど、集落機能の低下が懸念される状況にあります。

また、「生活環境施設等の整備状況」につきましては、大都市、中都市に比べまして、

町村部の整備水準が低いといった状況に引き続きあります。

34ページをごらんいただきたいと思います。３の「循環型社会の実現に向けた農村の振

興」についてでありますが、ここでは、農村と都市の共生・対流について、都市部の住民

の方々の意向をご紹介申し上げているところであります。
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35ページをごらんいただきたいと思います。35ページは、「農村の魅力の向上」という

ことで、さまざまな分野において農村の活性化が必要であるということで、「自然との共

生の推進」や「高齢化への対応」といった課題について、取り組み状況をご紹介申し上げ

ております。

最後の36ページでありますが、「就業機会の創出」ということで、農業から加工・流通

・販売までを含むアグリビジネスの展開という形で雇用の場を確保するといったことであ

りますとか、「情報化の推進」「農村の活性化の方向性」といったものをここでご紹介申

し上げているところであります。

以上が「食料・農業・農村の現状」についてであります。

このような現状を踏まえまして、「資料」をごらんいただきたいと思います。「『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（案）」であります。ただ

いまご説明申し上げました13年から14年度の食料・農業・農村の現状を踏まえて、15年度

の講じようとする施策のあり方を検討していく必要があるわけであります。そこで、お手

元の資料の中の参考資料２の２で、「平成13年度農林水産省政策評価結果の反映状況」と

いう資料を用意させていただきました。内容的には、前回の第６回施策部会で、13年度政

策評価の結果についてご説明申し上げまして、その評価結果を15年度概算要求にどのよう

な形で反映させていったか、つまり、見直し、あるいは廃止といったものをどういう形で

反映したかというものをとりまとめたものでございます。

また、参考資料７は「『食』と『農』の再生プラン」、参考資料８は「『食』と『農』

の再生プラン工程表のポイント」、参考資料９は「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針2002」ということで、これらの資料につきましては、前回第６回施策部会でご紹介申

し上げたところであります。

以上のような施策のありよう、方向性といったものをお示ししているわけでありますの

で、15年度の講じようとする施策の構成案につきましては、１の「基本的考え方」で対応

していきたいと考えております。食料・農業・農村政策は、政府全体として推進していく

必要があるものであることから、「講じようとする施策」は、食料・農業・農村基本計画

に基づき関係府省が次年度に取り組むこととしている施策を総合的に記述することとした

いと考えております。

構成につきましては、基本計画に沿ったものとしつつ、政府の施策体系全体における食

料・農業・農村施策の位置づけ等を国民に明確に示す観点から、「経済財政運営と構造改



- 18 -

革に関する基本方針2002」「『食』と『農』の再生プラン」等直近の政府の基本方針を反

映させたものとするということであります。

また、「以下の点に留意する」ということで３点記述しております。

こういった考え方に立ちまして、次のページでありますが、「構成（案）」であります。

例年同様、冒頭に「概説」を置きまして、本編に入る前に、「特集」という形で「『食』

と『農』の再生」を掲げております。ここに掲げておる柱の立て方は、「『食』と『農』

の再生プラン」の柱の立て方に準拠して、ここで施策を一たん整理いたしまして、その上

で、ローマ数字のⅠ以降、「食料自給率の目標の達成に向けた消費及び生産に関する施

策」以降の柱立ては、食料・農業・農村基本計画の柱立てに準拠いたしまして、施策を体

系化していく。こういった構成案にしていきたいと考えているところであります。

このような構成案を前提に、農林水産省関連の主な施策についてとりまとめたものが参

考資料２の１であります。そちらをごらんいただきたいと思います。

まず、「特集」の「『食』と『農』の再生」関係では、「食の安全と安心の確保」とい

うことで、「食の安全と安心のための法整備と行政組織の構築」「『食卓から農場へ』顔

の見える関係の構築」ということで、トレーサビリティシステムの導入について記述して

いきたいと考えております。この点につきましては、前回の施策部会で、平野委員、甲斐

委員、畑中委員からご指摘を賜っておりますので、そういったことも念頭に置きながら記

述してまいりたいと考えております。

次のページでありますが、「『食育』と『リスクコミュニケーション』の推進」という

ことで、「リスクコミュニケーション対策の強化」からるる施策を記述しておりますけれ

ども、一番下の「『食育』を推進する国民的な活動の展開」といった点につきましては、

前回の施策部会での田中委員、平野委員のご指摘等も踏まえながら記述していきたいと考

えております。

３ページの「農薬の安全確保対策」、あるいは「食品表示の信頼の回復」につきまして、

「食品表示適正化対策」「分かりやすい食品表示の推進」等について記述することといた

しておりますが、とりわけ「分かりやすい食品表示の推進」につきましては、前回部会で

山田陽子委員からのご指摘がございましたので、そのご指摘の点も踏まえて記述してまい

りたいと考えております。

４ページでありますが、「新鮮でおいしい『ブランド・ニッポン』食品の提供」という

ことで、「新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物の供給体制の確立」について記
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述することとしておりますけれども、この点につきましては、前回部会でも堀江委員から

ご指摘がございましたので、ご指摘を念頭に置きながら整理していきたいと考えておりま

す。

５ページは、「農業の構造改革の加速化」「農業経営の株式会社化等で拓く構造改革」

であります。６ページに「農協系統組織の改革」「米政策の大転換」「構造改革に伴うセ

ーフティーネットの創設等」、７ページに「農山漁村の新たな土地利用の枠組み構築」、

８ページは、３として「都市と農山漁村の共生・対流」で「都市と農山漁村で行き交う

『わがふるさと』づくり」「『ｅ－むらづくり計画』の推進」「地球にやさしい生物エネ

ルギー・資源の有効活用」、９ページに「『美しい自然と景観』の維持・創造」、10ペー

ジに「ＷＴＯ交渉における積極的取組」を記述してまいりたいと考えております。

11ページ以降は、食料・農業・農村基本計画の柱立てに準拠した本編になりますけれど

も、ローマ数字のⅠの「食料自給率の目標の達成に向けた消費及び生産に関する施策」、

Ⅱの「食料の安定供給の確保に関する施策」、12ページをごらんいただきたいのですが、

Ⅲといたしまして「農業の持続的な発展に関する施策」、Ⅳといたしまして「農村の振興

に関する施策」、13ページをごらんいただきまして、Ⅴといたしまして「団体の再編整備

に関する施策」、Ⅵとしまして「その他重要施策」、Ⅶとしまして「食料、農業及び農村

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための取組」といった形で主な施策を整理し、

こういった考え方で「講じようとする施策」を編成してまいりたいと考えているところで

ございます。

農林水産省からは以上でございます。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

続きまして、参考資料３の内閣官房関連の施策のポイントについて、内閣官房の担当者

の方からご説明をお願いいたします。

○内閣官房担当者 お手元の参考資料３をごらんいただきたいと思います。１枚紙でご

ざいます。内閣官房関連の施策でございますけれども、「食の安全と安心の確保」という

ことで、１つには、先ほど農林水産省の企画評価課長からもお話がございましたように、

「食の安全と安心のための法整備と行政組織の構築」ということで、まず、消費者の保護

を基本とした包括的な食品の安全を確保するための法律として、食品安全基本法を制定す

るということ。

それから、行政組織といたしまして、消費者の健康保護を最優先に、食品安全行政にリ
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スク分析手法を導入し、食品の安全に関するリスク評価を行う食品安全委員会を新たに内

閣府に設置するということでございます。

食品安全基本法、食品安全委員会の設置に関しましては、来年１月から始まります通常

国会に法案を提出し、平成15年度に食品安全委員会を設置することになってございまして、

現在、内閣官房で準備を進めているところでございます。

２つ目には、「『リスクコミュニケーション』の推進」ということで、消費者等の関係

者の間で幅広い意見や情報の交換を実施するということで、新たに設置されます食品安全

委員会は、みずから行うリスク評価について、リスクコミュニケーションを行うとともに、

リスクコミュニケーション全体の総合的マネジメントを実施する。

それから、総合的なリスクコミュニケーションとしまして、委員会を中心に、リスク管

理を担う農林水産省、厚生労働省といった行政機関、消費者、生産者等幅広い関係者を集

めた意思疎通の仕組みを構築するということでございます。

ポイントは以上でございます。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

続きまして、参考資料４の国土交通省関連の施策のポイントについて、国土交通省の担

当者の方からご説明をお願いいたします。

○国土交通省担当者 参考資料４に基づいてご説明申し上げます。

先ほどの施策の構成（案）のⅣ章「農村の振興に関する施策」に関連するものを中心に

整理いたしております。基本的な考え方としては、農村振興に不可欠な生活環境の整備、

また、都市と農村の連携・交流を促進するといった観点からの施策を進めることといたし

ております。

ページが打ってございませんが、１ページをごらんいただきますと、「農村の総合的な

振興」というところでは、農業を含めまして、「多様な産業の振興を図る道路ネットワー

クの整備」、あるいは「下水道普及の推進」、また、一番下でございますけれども、地形

的な制約を克服して交流を進めるという意味でのトンネルや橋梁の整備といったものを進

めることといたしております。

１枚めくっていただきまして、２ページ目ですが、ここでは、田園居住を含む住宅関係

の施策、災害防止という観点からの安全確保、災害防止という観点からの施策といったも

のを整理いたしております。

３ページ目ですが、地域生活用水を確保する対策、情報化を念頭に置きました光ファイ
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バー、あるいはその収容空間ネットワークの整備・開放といったことを進めることといた

しております。

４ページ目、「中山間地域等の振興」というところでございますが、過疎、山村振興、

半島振興、豪雪地帯対策といった地域振興対策を進めてまいるということでございまして、

特に道路整備を中心とした整備を進めてまいります。

また、その下の「都市と農村の交流」というところでございますけれども、都市と農山

漁村との交流・連携の推進を多様な主体により進めるための地域づくり活動への支援に取

り組んでまいることといたしております。

５ページ目の上から２つ目に「『道の駅』の整備」というのがございますけれども、地

域振興施設と一体的に「道の駅」を整備するといったことにも引き続き取り組んでまいる

ことといたしております。

主な点は以上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

続きまして、参考資料５の文部科学省関連の施策のポイントについて、文部科学省の担

当者の方からご説明をお願いいたします。

○文部科学省担当者 参考資料５に基づきまして、15年度施策につきましてご説明した

いと思います。

まず、「『食』と『農』の再生プラン」に準じた施策といたしまして、「食の安全と安

心の確保」という項目の中で「食育」の推進というものがございまして、このために、例

えば食に関する正しい知識の習得や望ましい食習慣の育成を図るという目的のために、こ

れまで小学校高学年、あるいは中学生用に食に関する教材をつくってきたところでござい

ますけれども、新たに、15年度におきまして、小学校低学年を対象といたしました学習教

材を作成したいと考えておるところでございます。

また、学校給食におきましても一層の安全確保を図るために、例えば安全な食品の選定

方法など、安全・安心な学校給食の実施につきまして、総合的な調査研究を行うこととし

ているところでございます。

もう一つ、「『食』と『農』の再生プラン」に準じた項目といたしまして、「都市と農

山漁村の共生・対流」がございます。こちらには５つほど政策を掲げさせていただいてお

りますが、基本的に体験活動の推進ということで、まず、小・中学校における体験活動を

推進するために、新たに、都市部と農山漁村との交流を図るための「地域間交流推進校」
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を設けたり、これまでもやってきておりますけれども、体験活動の総合的な推進のための

モデル事業、あるいは長期自然体験活動の推進ということで、青少年が野外活動施設や農

家などで、２週間程度の長期間、農林漁業体験活動等の自然体験活動に取り組む事業につ

いて助成していきたいと考えておるところでございます。

また、体験型環境学習の推進といたしまして、農水省など関係省庁と連携いたしまして、

地域の身近な環境、例えば森林や漁港、用水路などをテーマといたしまして、体験型学習

につきまして推進していきたいと考えております。

ふるさと文化につきましては、文化再興ということで、地域において守り伝えられてき

た祭礼行事、民族芸能等の継承・発展を図るために、伝統文化の保存・活用のための事業

を支援していきたいと考えております。

次、１ページめくっていただきまして、これは基本計画の項目に準じた施策でございま

す。Ⅲの「農業の持続的な発展に関する施策」の中で、「人材の育成及び確保」というこ

とで、農業高校、あるいは水産高校など専門高校と小・中学校との連携によりまして、例

えば小・中学生の農業体験活動について、農業高校生に指導を行ってもらうような実践的

な調査研究を実施したいと考えております。

また、新規就農者の確保ということで、農業高校と農業大学校との連携につきましても、

さらに努めていき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。

続きまして、参考資料６の厚生労働省関連の施策のポイントについて、厚生労働省の担

当者の方から説明をお願いいたします。

○厚生労働省担当者 それでは、参考資料６で、平成15年度、厚生労働省関連で講じよ

うとしています施策について、あらましご説明いたします。

資料の上半分ですが、１つ、「食の安全と安心のための法整備と行政組織の構築」とい

うことでございます。

１つ目、食品衛生法の抜本改正を来年の通常国会に提出する予定にしています。この中

で、食品の安全に係ります基準、あるいは体制の整備を法制上も強化するとしています。

具体的には、各ポツで列挙しておりますように、例えば残留基準が設定されていない農薬

につきまして、食品中への残留を禁止する措置を法制上導入いたします。あるいは、現在、

既存添加物ということで経過措置的に使われております添加物につきましても、その安全

性の確認の徹底を行い、安全性に問題があれば使用を禁止していく。あるいは大規模・広
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域食中毒に対します各自治体の指示等の危機管理体制の強化、また、総合衛生管理製造過

程、いわゆるＨＡＣＣＰの承認施設につきまして、監視の強化を行う。食品衛生法改正と

いたしまして、こういった点を次期通常国会に提出する予定にしているところでございま

す。

あわせまして、厚生労働省の医薬局・食品保健部の組織再編につきまして、現在、医薬

局・食品保健部で食の安全の関係の企画立案等しておりますが、食の安全にかかわります

問題につきましても、医薬局を挙げて対応する体制を構築するということで、来年度、追

加の組織要求という予定をしています。仮称でございますが、医薬局を医薬食品局に改め、

食品保健部を食品安全部と改めるとともに、新たに大臣官房参事官を局に設置いたしまし

て、全国的な食に起因します健康被害の発生、あるいは中国による冷凍ホウレンソウのよ

うな輸入食品問題につきまして、局を挙げて対応する体制を構築したいと考えております。

「食育」につきましては、後ほど別な局から説明させていただきます。

その次の欄でございますが、「『リスクコミュニケーション』の推進」ということで、

先ほど内閣官房からございましたように、来年度、食品のリスク評価を行う機関として食

品安全委員会が設置されます。厚生労働省、あるいは農水省はリスク管理機関という立場

になるわけですが、リスク管理機関としての厚生労働省として、消費者等とのリスクコミ

ュニケーション、情報の提供、あるいは消費者等からの意見等をお聞きするという形で、

組織的には、医薬局に食品リスク情報官という職を設置いたしまして、ここを拠点に、シ

ンポジウム、あるいは意見交換等を行って、コミュニケーションの実を上げたいと考えて

おります。

次の項でございますが、「食品表示の信頼の回復」ということで、現在、食衛法とＪＡ

Ｓ法等にまたがっております食品表示制度は、なかなか全体でわかりにくいというご批判

もございます。来年度、農水省の消費技術センターとの連携のもとに、表示について、一

元的に消費者等に説明できる、相談に応じることができる体制を構築したいと考えており

ます。

大きなⅡの方でございますが、「食品の安全対策の強化」でございます。これは、来年

度の予算要求、あるいは組織要求の関連の事項を列挙しております。

１つは、ポツ１でございますけれども、さきの通常国会で食品衛生法の改正をいたしま

したが、食品衛生上の危害発生防止のための輸入禁止措置の導入に伴う実施体制の整備。

これは、特定の国、あるいは地域の特定の食品につきまして、食品衛生法、例えば残留農
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薬基準違反等が一定の率に達した場合、一定の要件を経まして、その食品につきまして輸

入そのものを禁止する措置をとることができるよう、さきの通常国会で改正されておりま

す。これに伴いまして、この発動に向けた必要な調査費等を来年度の予算で要求している

わけでございます。

その他、検疫所におきますモニタリング検査の強化、輸入食品の監視支援システムの機

能強化、また、先般、中国のダイエット食品の問題が大きくクローズアップされましたが、

健康食品につきましても、情報収集・提供体制の整備、あるいは監視強化等の必要な予算

を要求しております。

昨年度に引き続き、食肉に関しましては、ＢＳＥ対策の推進。内容的には、全頭検査の

キットの費用、あるいは検査機の整備等実施する予定にしております。

輸入食品につきまして、検疫所等の監視体制の強化ということで、来年度、検疫所の国

家公務員である食品衛生監視員の15名の増員を現在要求しているところであります。

その次は、「食品の安全性確保にかかる研究の充実」ということで、ＢＳＥの感染メカ

ニズム、異常プリオンの検査方法、遺伝子組換え食品の定量検査方法、添加物の分析方法

等につきまして、研究費を要求していくこととしております。

その他、食生活指針等につきましては、別の担当からご説明させていただきます。

○厚生労働省担当者 「食生活指針の普及・定着」につきましては、今現在、文部科学

省、農林水産省さん、私どもの３省で連携して進めているわけでございますが、「食育」

のあり方も含めまして、引き続いて推進に当たっていきたい。特に、国民一人一人が食生

活改善への自覚を高めること、さらには、こういった事業について、主体的に取り組むこ

とをねらいといたしまして、それぞれの地域特性に応じた活動を推進していくことを継続

してまいり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。

以上の事務局からのご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。どなたからでもどうぞ。

○山田（陽）委員 まず、食品表示につきましては、しつこいようですけれども、クイ

ズ番組の問題になるようなあいまいな表示ではなくて、本当に消費者がみてすぐわかるよ

うな、例えば生鮮と加工とのすみ分けがはっきりわかるような表示にしていただきたいと

思います。

もう一点ですけれども、参考資料２の１の最初の方に「飼料の安全性の確保」というこ
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とがあります。参考資料１の30ページの②に「化学肥料投入量の拡大に伴う影響が懸念さ

れている」ということがありますけれども、ＢＳＥのときに、どんな飼料が使われている

かということは、私たち消費者には到底知るすべがないわけですよね。当然安全だと思っ

ているわけですけれども、今、私がとても不安に思っているのは、エサに使われている抗

生物質なのですね。近年騒がれておりますＭＲＳＡの院内感染は、私は病院内のことだけ

だと思っておりましたらそうではなくて、市中耐性菌という形で私たちの身近にたくさん

出てきてしまっている。どうもそれは特に鳥肉、ブロイラーが原因ではないかということ

で、青森県にあるトキワというところは、一元管理をすることですべての抗生物質をやめ

たら全くなくなってしまったというお話を伺ったのですけれども、わからないところで抗

生物質が多量に使われて、そのために耐性菌がどんどん、どんどん出てしまうというのは

とても不安なのですね。この辺のところは、当然、所轄のところが調査をしたりしている

と思いますけれども、くれぐれも安全性の確保というところに気をつけていただきたいと

思います。

文科省の方がいらしているので、ぜひお願いしたいことなのですけれども、前にどなた

かがいらしていたときに、「食生活に関する教育の充実」というところで、盲学校や聾学

校、養護学校にもその辺をきちんとやっていただけるのだろうかという質問をいたしまし

て、終わってから「大丈夫です」というしっかりしたお返事をいただいて安心したのです

が、その後で私が養護学校の先生たちに聞きましたら、実はそうではないのだと。省庁か

ら配られた学習教材はあるのだけれども、それぞれの養護学校において、生徒に応じたも

ので構わないということで、それは実質使われていないということなのですね。確かに国

語や数学といったものは、それぞれの発達程度に応じたものにすみ分けなくてはいけない

と思うのですけれども、こと、「食」に関しては、命につながることですので、いろいろ

な方法を使って、同じように子供たちに伝える努力をしていただきたいと思います。

それに関連して、これは各都道府県の教育委員会の担当者の方の裁量によって格差が非

常にあるのですけれども、最近、例えば視覚障害の子供が盲学校に行くのではなくて、普

通校で一般の子供たちとともに学ぶことができるようになってきています。ところが、普

通校に入った盲人の生徒に対して、点字の教科書が与えられないのですね。要するに、そ

れが欲しければ盲学校に行けばいいということで、では、普通校に入った子供はどうして

いるかといったら、点字の教科書は非常に高額で、普通の方たちがそれを手に入れること

はなかなかできないので、私が知っている例では、結局、ボランティアの人たちが教科書
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を点字にして、それを図書館に貸して、その生徒は図書館から借りるという形で教科書を

使うわけですね。私は、普通校に行った子には、やはり同じように学べるだけのものをし

ていただきたいと思います。ですから、「食」に関しても、もし普通校に入った盲人の子

がいたら、点字のものやテープのものでサポートするような対策にしていただきたいと思

います。

最後に、厚生労働省の方がいらしているので、食品の表示ということでお願いしたいの

は、食品添加物の表示が非常に不明瞭ということがあります。一括用途名で示されるため

に、一体これは何が使われているのかということもありますので、この辺のところも消費

者がわかりやすいような表示をぜひご検討いただきたいと思います。

○斎藤専門委員 「食料・農業・農村の現状」というのは、白書の基本になる部分があ

るわけでございますが、まず最初に、４ページで「食料産業」という概念を出されている

わけですね。これは、食品産業に対して食料産業。これは英語にしてどうなのかわかりま

せんけれども、これまでの流れで、むしろ「フードシステム」というのが使われてきたわ

けです。あるいは生命産業的な要素を入れて考えるのかよくわかりません。白書に使う以

上、やはりちゃんとした概念がないと、安易に使うべきではないと私は思っています。こ

の辺のご検討です。

次に、５ページでございますが、市場外流通ということで、毎回こういう形が出てまい

ります。右の方でございます。これは、 商物分離をちゃんと入れるかどうかを検討した上

でないと……。 商物分離が必ず10％以上あるわけです。でないと、市場外流通はもっと伸

びているわけでございます。この辺の内容の詰めを少ししていただきたい。あるいは件数

についてもダブったものがあるかもしれません。この辺がないと、どうも白書の分析はで

きないのではないかという感じがいたします。

第３点は、14ページ目でございます。この資材問題は去年も出ておるわけでございます

が、単純に生産資材価格と農産物の価格条件を比較しても余り意味がないだろうと私は思

っております。

といいますのは、１つは、農産物価格の低落の原因は何かということで、輸入との関係、

国内の川下の食品企業のバイイングパワーとの関係がどうなのか、それが価格をどの程度

下げていくのか、２つがミックスして下がるのか、どちらが強いのかわかりませんけれど

も、まず、その辺の分析があってやるべきだろうと。

それと、生産資材も、農協手数料等が入っておりますけれども、基本的には価格でみる
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べきだと。例えば肥料などは、ホームセンターなんか大変な価格競争をやっております。

農協とは雲泥の差があります。そういう具体的なレベルでみませんと非常によくないだろ

うという感じがします。

もう一つ重要な点は、農業を支えているアグリビジネスでございます。これは、とこと

んまでいきますと産業の空洞化という問題が起きます。農薬につきましても、肥料につき

ましても、もうぎりぎりのところまで合理化が進んできております。これ以上やれば、日

本の国内のアグリビジネスが全くだめになってしまう。その辺は収益的な分析や企業の活

動の中に少し入れていただいた方がいいだろう。つまり、どの辺までできるのかというの

と価格はやはり別なところで考えていくべきではないかということでございます。

４番目でございますが、22ページで大変重要な指摘がございました。特に、右の表でご

ざいますが、農外所得が下がっている。この問題は今後、かなり深刻な問題として農村に

来るだろうと思いますが、基本的に、地元の農村工業がかなり衰退してきている、あるい

は空洞化してきているという一つのあかしかもしれません。それによって労働市場が相当

変化してきておりまして、地域に食品企業等があれば雇用の受け皿になる。あるいはワー

クシェア的なシステムを入れている企業もあるようでございますが、そういう地域食品企

業の新しい役割、あるいはアグリビジネスの形態の新しい役割をここで評価していった方

がいいのではないかという感じがするわけでございます。できれば、そういうものの積極

的な意味合いを白書の中に少し盛り込んでいただきたい。

以上４点です。

○平野委員 先ほど山田委員から、「食育」のことについて話があったので、私もその

ことでちょっと意見を述べさせていただきたいと思います。

今、私、国語の教科書づくりに取り組んでいて、現場の先生と接触することが多いので

すが、現場の先生方は、教科書、あるいは指導の内容に新しい項目が１つふえるごとに、

どうやったら正確にそれを教えられるのかということをいつも不安に思っているというこ

とがわかったのですね。

そこで、「食育」ということについて、先ほど、ビデオやテープといった手厚い資料が

あった方がいいのではないかという山田委員のお話がありましたけれども、私もまさに同

感でして、どういう内容かということをただ勉強する資料だけではなく、どのように教え

たら正確に子供たちに教えられるかということで、教え方がよくわかるマニュアルとか、

しかも、文字だけで書かれたものではなく、ビデオテープや音声だけのテープなど、いろ
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いろな形での教え方のための資料をつくっていただいた方がいいのではないかなと思いま

して発言させていただきました。これは、伝統文化やなにかを継承していく教育に対して

も同じことがいえると思います。

○稲田委員 私も「食育」に関してのご意見ということで、１点述べさせていただきま

す。

文部科学省関連の中で、「食育」に関する施策がいろいろ示されておりますけれども、

「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ!!」という民放の番組でＤＡＳＨ村というコーナーがありまして、

あれは、私どもがみていても、「ああ、こういう方法もあるのか」とか、「ああ、昔はこ

うやっていたのだな」ということで、非常にためになるというか、おもしろい。子供たち

にも人気がある。決してアイドルが出ているから人気があるというばかりではないと思い

ます。あれがすべてではないと思いますけれども、あのような手法といいましょうか、全

国各地に、いろいろな地形、例えば千枚田ですとか、酪農といろいろな農産物を組み合わ

せた形のＤＡＳＨ村的なものをいろいろつくられて活用される。そして、子供が夢中にな

って、そこでいろいろな植物、野菜などの育成過程を勉強していけば、当然親も一緒にな

ってついていって、点の「食育」から面の「食育」へと変わってくるのではないかと思っ

ております。今、学校でも、「食育」になるかどうかわかりませんけれども、活動としま

しては、田植え体験や稲刈り体験、芋掘り体験ということで、どうしても点になりがちで

はないかなという気がしています。農業は決して点ではありませんし、線でもありません。

まあ、面というよりも、「多面的」という言葉がぴったしではないかなと思いますが、多

面的までいかなくても、せめて線から面にいくような「食育」を進めていただきたいと思

います。

○林委員 構造改革特区の説明がございましたけれども、この件につきまして、私から

お願いしておきたいと思います。

１つは、構造改革特区の農業分野での特区を今臨時国会に出されておられますけれども、

農業分野の特区につきましては、大変慎重に検討していただく必要があるだろうと考えて

おります。特に農村現場においての特区のあり方は、ある面では株式会社に土地の取得を

広げていって、無法地帯をつくっていく懸念があると考えております。

まず、農村地域における特区の対象につきましては、遊休地など、農地をみずからの力

で耕作するのが非常に難しくなってきた市町村のある地域に限定すべきではないかと考え

ております。対象地域としては、まず遊休農地を中心に行っていただきたいと考えており
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ます。

その場合においても、例えば市町村、ＪＡ、土地保有の公社あたりが提携を結び、協定

を結び、できれば賃貸という形での企業参入、株式会社参入ということで、それが農業を

行っていくという形にするべきだろうと考えます。例えば企業が農地を取得して農業参入

したとしても、倒産した場合、これは債権者の手に渡っていきます。その場合、農地とし

ての利用方法が非常に難しくなってくる。いわゆる無法地帯をつくっていくということが

考えられますので、市町村、あるいは法人といったものが提携を結び、貸借という形で企

業の参入を認めていくという限定が必要だろうと思います。

また、グリーンツーリズムも結構なのですけれども、市民農園につきましても、農村地

域との連携、あるいは農地の管理といったものを一定のルールに基づいてやっていかない

と、非常に狭い農地であったとしても、地域の農業と壁ができてしまうことも懸念されま

すので、そういった場合においても、市町村との提携、あるいは協定を基本にしていって、

市民農園を開放していくことが必要だろうと思いますので、その辺の検討もお願いしたい

と思います。

○甲斐（麗）委員 今のご発言に関係するのですが、農業生産法人以外の法人の農業へ

の参入を容認ということになっていまして、農地は取得させないということで、そこの気

配りはできていると伺っていましたけれども、今、林さんがいわれた、農地を取得させて

は困るのではないかということについて質問……。農地を取得できる株式会社があるので

すか。

○経営局審議官 特区の問題についてのご質問でございます。臨時国会への提出に向け

て、法案の作成の準備を進めておりますけれども、基本的な考え方を申し上げますと、林

委員ご指摘のように、私ども、地域の活性化につなげていかなければいけないということ

が特区の考えの基調にあるべきだと思っておりまして、そういう意味では、地域の活性化

に責任をもっている市町村が株式会社なり参入する法人と話し合いを十分行って、その中

でその地域のあるべき農業の姿を描いていただきたいということが、今回の特区を活用す

るときの一つの大きな柱だと思っております。

先ほど、企業が倒産した場合、混乱するのではないかということがございました。所有

権が移転してしまいますと、そういった状態になったときに、その土地利用に混乱が生じ

かねないということもございますので、私どもの考え方としては、例えばその法人が農業

に使わないで、別の目的に使うということがありましたときに、貸し付け方式であれば、
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それはお返しいただくことができるということでございますので、そういった形で、今、

条文の作業を進めているところでございます。

○甲斐（麗）委員 そうすると、農地の取得には歯どめがあるということですね。

○経営局審議官 貸借に限っているという意味での歯どめといいますか、私どもの考え

ている内容はその範囲でございます。

○甲斐（麗）委員 わかりました。

国土交通省の方がおみえになっていますので、もう一つお願いしたいのですが、私、忙

しいので、このごろは旅行も余りできないでいますけれども、私ぐらいの年齢になります

と男性の方もお暇な方があって、お世話してくださる方があって、日帰りや１泊ぐらいの

バスツアーがすごく安くて、あれで成り立つのかなというぐらい、お気の毒ぐらい安いツ

アーを組んでられて、私は農村に行くわけです。結局、余りお安いから、お土産屋さんに

寄って、産地のものを買わせたりすることで採算が合っているのかなと思うのですが、都

会の人間がたまたまそういうところに行ったとき、その土地のいいところをみせることに

はならないと思うのですね。余り安いツアーだから、皆さん、「添乗員の方が気の毒ね」

とかいって、だまされているのを承知でお買い物を結構たくさんしてらっしゃるのですけ

れども、持って帰って家で食べてみたり使ってみたりしたときに、その土地の名誉になる

ものばかりではないと思うのです。でも、そういうときに、地元にあるいいところをみせ

るとか、いいものをみせるという形になると、本当に農村と都会との交流のいいチャンス

だと思うのです。ふるさとの歴史を学ぶといった意味合いからも、そういうツアーがあっ

てもいいかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○国土交通省担当者 そのツアーの内容について、直接お答えするのはいかがかと思い

ますが、そういう新しい観光といいますか、地域の資源をどううまく提供するかというこ

とは、新しいテーマとして大変重要なことだと思っておりますし、そういった観点を含め

て、新しい観光のあり方については、政府としても取り組んでいこうということになって

おりますので、今のご指摘も、そういった中で、どうあるべきかということを検討するこ

とかなと承ら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。ほかにございませんか。

○田中委員 感じている点を３点ほどお話しします。

今、世の中は、青森県でも東北でもそうですけれども、安全・安心について、物すごく

ヒステリックになっています。国の方でも、国民がどこまでが安全で安心できるかという
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ことをまだまだ理解されていないものですから、ちょっとでも発生すればヒステリック状

態が起きます。そういうことで、どこまでが安全で安心できるかということをもっともっ

とＰＲした方がよろしいかと私は思います。

次に、今、「食農教育」と申しますと、お子さんの教育が中心になっています。しかし、

「食農」を教える教育現場の先生自体が農業を知らない。虫も知らない。入ったことがな

いということで、お子さんも大事ですけれども、先生や親の教育をどうするかということ

も検討しなければ、本来の「食農教育」の達成は難しいと思います。

最後ですけれども、きょうのお話で、省庁連携ということは十分に評価しております。

しかし、「農」を柱とした場合、どこの省庁がどんな役割をして、どのような位置づけに

なっているかといった相関関係が余りはっきりしないものですから、その辺の横軸を整理

してもらえますと、ああ、あそこの省庁はこういうことをやっているのか、「農」につい

てこうなのかということが明確になりますので、その辺の再整理が入ったならば、省庁連

携というシステムがよりわかりやすくなると思います。

○千賀専門委員 何点かご質問なりご意見を申し上げたい。

１つは、農業と環境、あるいはエネルギーとのかかわりが「現状」の30ページあたりか

ら出ておりますが、私、これを読みながら、また、最近の状況をみて、そろそろ相当踏み

出した議論が必要ではないかという気がしております。つまり、環境と調和した農業であ

れば環境にいいのだという以上に、農業は環境の再生産をしているのではないかといった

位置づけですね。あるいは、例えばごみにしても、生ごみを堆肥化するのは、ごみ処理の

一つの場になっているわけですから、ただ単に、農業をやる中で環境をよくしております

という以上に、環境を再生産しているという位置づけで、では、その費用はどこからもっ

てくるのだということにも踏み込む必要があるのではないかなという気がしています。

それと共通しますけれども、エネルギーにしても、今、利活用、利活用と書いているの

ですが、そうではなくて、目的的にエネルギーを生産するのだ、バイオマスを使うとか、

家畜し尿などもうまく使ってエネルギー生産するのだ、そして農村が再生可能エネルギー

を生産する一大基地になるのだといった位置づけが必要ではないか。これは、恐らくそう

いうことで新しい施策を出しているのですけれども、それにしては、この踏み込みがちょ

っと足りないのではないかという感じがします。そうなると、これは食品産業なのだとい

う書き方をしておりますが、食品産業だけではなくて、エネルギー産業だって農村の重要

な産業として位置づけるべきではないかというところも必要で、そうなると、例えば農村
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で再生エネルギーを使って電力をつくれば、電力会社がこれを義務的に買い上げるとか、

あるいは価格も高く買う。これはドイツあたりでちゃんとやっておりますけれども、そう

いう施策も各省と連携をとりながらやっていく必要があるのではないかと思います。

２つ目は、参考資料１の33ページに、水管理が非常に重大な状況にあるという記述があ

ります。「集落として水路を管理していないものの割合が約１／３を占める」ということ

で、これは、今、農業を続ける上で重要な条件が弱くなっているということなのですけれ

ども、記述がちょっと少な過ぎると思います。これは水路だけではなくて、道路もそうだ

し、あぜもそうだし、共同空間の共同的な管理が大きくできなくなってきている状況をも

う少し突っ込んで分析し、どうしたらいいのかという問題提起をするべきではないかと思

います。

３番目に、直接支払いを中山間で大分やられていて、聞くところによると、対象の地域

の80％ぐらいで協定を結んで直接支払いを受けているということですけれども、これにつ

いての記述も見当たらない。ただ、５年後にもし対象区域内で耕作放棄地が出れば、その

間の補助金は全部返さなければいけないような制度になっているようですね。本当に５年

後に耐えられるような協定の内容、あるいは計画の内容になっているのかというのも非常

に心配です。そういう直接支払いの状況についての分析なりなんなりも必要ではないかと

思います。

４番目に、直接支払いは、恐らく中山間地域が対象になっていると思いますが、中山間

地域そのものに対する現状の記述がないのも非常に心配です。まだ時間が早いので、これ

から入ってくるのかもしれませんが、ぜひお願いしたい。

５番目に、土地利用の枠組みを変えるというのが「講じようとする施策」の中にありま

すけれども、規制緩和だけでは片手落ちではないかという気がします。土地利用の制度は、

規制と計画とそれを実現する事業の３つの制度が必要なのですけれども、規制を緩和する

だけでいいのか。つまり、ここでは「住民合意のもとで」とあっさり書いておりますけれ

ども、まず住民合意で本当にきちんとした計画をつくれる体制があるのかという問題です

ね。そうでなければ、緩和すればするだけ混乱した土地利用が生まれるおそれもある。そ

の辺をどうするのかというのがちょっと読めないということです。

６番目に、国交省さんに２点ほどお願いしたいのですが、１つは、高速道路の扱いです。

建設可否がいろいろ議論されておりますけれども、私は、既に建設された高速道路を利用

しやすいような施策を農村地域で打つべきではないかと思います。過疎化が進んでいて、
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都会の人がなかなか農村に住めない状況があって、せっかく農村が高速道路の建設に協力

したのに、いざ出来てみると料金が非常に高くて、それを使って都市に通勤できない状況

にあります。少なくとも、農村に住んで、近隣の中核都市に通勤するという場合には、高

速道路の定期券を出してもいいのではないか。ドイツをはじめヨーロッパではほとんど無

料なので、農村の定住促進に高速道路が役立っています。日本でもただにしろとはいいま

せんけれども、５割引きとか３割引きにすれば、今まで利用しなかった人も利用しやすく

なるし、料金も入るといった施策ぐらいはぜひ講じてもらいたい。この辺は農水省とよく

ご相談いただいた上で検討していただきたいと思います。

次に、住宅についての指摘ですが、都会の人たちが住めるような住宅を供給するのは非

常にいいことだと思いますが、１つお願いしたいのは、都会の人たちで農村に住みたいと

いう方のかなりの人は、既存の伝統的な住宅に住みたいという気持ちが強いです。そこに

新しい都市的な住宅を建てて、さあ、住んでくださいといっても魅力はない。また、調べ

ますと、集落の中に住みたいという方も結構いるのです。むしろその方が多いかもしれま

せん。そうなると、既存の、既に使われていない住宅、しかし、所有者は私人、プライベ

ートな所有ですけれども、そういうものを改築して貸し出せるような支援制度をつくれな

いだろうか。都市住民も買い取るにはリスクを感じるが、賃貸ならば容易に農村に入って

これる。そうすれば農村の伝統的な景観も守れる。是非ご検討をお願いしたい。

以上で終わります。ちょっと長くなりまして、申しわけありません。

○長谷川専門委員 三、四点お話しさせていただきたいと思います。

先ほどもお話があったと思うのですけれども、今、山形でも無登録農薬問題で大変な…

…。今、ちょうどラ・フランスの時期なのですけれども、実ったものを焼却場に運んでい

る姿をみると、何かもったいないなという気もするのですが、本当にこれはどうなのだろ

うかという気持ちをもっております。

そこで第１点目としては、今度、内閣官房に新しい組織ができて、特にリスクコミュニ

ケーションといったことをあれするということで、大変いいことだと私は思うのです。リ

スクというのは、起きないようにするという予防的な意味も非常に強いと思うのですけれ

ども、同時に、ある種の問題、リスクが起きたときにどう対処するかということで、その

被害を最小限にする。そのためのコミュニケーションとはどうなのだろうか。そういった

ことで、先ほど、安全と安心の両方をもうちょっときちっとすべきだというお話があった

と思うのですが、ぜひそういうところで……。恐らく、食の世界では、法律の世界と違っ



- 34 -

て、「疑わしきは罰せず」ではなくて、「疑わしきは罰する」ということになると思う。

「罰する」というのは言葉がちょっとよくないかもしれませんけれども、疑わしいものは

処分することになってしまうと思いますので、予防の意味と、何か問題が起きた場合にど

うするか、そこをぜひ検討していただければというのが第１点であります。

第２点でありますけれども、これからインターネットを中心としたＩＴを農業の分野で

も大いに導入していこうということでいろいろうたわれていると思うのです。経済産業省

の中でもいっていますように、インターネットを使った商品の取引、専門的にはＢ to Ｂ

とかＢ to Ｃ、生産者と消費者といった言い方をされるのですけれども、これから大きく

伸びていく分野として、生産者と消費者が直結することが、インターネットの普及ととも

にふえていくだろうと予想されております。

そうなりますと、当然、農業の生産現場と消費者が直結していくと思うのです。そうす

ると、消費者はややもすると、ネットで得た情報だけで、現物をみていないとか、そうい

う判断で食品を手に入れる機会がこれから大変ふえてくると思います。一方では、ＩＴを

促進すべきだということも当然出ているわけで、そうなってくると、流通の形態が従来と

大きく変わってくるわけで、消費者はネットの情報を一つのよりどころにして物を選んで

いくということになって、その中間に、例えば農協とかも入らないで、生産者から直接、

例えばお米を買うとかというケースも現実に起きてきているわけで、今は割合としては大

変少ないのですけれども、これから急速にふえていくだろうと予測されます。

そうなっていったときに、物をみないで物を買うという状況が想定されますので、特に

「食」の問題ですと、先ほどのリスクの問題ではないのですけれども、どのような問題が

発生してくるかというのをこれから相当検討しておかないと……。ＩＴをどんどん促進す

べきだというアクセルだけ踏むのではなくて――私は、ブレーキを踏めということではな

くて、大いに促進させなければいけないと思うのですが、流通の形態が従来と大きく変わ

っていく中で「食」のものが動くという状況になったときに、どのような表示の仕方、ど

のような情報の提供の仕方、どのような流通のあり方がいいのかというところをかなり検

討しておかないといけない時期に来ているのではないかなと。それが第２点でございます。

第３点ですけれども、時期が終わってしまいましたが、たまたま東京から来客があった

ので、サクランボ狩りを山形で初めてやりました。実は、そこでちょっとびっくりしたの

ですけれども、どういうことかというと、サクランボをとってきて、そこで食べたりして、

ある量はどこかに送ってもいいということなのですが、そこで箱詰めしているのですね。
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農家の方が箱詰めしているものを送っているのですが、ＬとかＬＬ、秀とか等級があるわ

けですね。どうやって決めているのかなと思うとハンコが並んでいるのですね。「どうや

って決めるんですか」というと、「適当に」とはいわないですけれども、「そのハンコを

押していただいて」という言い方をしているのですね。データで客観的な情報は、含有量

がどのくらいあるとか、そういう数値がきちっと出てくると思うのですが、大きさとか主

観的なものですね。ミカンやリンゴなど、選別して大きさごとに分けているのは私もみた

ことがあるのですが、末端現場で分類するとき、主観が入るようなものについてはどうな

のだろうか。本人の意思でＬだったりＬＬということにもなりがちで、消費者はそれをも

とに判断したり、コストも決まってくると思うので、客観的なデータについてはいいので

すけれども、主観的なデータが入る場合の基準がちょっとわかりにくいなという感じがい

たしました。

これからいろいろな意味で情報が開示され、いろいろな食品に情報が提供されていく時

代になると思うのですが、客観的なデータはいいと思うのですけれども、主観的なデータ

が入った場合、メロンなどもそうで、見た目がいいとかいうわけで、その辺の主観的なも

のを消費者にデータとして、どのように公正に提供していくか、表示していくかというこ

とも、今後、非常に重要な問題になってくるのかなと思います。

最後に、またＩＴ絡みなのですけれども、今後ＩＴを使って、新しい農業のあり方みた

いなものがちょっと出ております。これもぜひ新しい試みをすべきだと思うのですが、そ

ういった意味では、例えば「晴耕雨読」というのがありますけれども、晴れた日には耕し

て、雨の日には頭脳を使うということで、ＩＴと絡めて、「晴耕雨脳」という……。新規

の人が参入して農業をやるということがうたわれているわけですけれども、そういう新し

いライフスタイル、ワーキングスタイルを組み合わせてやっていくような仕掛けもこれか

らやっていっていいのかなと思いました。

以上４点でございます。

○中村専門委員 二、三点、意見としてお願いします。

１つは、構成につきましては、これから米政策等の大きな課題がありますので、そのこ

とにも配慮しながら、このような構成でやっていただければと思います。

資料では、交易条件は依然としてよくならず悪化しておりますし、農外所得も減ってい

ます。ここずっと３％ぐらいずつ減ってきておりますので、農家所得について、現場でも

問題点がかなり出てきております。特に地域の担い手である稲作農家に典型的にあらわれ
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ていると思っています。米の価格の大幅な下落により、これまで米作に意欲を燃やして規

模拡大に努力してきた農業者が、これから投資をしてよいのか、規模拡大してよいのか非

常に迷っています。今、検討いただいております経営所得安定対策を含めてご検討頂きた

いわけですが、担い手に対する当面の経営対策（価格政策）を実現してほしいと思います。

これは今度の米政策の中でも議論になると思いますけれども、早急にやっていただかない

と、そういう農業者が経営拡大に踏み出せないで困っております。

２点目は、先ほど構造改革特区の話が出ましたが、この前の会議のときに、懸念の払拭

についてお願いを申し上げましたが、大体そのように進んでいると思っております。また、

農村現場での合意も得られたのではないかと思っております。

ただ、農業生産法人以外の法人の参入等についての懸念を払拭するための措置として、

農業委員会の役割があったわけですが、一部の地方新聞に設置義務の廃止のような記事が

出ましたので、現場が混乱しております。政府としての一体的な取組みと対応をお願いし

たいというのが２点目であります。

３点目は、これは15年度だけの問題でもありませんが、市町村合併と、これまで各市町

村で行ってきた農政の継続性の問題であります。各市町村によっては、補助事業をさらに

拡大して展開したり、いろいろな独自の事業をしているところがあります。これだけでは

ありませんが、特に新規就農などは、かなり予算をとって継続的に実施して担い手確保を

しているところもあります。私どもで認定農業者等の話し合いや、農業委員会との懇談会

等で出てくるわけでありますが、もし合併すると、そういうものはどうなってしまうのだ

ろうかという心配が多くあります。ある農業委員会では、意見の具申として合併協議会に

意見を出している事例もありますけれども、合併に伴ってこのような問題があるというこ

とを頭に置いてご指導いただければと思っております。

もう一点は、国土交通省の方がおいでになっておりますが、今そちらで公園の緑地、オ

ープンスペースの問題について議論されていると思います。私もお願いしているわけであ

りますが、都市の生産緑地だけでなくて、もう少し幅広い全国的な視点で遊休農地等農地

とのかかわりをもつ公園、緑地といったものが考えられないか。農業公園でもいいでしょ

うし、両省の連携のもとに、そういう幅広い検討をお願いしておきたいと思います。

○畑中専門委員 三、四点お願いをしたいと思います。

全体構成は、こういう特集方式と、いわゆる基本計画があるわけですので、そういうも

のに従ったということで、この２本立ては大変結構だと思います。
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ここ二、三年は、経済全体もそうですが、農林省の政策もかなり変わってくると思いま

すので、白書は随分丁寧につくられておりますけれども、こういう施策の問題も、できる

だけいろいろな方にわかるように丁寧におつくりいただくというのは非常に大事なことで

はないかなと思います。特に法律は、つくった年ではなくて、実際の施行は次の年になる

場合が多いものですから、そういうものも、その年に法律が出ないということではなくて、

実際に動き出したようなものを取り入れながら、できるだけわかりやすくつくっていただ

くことが重要ではないかなと思います。

今、各省の方からお話をいただきましたけれども、各省からお話をいただくと、いかに

も縦割りという感じがするのですが、最近は、さっきの食料の問題にしても、農業をいろ

いろ勉強する問題にしても、各省間の連携が非常によくなっていると思うのですね。です

から、政策なり白書を書かれるときに、分断されるような印象を余り与えずに、せっかく

融合したような形で政策が行われていますので、そういうことがよくわかるように書いて

いただくのが非常にいいのかなと思います。

３番目に、消費者に軸足を置くというのは大変結構なのでございますけれども、消費者

の意見をどうやって集約するかというのは一つの研究テーマでもありますし、具体的な行

動としてどうするのかというのは非常に大事なことなのですね。

実は、私の方で市民会議を３年続けてやっておりますけれども、ことしは、遺伝子組換

えについて、「情報の共有とコミュニケーション」というタイトルで15人、６日間かけて、

ついこの間の土日で、泊まりで終わったのですね。そういう方はかなり意識の高い方です

けれども、それでもなかなか情報が伝わらないということをおっしゃるのですね。どのよ

うにすれば、今いろいろ動いている情報を伝えられるのか。また、皆さん、消費者の意見

を十分に聞けとおっしゃるのですけれども、消費者の意見を聞くということはどういうこ

となのか。いろいろな団体がございますから、その団体の代表者の意見を聞けばいいのか。

あるいは、このごろ、いろいろな政策をインターネット上でさらけ出して、いろいろな意

見を聞くようなことをやっていますけれども、どのようにすれば、消費者の大部分の方が、

自分たちの意見を反映しているということで満足されるのかというのは非常に難しいです

ね。そういうものの研究なり、どのようにやるかという手法をやっていきませんと、軸足

を置きながら、いろいろご批判が出てくるのではないか。

今、ちょっとお話が出ましたけれども、この間、ＮＨＫで「食」の問題をやっていまし

て、マグロとイカがのっていると、これは加工品なので、表示しなくていいということを
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クイズに出していました。ああいうものをおもしろおかしく取り上げられるのは非常に問

題だと思うのですけれども、大部分は原産地を書くことということで大変役に立っている

わけですね。お刺身の場合、２つのっかっているのは生で、たくさんのっかっている場合

にはどういう表示をするのかとか、そのように法律をつくったりいろいろしますと、それ

ぞれきちっと決めていかないと、罰則違反とかあるわけですから、そういうものの限界と

いったところがいつも話題になる。

表示でも、どこまで表示すればいいのか。食の安全といっても、衛生上の問題をずっと

やっていくのか。我々は飢えた世代ですので、小石の１つぐらい入っていても、何も全量

回収しなくてもいいのではないかなと思うのですけれども、そういうものを消費者の方と

よく話して詰めていかないと、軸足を置くということで一生懸命施策をやっても、なかな

か皆さんに受け入れてもらえないということになるのでないかなという心配をしておりま

す。私は、遺伝子組換えのものだけですけれども、消費者とのあれでいつも接触していま

すが、これだけ一生懸命やっても情報が全然伝わらないというので、大変むなしい感じが

しておりますので、どのように集約すればいいかということを十分勉強されたらいいかな

と。

もう一つは、農薬の問題とかいろいろな問題で、ＷＨＯの基準、ＦＡＯの基準とかいろ

いろなものがございます。海外でこういうことをやっているからといっても、日本の消費

者の方はそれをなかなかのみ込んでくださらない。今度、日本だけの独自の基準をつくる

と、海外では認めていないようなものがある。ですから、よく話し合って現実的な基準を

つくっていく。守れる基準をきちっとつくって、守って、違反した方には罰則をきちっと

適用するということでないと、余り守れない基準をつくって、何かあると新聞に大きく書

くということでは、双方、不幸な対立になるのではないかと思います。

のどにポリープができたりしているものですから、声が通らなくて恐縮ですけれども、

よろしくお願いいたします。

○平野委員 仕事柄、全国各地を回っていて気がついたことなのですけれども、出会っ

た地元の方が、「こんなにいいところがあります」とか、「こんなにおいしいものがあり

ます。食べてください」と目を輝かせてアピールしてくれたその土地、特に穴場などを紹

介してくれたときなどは、本当にここに来てよかったと思ったりするし、その土地が印象

に残って、東京に戻ってきてからも、また行きたいと思ったりするのですね。ところが、

出会った人に「ここには何にもなくて、あなたにはつまらないでしょう」なんていうこと



- 39 -

を一言でもいわれようものなら、ああ、なぜここに来てしまったのだろうと思って、行っ

たその時点で、その土地に対しての印象が薄れてしまい、後に残らないのです。先ほど甲

斐委員がおっしゃったと思うのですけれども、その地元の本当のよさをアピールすること

は、「都市と農村の共生・対流」を充実させることにつながるのではないかと思うのです

ね。

そこで、地元のよさ、食べ物や伝統文化を、自信をもってアピールする人の養成などを

することを提案したいと思います。そのためには、その土地に眠っている伝統文化、民話

や伝説なども含めて掘り起こしていく必要もあるでしょうし、地元の方がその土地の歴史

を勉強する機会を設ける必要もあるのではないかと思います。そのことによって、地元の

人が自分の土地に誇りをもてるようにもなるのではないかと思います。そういう誇りをも

っている人のところに人も集まってくるのではないかなと、私、いろいろな土地を回って

みて思いました。

なぜこれを農林水産省で提案するかといいますと、それぞれの土地を訪れる観光客も含

めて、そういった方のほとんどの方に共通する関心事は、行った先の土地の名産の食べ物

で、これは万人にほとんど共通している事柄ではないかと思うのですね。そういう食べ物

であるということと、伝統文化、特に民族芸能といったものは、その昔、農村の生活や五

穀豊穣への願いから生まれたものが大変多いということで、ぜひ農林水産省で、そういう

地元をアピールする人の養成をやっていただきたいと思います。

○甲斐（麗）委員 せっかく内閣官房の方がおみえになっているので、１つだけお願い

があります。今度できます食品安全委員会の中身は、今、動きがあるのでしょうけれども、

私たちにもみえていないのですが、評価機関としてあるわけですよね。独立性を保つとい

うことと、管理機関から上がってきたものをそこで評価するという形になるわけですから、

そこら辺のところで独立性を必ず担保していただきたいということと、内閣府に置けば、

そういうことが保たれるだろうということだったのですけれども、その後、原子力問題も

起こったりしていますので――あれも内閣府に置いてある委員会だったと思うのですが、

安全性の管理というところに大変な期待をもっておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

○甲斐部会長 皆さんから貴重な意見を伺ったのですが、役所の方で何か回答をいただ

けるところがあるでしょうか。

○武本企画評価課長 今日いただきましたご意見、ご指摘につきましては、白書でいう
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と、動向編のところに盛り込む内容もございますし、「講じようとする施策」編でいろい

ろ工夫させていただくこともあるのではないかなと思いますが、いずれにしましても、今

日いただきましたご意見を踏まえて、14年度の動向編、15年度の「講じようとする施策」

を検討していきたいと思っております。

○甲斐部会長 約束の時間が過ぎてしまいましたので、事務局には、本日の議論を十分

踏まえられまして、「講じようとする施策」の策定に当たっていただくようお願いいたし

ます。

また、白書につきましても有意義な意見が多々あったと思いますので、作成に際しまし

て、十分に反映していただきたいと思います。

さて、我々審議会委員の任期は、来年１月28日をもって終了することとなるわけであり

ますけれども、これまでの審議の取り扱いを含め、今後の審議の進め方について、事務局

ではどのようにお考えでしょうか。

○武本企画評価課長 今、部会長からお話がございましたように、現在の施策部会のメ

ンバーの方々は、来年の１月28日で任期が終了することになります。ということで、現在、

事務的には、委員の選任に向けて検討しているところでございます。

今回の選任の基本的考え方でありますけれども、現行のトータルの審議会は、委員が30

名という形になっております。もともと、省庁再編に伴いまして、農林水産省の場合には、

米価審議会や畜産振興審議会等12の審議会を食料・農業・農村審議会に統合したわけであ

りますので、その際に委員をかなり圧縮したのでありますけれども、各審議会が分科会と

いう形でこの親審議会にくっついている形になっております。各局から、それぞれのこれ

までの審議の継続性という観点から、ぎりぎりに集約していただいて、30名という形にな

ったのでありますけれども、20名を原則とするということで、やむを得ない場合、30名で

するという形になっています。したがいまして、来年の２月からになると思いますけれど

も、新たな委員の方々の選任の考え方につきましては、原則の20名という形で考えていこ

うと思っています。

食料・農業・農村審議会は、30名の委員の方のうちの１割、３名の方は、この施策部会

にもご出席いただいておりますけれども、政府レベルで初めて公募という形で行っており

ます。この公募委員につきましては、発足当初において、今後拡大していくということを

当時の農林水産大臣から対外的にお約束をしております。そういったことを考えますと、

現行の１割を２割、総数30を20にしますので、人数的には３人を４人という方向で検討し
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ていきたいなと考えております。

いずれにいたしましても、そういった形で委員の選任を行っていくわけでありまして、

新しい委員の方々に引き続き、来年２月以降、審議を行っていただくわけでありますが、

これまでのこの施策部会における議論を、新しいメンバーの方々による審議にも反映させ

ていくことが何よりも重要ではないかなと思っております。

具体的には、本日までの審議経過なり概要を私ども事務局で整理いたしまして、本来で

ありますと、委員の皆様方にお諮りすべきことではございますけれども、日程等の都合が

ございます。もしお許しをいただければ、部会長にご相談し、ご了承いただいた上で、来

年２月以降開催される施策部会の初会合で説明を行わせていただき、これまでの議論をベ

ースとして、新たな委員の方々により、さらに議論を深めていただくという取り扱いにさ

せていただければと考えているところであります。

○甲斐部会長 ただいまの事務局からのご提案に対しまして、ご質問やご意見がござい

ませんでしょうか。

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

と相談の上、まとめることとしてはどうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○甲斐部会長 それでは、事務局の方はそのように取り計らっていただきたいと思いま

す。

本日はこれにて閉会といたします。ご協力、ありがとうございました。

――了――
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た な か か ず ひ ろ

林 哲 也 山口県農業会議会長
はやし て つ や

平 野 啓 子 語り部・元テレビキャスター
ひ ら の け い こ

堀 江 武 京都大学大学院農学研究科教授
ほ り え たけし

山 田 俊 男 全国農業協同組合中央会専務理事
や ま だ と し お

山 田 陽 子 主婦（消費生活アドバイザー）
や ま だ よ う こ

養 老 孟 司 北里大学大学院教授
よ う ろ う た け し

専門委員

斎 藤 修 千葉大学大学院自然科学研究科教授
さ い と う おさむ

千 賀 裕太郎 東京農工大学農学部地域生態システム学科教授
せ ん が ゆうたろう

中 村 裕 全国農業会議所専務理事
な か む ら ひろむ

長谷川 文 雄 東北芸術工科大学大学院長
は せ が わ ふ み お

畑 中 孝 晴 （社）農林水産先端技術産業振興センター理事長
は た な か た か は る

（五十音順、敬称略）


