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食料・農業・農村政策審議会第６回施策部会 議事録

日時：平成14年７月30日(火） 14:00～16:00

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６回施策部会を開催いたし

ます。

本日の施策部会は、施策部会における議論を概算要求前に行うべきとの委員各位のご意

見を踏まえ、昨年に引き続きまして概算要求前のこの時期に部会を開催することとした次

第であります。

本日の議題は、「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の策定に

向けた基本的な考え方に対するフリートーキングなどであります。

本日は、明石委員、坂本委員、斎藤専門委員、千賀専門委員、長谷川専門委員がご都合

により欠席されております。

また、本日は５名の傍聴者の方がおみえであります。

なお、資料、議事録等につきましては、全て公開することとなっております。

それでは、これより議事を進行させていただきます。

まずは、事務局から本日の参考資料のご説明をお願いいたします。

○企画評価課長 官房の企画評価課長です。お手元の資料の確認をさせていただきたい

と思います。

まず、参考資料の１でありますが、これは「食」と「農」の再生プランに関する資料の

つづりでございます。

参考資料の２は、「食」と「農」の再生プラン工程表のポイントに関係する資料でござ

います。

参考資料３は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」に関する資料でござ

います。

参考資料４は、13年度農林水産省政策評価結果に関係する資料でございます。

参考資料５は、牛海綿状脳症対策特別措置法の関係の資料でございます。

参考資料６は、ＪＡＳ法の改正の関係の資料でございます。
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参考資料７は、「今後の食品安全行政のあり方について」という資料でございます。

参考資料８は「ＷＴＯ農業交渉をめぐる状況について」という資料でございまして、参

考資料の９が「米政策の総合的検証と対応方向」に関する資料でございます。

その他に、委員の皆様方のテーブルには、参考といたしまして平成13年度の「食料・農

業・農村白書」のポイントと「ジュニア食料・農業・農村白書」を用意させていただいて

おります。また、13年度の白書に対するマスコミの論調を整理しました論調集があろうか

と思います。

その他にカセットテープを用意させていただいておりますけれども、このテープは、施

策部会の山田陽子委員からご指摘がございましたご意見、ご提案を踏まえまして、今回製

作いたしました視覚障害者向けのテープでございます。後ほどご試聴いただければと思い

ます。

その他には、緑色の小さい冊子「食と農のものしり百科」、それに加えまして、本日公

表いたしましたバイオマスの関係の資料を２種類用意させていただいております。適宜説

明の中で言及させていただきたいと思います。

まず、私からは参考資料の１から説明を始めさせていただきます。参考資料の１は、ク

リップを外していただきますと３種類の資料から成り立っております。一番上が「食料・

農業・農村基本法を基礎とした『食』と『農』の再生プラン」という資料でございます。

この資料でございますけれども、左側に基本法、基本計画、その４つの理念を掲げてござ

います。ご案内のように、平成11年７月に食料・農業・農村基本法が制定され、平成12年

３月に同基本計画が閣議決定されたところであります。

新しい基本法では４つの理念が掲げられておりまして、第１番目に「食料の安定供給の

確保」、また「多面的機能の十分な発揮」が位置づけられ、この２つの機能を実現するも

のがまさに国内農業でありまして、その農業の持続的な発展が必要になってくるわけであ

りますけれども、その農業の持続的な発展を支える上で農業の基盤ともいうべき農村の振

興が何よりも重要であるというのが新しい基本法の考え方であります。

この４つの理念の実現に向けて各般の施策を講ずることを通じて食料自給率の向上を図

っていくというのが基本法の考え方であり、また平成12年度以降、農林水産省においては

食料・農業・農村施策をこのような観点から推進してきたところであります。

しかしながら、昨年の９月にＢＳＥ患畜が発生を見、また今年の１月には雪印食品を初

めとする多くの食品企業による食品の虚偽表示の問題がでてきたわけでありまして、こう
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いった事件あるいは事故を契機といたしまして、消費者の方々の食の安全・安心に対する

不安感を高めたわけでありますし、そのことが最終的には農政に対する不信を招いたわけ

であります。私どもとしてはこの点深く反省いたしまして、まずは何よりも農政に対する

信頼感を回復することが重要であるとの観点から、今年の４月11日に、後ほどご説明申し

上げます「食」と「農」の再生プランを公表したわけであります。

その話に入ります前に、食料・農業・農村基本法における用語の説明を若干させていた

だきますと、左側の食料・農業・農村基本法の下に「食料の安定供給の確保」という四角

で囲んだ部分がございます。その一番最初に「良質な食料の合理的な価格での安定供給」

といっておりますが、ここでいう「良質な」という言葉の意味でございますけれども、こ

こでいう良質とは、食品のいわゆる安全性という観点と品質の良さという２つの要素を兼

ねた言葉として、法律上「良質」という言葉を使っているところであります。

また、「食料の安定供給の確保」については３点に要約しておりますけれども、条文上

はこの３点のほかにもう１つ、農業と食品産業の総合的な発展を図っていくということが

「食料の安定供給の確保」において重要な方針として規定をされているところであります。

また、昭和36年の旧農業基本法と比べまして、現在の基本法は食料・農業・農村基本法

と、その法律の題名からもわかりますように、食料を第１の要素として掲げているところ

であります。この点は、政策の対象を農業者のみならず、広く消費者にも広げていったと

いうこと、なおかつ食料を第１にもってきているということは、法の趣旨といたしまして

消費者重視の食料政策を展開していくということが予定されているわけであります。そう

いった新しい基本法のもとではありましたけれども、結果的にはＢＳＥ、食品虚偽表示と

いった事態が発生してしまったということになるわけであります。

次の資料をごらんいただきますと、そこに「食」と「農」の再生プランについて全体の

プランが示されています。先ほど申し上げましたように、農政に対する信用を回復する、

あるいは消費者の食の安全・安心に対する不安感、不信感を払拭していく、今後の農林水

産行政の改革の方向を示す必要があるとの観点からこのプランを策定したわけであります

ので、その再生プランの見出しの下に出ておりますように、今後の行政のスタンスといた

しましては消費者に軸足を移した形にしていくということを明らかにしたところでありま

すし、具体的なプランの３つの柱の中で、第１の柱として「食の安全と安心の確保」を掲

げたところであります。その際、消費者の観点から食の供給を考えていくという意味で消

費者第一のフードシステムを確立するということ、このために必要な主たる施策として５
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点掲げたところであります。

また、このような食の安全・安心の確保を図っていく、あるいはそうした安全で安心な

食を供給するセクターとして国内農業があるわけでありますけれども、その農業の構造改

革の加速化を行っていくこと、このことがとりもなおさず安全で安心な食料を合理的な価

格で消費者に安定的に供給していくことにつながるわけであります。そういった観点から、

左側に「農業の構造改革を加速化」するということで、意欲ある経営体が躍進する環境条

件をつくるということを示したところであります。

この分野におきましては、主な事項として４点掲げております。このような構造改革を

進めていくべき農業の基盤たるフィールドが農山漁村になるわけでありますけれども、そ

の農山漁村の活性化を図る手法といたしまして「都市と農山漁村の共生・対流」といった

観点からその実現を図っていくことを目指しているわけでありまして、それが右側の柱に

つながるわけであります。ここでは４点掲げているところでございます。

この再生プランでありますけれども、その次の資料でホッチキスどめの解説がございま

す。１ページ目の「趣旨」のところに書き込んでおります。前段は先ほど口頭で申し上げ

たところでございます。この４月11日に公表いたしましたプランの性格でありますけれど

も、下から５行目にございますとおり、「農林水産政策の抜本的な改革を進める上での設

計図」という位置づけで提案をいたしたところであります。このプランにつきましては、

幅広く国民の皆様からご意見をいただき、それを踏まえて、順次このプランの具体化を進

めていくこととした次第であります。

この「食」と「農」の再生プランにつきましては、この後、５月30日に農林水産大臣か

ら経済財政諮問会議において説明を行ったところであります。その大臣の説明等を踏まえ

まして、経済財政諮問会議の方で取りまとめたものが参考資料の３であります。そちらを

ごらんいただきたいと思います。

参考資料の３のクリップを外していただきますと、２種類の資料から成り立っておりま

す。厚い方のＡ４の縦のスタイルの資料は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針20

02」、平成14年６月25日閣議決定を行った本体になります。これは政府全体の行政分野を

対象としておりますので、農林水産以外も盛り込んであるわけであります。この基本方針

本体から農林水産省関係を抜粋したものがもう１つのＡ４の横のスタイルの資料になりま

すので、そちらをごらんいただきたいと思います。

書き込まれている内容は、基本的には先ほどごらんいただきました「食」と「農」の再
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生プランで示しました農林水産行政の改革の方向を取り込んだものとなっております。そ

ういった意味では、「食」と「農」の再生プランは農林水産省の単独の施策の展開方向と

いうよりは、政府全体で取り組むべき方向と位置づけされたといっても過言ではないと思

うわけであります。

そういった中で３点ご説明申し上げたいと思います。この資料の２ページ目をごらんい

ただきたいと思います。２ページ目の右側の欄が農林水産省関係でございますけれども、

２つの四角がございます。この２つの四角のうちの下の方の四角の部分の上段に「構造改

革特区の導入等」という見出しの文章がございます。「進展の遅い分野の規制改革を地域

の自発性を最大限尊重する形で進めるため、『構造改革特区』の導入を図る。こうした地

域限定の構造改革を行うことで、地域の特性が顕在化したり、特定地域に新たな産業が集

積するなど、地域の活性化にもつながる。構造改革特区については、多くの府省に関係す

る新たな手法の施策でもあり、内閣官房に推進のための組織を設けて、総合規制改革会議

等の意見を聴きつつ、地方公共団体の具体的な提案等を踏まえて制度改革の内容等の具体

化を推進する」という指摘がなされております。

これを受けまして、先週金曜日でございますけれども、構造改革特区推進本部を政府と

して設置をしたところでございます。また、農林水産省におきましても、地方公共団体の

お考えをお聞き取りするために、独自に調査をかけたところであります。その結果、20の

道府県、41の市町村等から89の提案が私ども農林水産省に寄せられたところであります。

こういった貴重なご提案を踏まえまして、先ほど申し上げました政府全体の構造改革特区

推進本部、そういった場での検討に参考としてご提供申し上げる所存でございます。

この構造改革特区につきましては、具体的な言及が農林水産関係では２カ所なされてい

ます。１ページ目をごらんいただきたいと思います。ここにも２つ四角がございますけれ

ども、その下段の方でございまして、「ライフスタイルの変化が引き出す潜在需要の顕在

化」というところであります。「農林水産省は、関係府省と協力して、平成14年度から都

市と農山漁村を双方向で行き交うライフスタイルの実現に向け、国民運動として民間の取

組みの拡大を図るとともに、特区手法を含め、都市と農山漁村の共生・対流を推進する」

という指摘がなされております。

もう一カ所、６ページの真ん中あたりにイとなっておりまして、「食料産業の改革の基

本戦略」というのがあります。そこの②でございますが、「多様な農業経営の展開による

産業としての農業の再構築」というパラグラフであります。「グローバル化の進展に対応
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して、農業が産業としての競争力を発揮するために、構造改革特区などの手法の活用を含

め、農業経営の株式会社化等効率的な企業的農業経営が展開するための制度改革等の条件

整備を行う」といった２カ所にわたって構造改革特区についての言及がなされているとこ

ろであります。

第２点目は、また２ページに戻っていただきまして、先ほどごらんいただきました「構

造改革特区の導入等」のパラグラフの下であります。「地域産業の活性化」のところの１

つ目の・であります。「農林水産省、環境省、関係府省は協力して、動植物、微生物や有

機性廃棄物からエネルギー源や製品を得るバイオマスの利活用の推進について具体策を平

成14年度中に取りまとめる等、計画的に取り組む」ということが閣議決定されたところで

ありまして、これの特筆すべき事項は、バイオマスについて政府として取り組むわけであ

りますけれども、その主たる取りまとめの役所として農林水産省が位置づけられたという

ことであります。

このバイオマスに関しましては、もう一カ所、６ページにも出ております。６ページを

ごらんいただきたいと思います。６ページのイの⑤のところでございます。「農林水産資

源の活用に向けたバイオマス戦略等の推進」ということで、「農林水産資源を活用したバ

イオマス産業等を国際競争力のある新たな戦略産業として育成する」ということ。「この

ため、規制改革、融資・補助制度、バイオマス生産・エネルギー活用等の技術開発等の政

策手段を活用し、農林水産業を環境保全やバイオマス生産の場として再活性化させる施策

を関係府省一体となって推進する」という位置づけがなされたところであります。

第３点目でありますが、同じ６ページ、全体のタイトルでございます「食料産業の改

革」という部分であります。

アといたしまして「食料産業の改革」ということで、そこに食料産業の考え方。平たく

いえば農業と食品産業を包含したものとして位置づけられているわけでありますけれども、

農業と食品産業との関係が極めて密接な関連性を有するという前提に立って、１つのセク

ターとしてとらえていくべきではないかという観点から「食料産業の改革」ということが

位置づけられたところであります。

その具体的な基本戦略が、その下にございますように、①の「真に消費者を基点とした

行政への転換」、②が「多様な農業経営の展開による産業としての農業の再構築」、③が

「農業経営者の意欲と個性が発揮できる政策の枠組みへの転換」、④が「『食』の安全・

安心体制の確立と流通改革の推進」、⑤が先ほど言及いたしましたバイオマスの関係であ
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ります。

次のページをごらんいただきますと、ウといたしまして「構造改革を推進する上で特に

重視すべき事項」ということで、①に「政策の選択と集中化」ということとあわせまして

②に「構造改革に向けた時間軸の明確化」ということで、２行目からみていただきますと、

「構造改革を進めるに当たっては、改革の具体的内容、推進する上での課題、その実現に

向けたスケジュール等を広く国民に示し、国民的な議論の下で進める」という指摘がなさ

れたところであります。

いわばこの指摘を踏まえる形で「食」と「農」の再生プラン工程表を先般６月28日に公

表した次第でありまして、参考資料２をごらんいただきたいと思います。参考資料２のク

リップを外していただきますと、２種類の資料から成り立っております。厚手の資料が

「食」と「農」の再生プラン工程表の本体でございますので、この工程表をちょっとごら

んいただきたいと思います。「食の安全と安心の確保」ということで、１ページ目には

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

顔の見える関係の構築」といったことが書かれております。これが４月11日に公表いたし

ました「食」と「農」の再生プランの各項目に当たります。

その次の欄が「目標」でございまして、各項目ごとにどういうことを目指すかというこ

とを明記いたしております。この目標を達成するための手段を年次別に平成14年度から16

年度以降、おおむね３年間にわたり、いつ、何を、どのようにして実施していくかという

いわば時間割を明らかにしたところであります。したがいまして、今後は各項目について、

それぞれの工程表の各項目の実現に関する国民の方々からのご意見、ご提案を踏まえなが

ら、予算化なり具体的な制度改正、これの実現を図っていくという進め方になってまいり

ます。

工程表本体は大部なものでございますので、主要なものについてポイントをご説明した

いと思います。もう１つの資料をごらんいただきたいと思います。「『食』と『農』の再

生プラン工程表のポイント」でございます。

１ページ目は「食の安全と安心の確保」についてでございます。「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、次期通常国会に、１つは食品安全基本法と

いった法律と食品安全委員会という組織に関する法律を提出することといたしておりまし

て、あわせまして農林水産省もリスク管理部門を生産振興部門から分離・強化する等の所

要の見直しを行う農林水産省設置法を提出することとし、あわせまして食品安全基本法と
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の整合性を図る観点から、例えば農薬取締法でありますとか飼料安全法といった個別の法

律についても所要の見直しを行い、あわせて次期通常国会に提出することとしている次第

であります。

なお、今後の食品安全行政のあり方につきましては、お手元に配付させていただきまし

た参考資料の７がその基本的な考え方を示しておりますので、これにつきましては後ほど

ごらんいただければと思います。

２番目が「『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15年度導入ということであります。今年度中に牛肉についてトレーサビリティ

システムの開発を行うとともに、牛肉の流通段階すべてに義務づけをする法制度化につい

て、次期通常国会提出を視野に入れて検討を行うこととしております。

また、牛肉以外の産品につきましては、14年度から青果物、米、牛肉以外の畜産物、養

殖水産物についてトレーサビリティシステムの開発に取り組み、15年度以降、順次導入す

ることとしております。

２ページ目をごらんいただきたいと思います。「『食の安全運動国民会議』の発足」と

いうことで、「『食育』と『リスクコミュニケーション』の推進」に関してであります。

今年度から消費者の方々の関心の高い残留農薬、米を中心としたカドミウム、麦類のかび

毒、水産物のダイオキシン、こういったことに関する調査を強化し、消費者の方々にその

実態を情報提供してまいることといたしております。そういった情報提供を通じてリスク

コミュニケーションを実施していきたいと考えております。

また、次の「ＪＡＳ法改正で食品表示の信頼回復」についてでございます。ＪＡＳ法改

正につきましては、お手元の参考資料の６にパンフレットという形で「ＪＡＳ法が改正さ

れました」ということで、今般のＪＡＳ法改正の内容を整理をさせていただいております

けれども、この改正ＪＡＳ法が７月４日から施行されております。その改正法の趣旨が機

能するようにするためにも、そこに書いてございますような「食品表示ウオッチャー」で

ありますとか「食品表示110 番」といったような食品表示に関する不正を監視する体制の

強化を図っていくこととしておりますし、また食品の表示につきましては、消費者の方々

から、その法律によって表示の仕方が特に分かれているといったご指摘もございますので、

関係省との間の懇談会での議論を通じまして、その見直しを図っていくことといたしてお

ります。

その次が「新鮮でおいしい『ブランド・ニッポン』食品の提供」ということでございま



- 9 -

す。

以上がいわば消費者に対しての直接的な施策であるのに対しまして、この「『ブランド

・ニッポン』食品の提供」は、産地あるいは生産サイドの施策にも該当いたします。今年

度から産地ごとに品質安全性などに関する消費者の評価を踏まえた産地の優位性を生かす

「ブランド・ニッポン」戦略の策定を推進し、平成15年度から戦略を策定した産地に対し

施策を重点的に実施することとしております。

続きまして、３ページをごらんいただきたいと思います。第２の柱の「農業の構造改革

を加速化」することについてであります。「経営の法人化で拓く構造改革」が１番目でご

ざいますけれども、平成15年度から新規就農者に対する総合的な支援システムの構築や農

業経営の株式会社化等法人化の促進、広域的な法人間の連携を推進することといたしてお

ります。

また、農地制度の見直しにつきましては、６月から「経営の法人化で拓く構造改革に係

る有識者懇談会」を開催いたしまして、農業経営の法人化の推進でありますとか農地の利

用集積を通じた効率的な企業的農業経営が展開できるような観点からの論点整理をこの秋

を目途に行うことといたしまして、次期通常国会に法案提出を視野に入れて検討を行うこ

とといたしております。

また、あわせまして、農協改革の抜本的な促進の観点から、農林水産省と系統組織関係

者との間の定期的な協議の場などを設けまして、その促進を図っていくことといたしてお

ります。

次は「米政策の大転換」についてでございます。これはお手元の参考資料９の「米政策

の総合的検証と対応方向」ということで、後ほど食糧庁から説明をしていただきます。

「構造改革に伴うセーフティネットの創設」につきましても、米政策の見直しと密接な

関係にございますので、具体化の方向とスケジュールを米政策の改革に合わせて取りまと

めることといたしております。

４番目が「農山村地域の新たな土地利用の枠組み構築」に関してでございまして、こち

らも農地制度と同様、６月から有識者懇談会を開催し、今月中を目途に――といいまして

もあしたで終わりますので、来月早々に入ると思いますが、論点整理を行って、地域の取

り組みを基本とした新たな制度を平成15年度からスタートさせるべく、検討を進めること

といたしております。

４ページをごらんいただきたいと思います。第３の柱の「都市と農山漁村の共生・対
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流」についてであります。「都市と農山漁村で行き交う『わがふるさと』づくり」であり

ますとか「『ｅ―むらづくり計画』の推進」に合わせまして、３番目の「地球にやさしい

生物エネルギー・資源の有効利用」を図ることといたしております。そこに書いてござい

ますように「動植物、微生物や有機性廃棄物からエネルギー源や製品を得るバイオマスの

利活用についての具体策について」、これは先ほどごらんいただきました「基本方針200

2」の中に言及されている部分でありますけれども、そういった具体策につきまして、民

間企業、有識者から成るアドバイザリーグループの意見を聞いて、骨子案を今月中に取り

まとめることにいたしておりまして、先ほどご紹介申し上げましたとおり、本日公表した

ところであります。今後は、この骨子をベースにさらに検討を深めまして、年内を目途に

総合戦略を策定することとし、15年度からそのために必要な関係制度の見直しなり技術開

発、その普及を図っていくことといたしているところであります。

そこで、簡単にバイオマスの総合戦略についてご説明申し上げたいと思いますので、そ

ちらの資料をちょっとごらんいただきたいと思います。２種類用意をさせていただいてお

りますけれども、プレスリリースをした資料が「『バイオマス・ニッポン総合戦略』骨子

の公表について」という表題のものでございます。表紙にございますように、本日、農林

水産省から発表すると同時に、経済産業省、環境省からもそれぞれのクラブにおいて発表

をしていただいたものでございます。この戦略骨子は、文部科学省、経済産業省、国土交

通省、環境省との５省の連携によりまして策定したものでございます。

表紙をちょっとめくっていただきますと、そこに「『バイオマス・ニッポン総合戦略』

骨子のポイント」とございます。「バイオマスに対する大きな期待」ということで４点指

摘をされているところでございます。

第１点目が「地球温暖化防止」ということで、「二酸化炭素の排出源である化石資源由

来のエネルギーや製品を、カーボンニュートラルという特性を持つバイオマスで代替す

る」という意義がございます。

また、「循環型社会の形成」の観点からは、「バイオマスの利活用により、限りある資

源を有効活用し、持続的に発展可能な社会への移行を促進」するということが期待される

わけであります。

第３点目が「農林漁業、農山漁村の活性化」ということで、「自然の恵みを受けて成長

する豊富なバイオマスを利活用し、農林漁業、農山漁村の活性化」が期待できるというこ

とであります。
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第４点目が「競争力ある我が国の戦略的産業の育成」ということで、「バイオマス関連

産業を日本初の戦略的産業として育成することにより、我が国の産業競争力を再構築」す

るというものであります。

このような大きな期待があるにもかかわらず、これまでバイオマスに関しては明確なビ

ジョンが策定されておらなかったという点があります。また、現状においては競争力のあ

る総合的なバイオマス利活用が十分でないことに加えまして、国民各層のバイオマス利活

用に関する共通認識がないという点があります。アジアモンスーン地帯にある我が国の場

合、バイオマス資源は豊富な状況にあるわけでありますけれども、その有効活用がなされ

ていないということで、「バイオマス・ニッポン」実現に向けて、基本的な国家戦略の策

定、そのわかりやすい提示を行っていく必要があると考えております。

ポイントは４点でありまして、「達成すべき数値目標を設定」するということ。

２点目が、だれもやったことがないということで、民間企業も投資に対しての躊躇がご

ざいます。そういったことを踏まえまして、「地域の実情に即したシステムの構築、モデ

ル地域における実証実験」を行うということが必要であります。

さらに、バイオマスといってみても、これまでは食品残渣とかごみといわれていたもの

でありますので、資源になるものであるという国民的理解を醸成していきませんと物事が

進まないという意味で、「国民的理解の醸成」が何よりも必要であります。

最後は「バイオマスの生産、収集、変換、利用の各段階における経済性の向上等」とい

うことが求められるということで、次のページは骨子のイメージを図示したものでありま

す。

真ん中の緑色に描いたところ、「バイオマスの生産」「バイオマスの収集」「バイオマ

スの変換」「バイオマスの利用」というところで矢印がつながっているわけでありますが、

この循環の輪がつながるようにするためには、例えばバイオマスの収集に関しては効率的

な収集システムの構築でありますとか、バイオマスの変換につきましては施設建設に係る

規制等を検討していかなければならないでありますとか、さまざまの乗り越えなければな

らない障害、障壁がございます。そういったことにつきまして関係省協力して取り組んで

いく、そのための国家戦略をつくっていくというものがバイオマス総合戦略であるわけで

あります。

以上が参考資料の２の関係でございます。このような再生プランの工程表をお示しした

わけでありますけれども、今後はこの工程表の実現に向けて国民の皆様方からの具体的な
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提言、提案をいただきながら、各施策ごとにその具体化を図っていくことといたしている

わけであります。

「食」と「農」の再生プランの関係、「基本方針2002」の関係で補足的に説明申し上げ

ますと、先般総理から７つの省に対しまして具体的な指示がございました。

私ども農林水産省に関しましては４点ございまして、１点目は農産物食品流通体制の見

直しに関する事項でございます。特に農協改革と安全・安心の観点から農産物食品流通体

制の見直しについての考え方を問われております。

２点目が米政策の見直しということで、特に生産調整等について、その考え方を問われ

ております。

３点目が企業的農業経営が展開するための制度改革をどう図っていくのか。特に意欲と

能力のある経営体への施策の集中のあり方としてどのように考えるのか。

第４点目が、規制改革の観点から土地利用規制法の見直しをどのように図っていくのか。

こういった４点の指示がございました。

それぞれの４つの項目につきましては、先ほどご説明申し上げました「食」と「農」の

再生プランの中に既に項目的には盛り込まれている事項でございますので、さらにこの再

生プランあるいはこの工程表を深掘りする中で、８月の終わりに私どもの大臣から経済財

政諮問会議等にご説明申し上げたいと考えております。

また、この「食」と「農」の再生プランの15年度の欄に掲げております多くのものは、

予算にかかわる問題になってまいります。15年度予算につきましては、まず概算要求基準

を政府として決めていく必要がございまして、この議論が今週から来週にかけて政府と与

党との間で調整がなされることとされております。このことによりまして、大枠が定めら

れてくることになります。農林水産省としては、その概算要求基準を踏まえ、再生プラン

の工程表に掲げております事項をベースとして15年度予算の概算要求を編成することにな

ります。

その際、何よりも重要なのが参考資料の４でございます。クリップを外していただきま

すと、３つの資料からできております。この参考資料の４は13年度農林水産省政策評価の

結果でございまして、これは平成13年度に農林水産省が実施した政策を70に分類いたしま

して、その70の政策分野について数値目標に対しての到達度をベースに評価をしたもので

あります。この13年度の政策評価の結果は15年度の概算要求に反映させることといたして

おりますので、この13年度の評価結果は何らかの形で概算要求の中に盛り込まれていくと
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いうことになります。

時間が大分たちましたので、簡単にご説明したいと思います。「ポイント」という表紙

の資料をごらんいただきたいと思います。

１ページ目は、政策評価を行うことに至った経緯を書いてございます。下の絵の方でみ

ていただきますと、中央省庁等改革というのがございました。昨年の１月６日に中央省庁

再編がなされたわけであります。農林水産省はたまたま農林水産省単独で残ったわけであ

りますけれども、その中央省庁改革の１つの眼目が政策評価を行うということであったわ

けでありまして、これは全ての省で政策評価を行うことが義務づけられたところでありま

す。ただ、農林水産省の場合には、中央省庁再編のほかに基本法の中で基本計画を概ね５

年ごとに見直す前提として、毎年毎年、施策の効果を評価しろというのが法律上出ていま

す。したがって、農林水産省では、他の省に先駆けて平成12年度から政策評価を実施して

きたところであります。

次のページをごらんいただきますと、「政策評価の仕組み」であります。我が国の政策

評価は自己評価、行政を推進する主体が、まずみずからのことを評価する手法をとります。

そうしますと手前味噌な評価になるのではないかということが懸念されますので、評価に

至るプロセスを透明化していくことと第三者にその評価の仕方について意見をいただくと

いう二重の装置によって客観性を担保することとしている次第であります。

３ページ目をごらんいただきたいと思います。３ページ目は政策評価の手法についてで

ありまして、３つの手法があります。

１つは「実績評価」でございまして、これが今回提出した資料の主たる部分であります

けれども、「行政分野全般にわたる主要施策を対象に、あらかじめ目標を設定し定期的

（１年ごと）にその目標に対する実績を測定する」というものであります。

２番目が「総合評価」でありまして、「様々な角度から掘り下げた検討が必要な課題に

ついて、『政策』等のまとまりを対象に、時々の重要課題に対応して選択的かつ重点的に

実施するもの」ということで、現在は「農業の構造改革を題材とした総合評価の手法開

発」ということで、農林水産政策研究所に米政策についての総合評価を行ってもらってい

ます。

３番目が「事業評価」ということで、これは「公共事業、研究開発など個々の事業につ

いて」、その「事前、期中、完了後の評価・検証する」というものでございまして、13年

度は、公共事業については13年８月、12月、14年３月について実施したところであります。



- 14 -

４ページ目に13年度政策評価についての「評価結果の概要」を掲げております。各政策

分野について数値目標を掲げておりますので、数値目標に対して到達度がどれだけかとい

うことで、ＡとかＢとかＣとか、そういったランクづけが可能になります。それぞれラン

クづけを行ったものでありますけれども、こういうランクづけをいたしますと、えてして

ＡはよくてＣはだめかということを印象として受けがちであります。文章の下から３行目

にも書いてありますけれども、「達成度が『Ｃ』となった政策手段は有効性に問題があり、

抜本的検討を行うこととなりますが、達成度が『Ａ』のものでも、改善が必要なものもあ

ります。達成度よりも、十分な要因分析とそれに基づく改善方向に沿った対応を行うこと

が重要です」ということであります。

具体的にどのように書いてあるかというのは、次のページをごらんいただきたいと思い

ます。６ページをちょっとごらんください。６ページの上段、これは「認定農業者等意欲

ある農業者の育成」という政策分野であります。13年度目標は、経営改善計画の認定数18

万 7,000人に対して達成ランクＡ、つまり18万 7,000人に近かったということであります。

その評価でありますが、「達成状況は順調であるものの、農地の出し手はいるが農地条件

が不一致である等認定農業者の規模拡大を行うに際しての障害などにより、認定農業者の

経営改善計画の達成状況が十分でないこと等が問題」であるという指摘をした上で、「改

善の方向」として「認定後の経営改善が促進されるよう、認定農業者に対する施策の集中

化・重点化を図ることが必要」。

これはかなりはしょっていますけれども、評価そのものは、３つ目の資料の中に「政策

評価総括組織意見書の概要」というものがございますが、それの「所見」の欄にるる書き

込んでおります。事ほどさようにランクづけのＡとかＢとかＣということ、これも重要な

のでありますけれども、具体的な「所見」の欄に改善方向がすべての項目にわたって書き

込まれているということでありまして、15年度の概算要求に向けまして、各局はこの政策

評価結果を踏まえて官房の予算課と予算調整をしていくということになります。

農林水産省としては、この評価結果が15年度概算要求にどのように反映されたかという

ことを８月末に対外的に公表することといたしているところでございます。

私からの資料の説明は以上でございます。

○総合食料局国際企画課長 それでは、続きましてＷＴＯ農業交渉をめぐる状況につい

て説明をさせていただきたいと思います。総合食料局でございます。

参考資料８の１ページをお開きいただきたいと思います。参考資料８の１ページ目は、
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皆様ご案内のとおり、1994年に署名がなされましたウルグアイ・ラウンド農業合意の概要

が書いてございます。１ページの右側の真ん中に四角い枠で３分野が書いてございます。

念のためご紹介しますと、例えば市場アクセスでございますと、関税率の引き下げ、平

均36％、１品目最低15％の削減というようなこと。また、いわゆるミニマムアクセスとい

う話につきましても、まさにこの市場アクセスの分野の話でございます。

次に、２つ目の分野として国内支持の約束がございます。「黄」の政策を６年間で20％

削減するということで、「黄」「緑」、さらには「青」の政策といわれるようなものがこ

の分野でございます。この「緑」「青」「黄色」の中身につきましては、一番下に書いて

ございます。

３分野の一番最後としまして輸出規律という約束があるわけでございます。我が国の場

合はございませんが、いわゆる輸出補助金などでございます。ご記憶があろうかと思いま

すが、アメリカとＥＵが最後まで大変熾烈な戦いを演じた分野でございます。

これが現在まで約束として各国が実施してきましたウルグアイ・ラウンド農業合意の概

要、その３分野でございます。

続いて、３ページをお開きいただきたいと思います。それでは、現在行われております

ＷＴＯ農業交渉についての状況でございます。右側に絵がございますが、最初に2000年に

農業委員会の特別会合がスタートしております。

そして、2001年の欄の一番下に四角く囲んでございますが、昨年の11月にカタルのドー

ハで第４回ＷＴＯ閣僚会議が開催されまして、まさにこの新ラウンドの立ち上げが閣僚宣

言としてまとまったわけでございます。

農業分野につきましては、前後いたしますが、2000年の末に我が国はいわゆる日本提案

をＷＴＯに出しておりまして、各国にも説明をしております。

そして、今後の予定でございますが、一番大きなポイントが2003年の３月、農業モダリ

ティの決定ということがございます。これは左側の一番下に点線で囲んでございます。聞

きなれない言葉でございますが、モダリティの確立というのは、ここに書いてございます

ように、前回のウルグアイ・ラウンドでいえば、例えば関税でしたら36％引き下げますと

か、各国に皆共通の約束として適用される基準についてまとめ上げようというものでござ

いまして、極めて重要な部分でございます。これが来年の３月が予定でございますので、

そのためにはということで、右側の2002年の欄の一番下に12月18日までということで、

「議長が作成する『概観ペーパー』の呈示」というのがございます。
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前回のウルグアイ・ラウンド交渉でいえば、当時の議長でございましたダンケルにより

まして具体的な数字を書き込んだいわゆるダンケルペーパーが出されたわけですが、それ

に相当するのがこの「概観ペーパー」ということになろうかと思います。

そして、先ほども話しましたが、来年の３月にその具体的な数字や何かも入りましたモ

ダリティができ上がりまして、それに基づきまして各国が作業の後に2003年の９月、もう

既にセットされておる会合ですが、メキシコのカンクンにおいて第５回のＷＴＯ閣僚会議

が開催されることになっております。各国がそのルールに基づいて、我が国は具体的にこ

のものについてはこういたします、これについては段階的にこういたしますという、まさ

に約束を一覧表、膨大なドキュメントにして出すわけですが、その約束表、すなわち譲許

表を各国がここに出すということがスケジュールとして提示されております。

そして、その後もさらに交渉を続けまして、2005年１月１日、今回のＷＴＯ交渉の終結

ということでございます。2005年１月１日終了ということは2004年末までということにな

ろうかと思います。

恐縮ですが、６ページをお開きいただきたいと思います。これもご案内のとおりかと思

いますが、先ほども話しましたように、2000年12月に我が国は――各国とも出しておりま

すが、いわゆる日本提案を出しております。ここの右側の枠に囲んでございますように、

いわば基本的な考え方を示すものでございますので、「多様な農業の共存」ということを

掲げまして、具体的には①から⑤にありますように、例えば「農業の多面的機能への配

慮」「食料安全保障の確保」等々５つの部分にまとめまして、これを各国に提示をしてお

ります。また、昨年の各種ＷＴＯの会合では、これをもとにしまして色々な詳細な説明、

具体的な考え方を我が国として各国に説明している状況でございます。

恐縮でございますが、８ページをお開きいただきたいと思います。それではということ

でこの日本提案を各国に説明をしているところなのでございますが、実は現在の状況をみ

ますと、この日本提案に対して好意的な意見の国は、ここに書いてございますように、Ｗ

ＴＯ加盟142 カ国のうち10カ国にとどまっております。日本提案に対して批判的な意見の

国は、例えば輸出国でグループをつくっておりますいわゆるケアンズ諸国、それ以外の国

々も非常に批判的な意見をいっているというのが実情でございます。

これらに対しまして、もちろん粘り強く説明をしたり、あとは６月、日本が主催いたし

ましてローマで非貿易的関心事項に関する会議を開いたり、色々な運動を行って各国に対

する理解を少しでも得ようという努力を続けているところでございます。
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恐縮でございますが、11ページに飛ばしていただきます。ＷＴＯ農業交渉に非常に関連

する部分でございますが、「各国の農政改革の状況」ということです。11ページは我が国

のことでございますので、あえてご説明するまでもございませんが、「緑」「青」という

ようないわゆる国内支持の削減についてでございます。

非常に細かい数字で恐縮ですが、右側の真ん中の日本の欄の数字をごらんいただきたい

と思います。日本は、ウルグアイ・ラウンド合意に基づきまして、基準約５兆円の削減対

象の助成合計量を約束どおり20％削減するということで４兆円弱に下げるという約束をし

たわけでございますが、右側のページの上にございますように、ご案内のとおり、新たな

米政策の決定に基づいて米の価格支持をなくしたこと、また生産調整を前提といたしまし

た稲作経営安定対策の導入ということで、これを「青」の政策にカウントするというよう

なことで、実は削減対象となる助成合計量は我が国は大幅に減っております。４兆円まで

下げるという約束をしたわけでございますが、直近年をみますと 7,478億円ということで、

約束水準に比べまして18.8％、２割弱の水準にまで我が国は落としてきているという実情

がございます。

次の12ページをお開きいただきたいと思います。他の主な国でございますが、ＥＵにつ

きましては、これもご案内のとおり、1992年、いわゆるＣＡＰ改革に取り組み、さらに99

年にはアジェンダ2000ということでＣＡＰ改革をさらにＥＵは進めたわけでございます。

生産調整を前提といたしますが、価格支持から直接的な支払いへと移行させていくという

のが基本的な考え方でございます。

左側の６に「なお」と書いてありますが、７月10日、ＥＵの委員会は、アジェンダ2000

においても2002年中に中間レビューを行うことと明記してあったわけでございますが、Ｃ

ＡＰ中間見直し案を発表いたしました。その中でさらに方向を加速させるということで、

生産と切り離された直接支払いを強化するという方向を打ち出しております。

ただ、１点ご留意いただきたいのは、このＥＵの手続というのは、この後、各国間での

議論、会議が幾度も開かれますので、最終的に今回の中間見直し案が合意されるとしまし

ても来年３月の合意と伺っております。

次に13ページをお開きいただきたいと思います。アメリカにつきましても、ご案内のと

おり、1996年の農業法において、ウルグアイ・ラウンド農業合意の後でございますが、96

年農業法において、長く続いておりました不足払い制度を廃止いたしまして農家への直接

固定支払い制度の導入を行ったわけでございます。しかし、その後に穀物相場の長期低迷
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が続いたということもございまして、実はそれに上乗せの形で、13ページの右側の下の四

角にございますように総額273 億ドル、価格支持の直接的な部分は 200億ドルでございま

すが、いずれにいたしましても天文学的な数字の追加支払いを実施せざるを得なかったわ

けです。背景といたしましては、農産物価格の長期低迷もあったわけですが、一節にはア

メリカが実はこの時期、ＩＴ産業の好調な状況なんかを受けまして、記録的な財政的な余

裕があったというのも１つの背景にあったということでございます。

14ページをお開きいただきたいと思います。アメリカは、本年の５月13日にいわゆる20

02年農業法を成立させました。この2002年農業法においては、14ページの右側の真ん中に

絵をかいてございますが、目標価格と色々な支払いをした上での農家の手取りの差額の部

分を補てんをしてしまうということで、見方は色々違いますけれども、あえていうならば

従来の不足払いを復活させるような、非常に強力な農家直接支持を再開することになって

おります。また、金額的にも、追加的な支払いが行われたものと同様のものをこれからも

続けるということで、膨大な支払いを約束をしているということでございます。これに対

しては、要はウルグアイ・ラウンド農業合意の流れに逆行する国内支持の強化であるとい

うことで、各国から非常に強い批判が今出ているところでございます。

最後になります。これも先週末報道されているところでございますが、先週末、５カ国

農相会議が奈良で開催されました。日本が主催したわけでございますが、この場にアメリ

カが新提案をぶつけて各国に提示をしてまいりました。今後５年間で国内支持なり関税な

りの大幅な引き下げを行い、将来的にはそれを撤廃するとか、あとアクセス量の大幅な拡

大を各国は約束すべきというようなことで、非常に強烈な新提案を提出してきております。

これからも十分にそれを精査して、我が国としても対応していかなければならないと思い

ます。

最後になりますが、15ページ以降に各分野ごとに我が国、各国、途上国などの主張につ

きまして概要が書いてございますので、参考までに後ほどごらんいただければ幸いでござ

います。以上でございます。

○食糧庁総務部長 食糧庁でございますが、生産調整に関する研究会の中間取りまとめ

についてご説明申し上げます。

お手元に「米政策の総合的検証と対応方向」ということで幾つか資料が配付されてござ

います。一枚紙と、その次にございますのが中間取りまとめそのものでございます。その

下にＡ４の横紙で概要がございます。これは簡単に取りまとめたものでございます。その
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さらに下に「米政策の再構築に向けて」というのがございます。この内容と中間取りまと

めの内容は様式が違うだけで全く同じでございますので、ご参照いただきたいと思います。

今日は時間の関係もございますので、一番上にございます参考資料９の一枚紙でご説明さ

せていただきたいと思います。

ご案内のとおり、生産調整、昭和40年代の半ばから30年にわたって実施してきたわけで

ございますが、その現状をみると、一枚紙の左の上に整理しておりますけれども、色々な

問題が出ている。

１つは、重要なメッセージ、一番端的なのは何のため、誰のための生産調整かというよ

うなことが生産者に伝わらない、したがって政策が効果を十分発揮し得ていないというよ

うなこと。それから、政策面、消費面での構造変化への対応が遅れているのではないかと

いうことでございます。

その現状を検証したのがその下にございます。ざっとごらんいただきますと、まず「需

給見通し・生産調整」でございますが、消費構造の変化等により、需要減に歯どめがかか

らず、需給の見通しに狂いが生じている。これは、かつては家庭食中心でありましたもの

が、中食あるいは外食に移ってきているという点がございます。

２点目にございますが、生産調整「面積」による管理の弊害が顕在化しているのではな

いか。

さらに、多額の財政負担、制度の複雑化ということがございます。多額の財政負担とい

うことで申し上げますと、12年度から14年度の２年間に農林水産省の予算全体で 2,300億

円減額になっております。その中で米の生産調整に関する予算は逆に 700億円の増加にな

っておりまして、その結果、他の施策に向けられる財源が減っておるという状況がござい

ます。

その次にございますように、生産調整の推進をめぐる不公平・不公平感が発生しておる

ということ。

さらに、その次の欄の「備蓄・調整保管等」でございます。２つ目の・にございますが、

農業者の実感しにくいところで余り米の調整保管が行われますので、農業者は農協に出荷

すればもう売れたものということで錯覚してしまっておるのではないか。

さらに、豊作等によりでき過ぎた場合に配合飼料用処理をやっております。ただ、この

経費の全体像なり決定プロセスが不透明であって、農業者に本当のことが理解されていな

いのではないかというご指摘がございます。



- 20 -

さらに、その下の「流通制度・価格形成」でございます。これは計画流通米のシェアが

どんどん低下しておりまして、その下に括弧で囲っておりますが、流通量の66％、生産量

では49％まで低下しております。ただ、現実問題といたしまして、通常時の安定供給には

支障がないのではないかというようなことが指摘されておるわけでございます。

こういった検証を踏まえまして、将来これをどうするのか、今のままではやはり限界だ

ろうということでございまして、右の一番上にございますが、「米づくりの本来あるべき

姿」として、研究会では大きくこの２つの点が挙げられております。

１つは、「多様な消費者ニーズを起点とし、需要ごとの価格条件等を満たしながら安定

供給が図られる消費者重視・市場重視の姿」があるべき姿だろう。

２点目でございます。そういった状況のもとでは「効率的かつ安定的な経営体が、市場

を通して需要を感じ取り『売れる米づくり』を行うことが基本」であろうということで提

起されておるわけでございます。

その具体的な対応方向がその下に整理してございます。ごらんいただきたいのですが、

１つは「需給見通し・生産調整」でございます。

一番上の・にございますように、数量による調整を基本とした供給量調整が必要だろう

と。その際に、需要予測なり調整等は、透明性ある公正・中立な第三者機関で実施すべき

だろうということでございます。現状のやり方では、マーケットが求めているもの以外の

色々な思惑が入り過ぎているのではないかというご指摘があったところでございます。

２点目でございますが、正確な情報を提供した上で、農業者が、過剰や価格下落等のリ

スクに対しても、主体的な経営判断に基づいて対処するような仕組みの構築が必要であろ

うと。

３点目でございますが、メリットが感じられる助成の仕組みとして、米の供給調整と特

色ある地域農業の振興等を分けた政策が必要であろう。括弧内にございますが、当面、需

給調整そのものに対する直接的なメリット措置は、性格の異なる農業者を区別しない。た

だし、地域の特色ある農業の展開等については、その取扱いを区別するということでござ

います。

その次にございますが、情報が伝わりにくくなっている系統の米事業方式を見直す必要

があるのではないか。

それから、「備蓄・調整保管等」でございますが、備蓄につきましては、需給調整とは

切り離した形で運用すべきだと。
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２点目でございます。調整保管について、これは②にございますように、決定プロセス

や運用状況に関する透明性の確保の仕組みの構築、さらに一律配分でなく、需要に応じた

仕組みの構築が必要であろうと。

３点目でございますが、農業者の経営判断との関係で、配合飼料用処理システムの見直

し、需給調整の結果の余り米は、自己責任を基本とし、具体的な処理方法を検討すべきだ

という提起をいただいたところでございます。

それから、「流通制度・価格形成」でございますが、１つは必要最小限の規制の下での

流通、１物２ルート、今は計画流通米、計画外流通米となっていますが、そういうものの

生じない公平さ、さらには簡素でわかりやすいものであるということを基本原則として、

新たな安定供給体制を確立しなさいと。

２点目は、流通コストを低減させる観点から系統米事業等を見直しなさいと。

３点目が、消費者の信頼を回復するための米の表示・検査制度の抜本的見直しを行いな

さい。

４点目が、価格形成のあり方の抜本的な見直しを行いなさい。

次に「関連施策」でございますが、担い手育成・支援対策と需給調整への参加メリット

対策との関係を整理しなさいということでございます。

２点目にございます新たな米政策の構築と整合性をもった担い手の経営所得安定対策を

提示しなさいと。

さらには、構造展望実現のための具体的政策を提示しなさい。

さらに、その次にございますが、農地を農地として利用することを基本とした農地制度

の見直しが必要である。

最後に、需要に応じた米・大豆等の生産、耕畜連携の推進、こういったことが必要であ

る。

こういうものにつきまして、到達年次を明確にして実行プログラムを策定しなさい、そ

の上で将来方向を見据えて条件整備を行っていきなさいという取りまとめをいただいてい

るところでございます。

この取りまとめは基本的な方向性をお示しいただいたものでございまして、報告書の中

に※で二重線で囲った部分があるのですが、具体的な仕組み等につきましては、私どもな

り関係団体なりで宿題として今いただいておりまして、現在作業中ということでございま

す。
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さらに、やはりこの報告につきましてもパブリックコメントに今かけておりまして、広

く国民各層からご意見をいただきながら、秋の段階に全体としての新たな政策を取りまと

めていきたいと私どもは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 どうもありがとうございました。

さて、本日は、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14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。発言の際には挙手をいただ

きまして、私から指名させていただき、その後にご発言をいただくという手順でお願いい

たします。

それでは、どなたからでもどうぞ。――どうぞ、田中委員。

○田中委員 田中でございます。今のお話を聞いていて、ようやくアイドリングからア

クセルを踏み出したなということを感じました。今日はフリートーキングということです

から、感想をかいつまんでお話しします。

今皆さんが食料の新鮮・安全・安心ということで非常に叫ばれてはおりますが、それを

支えております農業についての国民とか消費者の理解度が非常に低いと私は感じています。

ということは、そのことがお互いにそうだねという合意形成に至っていないのではないか

と思っています。ということで、農業も他の産業のようにどんどんマスメディアを利用し

て、もっともっと私は普及・啓発してほしいと思います。

また、今までのお話でない点としましては、いつも平野委員がおっしゃるように、農業

は単なる産業ではなくして日本の文化としてということで、ＮＰＯ等の市民団体等が柱と

なって、国民が農業を支えるようなシステムづくりをぜひやってほしいです。

最後なのですけれども、国の施策は社会のニーズに対応して進められると思います。し

かし、その対応とすれば、少し早過ぎたり遅くなることがあったとしても、今の状態は日

本の農業は将来どうなるのかというふうな、だれもがわかる青写真が必要かなと思います。

ということで、今、農水省でも事業メニューだとか施策はたくさんあります。しかし、農

業の環境は非常に厳しくて、農業者も大変です。そのような状況であるからこそ、今は苦

しいのですけれども、国民だとか消費者にもっと夢を与える。20年、30年後はこうなるん

だ、 100年後の農業はこうなるんだというふうな青写真をもう少しわかりやすく示しても

らえれば、まず頑張ろうという気になって、いましばらくみんなで協力して進んでいくの

ではないか。

ということは、最後は結論なのですけれども、まだまだ農業者も消費者も国民もわがま
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まです。お互いにどうしても感情論だけです。だから、その辺をお互いにそうだねとわか

り合えるようなシステムをつくるということが農政の今の一番の課題だと、私は最近深く

感じているところです。

一応そういう形で、今日は思いとか視点のお話をさせてもらいました。以上です。

○甲斐部会長 それでは、ほかに。――山田委員。

○山田（陽）委員 この白書（視覚障害者向けのテープ）、ありがとうございました。

一足早く聞かせていただいたのですけれども、とてもよくポイントがまとめられていて、

Ａ面、Ｂ面で七十数分ですか、本当に飽きずに最後まで聞けたなということでとても喜ん

でいます。当然これが最後ではなくて始まりということで、まだまだ白書はたくさんあり

ますので、ぜひ他のも同じようにしていただきたいと思います。

これは視覚障害者の方たちへの情報支援ということでつくっていただきましたけれども、

聞いていると心地よくて、私なんか食事の支度をしながらＢＧＭのようにやっていると、

結構難しい言葉がすらすらっと残ったりして、視覚障害者だけではなくて一般の主婦にも

案外お薦めできるのではないかなと感心しています。まとめられた方がさぞかしご苦労さ

れたのだと思いますけれども、とてもいいものができたと思います。

ただ１点気になりましたのが、最初から最後まで聞いていて、この内容についてどうか

と思ったときにどこに問い合わせたらいいのかということが一つも入ってないんですね。

これは点字図書館等にということがありましたけれども、私たち見えたり聞けたりする者

は、何かわからないことがあったときに簡単に色々な所に問合わせをすることができます

が、障害者はどこにどうやったらいいのかという手だてがなかなかないのです。ですから、

もし内容について疑問とか質問とかがあったらここにということで、電話番号なり何なり

を中に入れていただきたいと思います。それが１点。

もう１つ、食品の表示が今見直しをかけられてとても喜んでいます。今朝の新聞にも製

造年月日の復活ということもありましたけれども、本当に誰のための表示なのかというこ

とを真剣に考えて変えていっていただきたいと思います。その中で例えば現況、加工品と

生鮮品との定義がすごくあいまいで、確か、ひき肉は生鮮になるんですよね。ただ、豚ひ

きだと生鮮で、牛と豚の合いびきになると加工品になってしまうんですよね。お刺身なん

かでも、今スーパーに行きますと、本当に小さなトレーにやせこけた刺身が３種類ぐらい

入っている。それだと加工品になるので原産地表示とかが要らない。私は怖いので、そう

いうのは一切買わないのです。ある意味で、お年寄りなんかでいろいろな種類をちょっと
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食べたいという人にはいいかもしれませんけれども、流通業者が無理無理加工品にして表

示をしなくていいようにというのが明らかにわかるといったような表示のもっていき方と

いうのは、ぜひ考え直すようにしていっていただきたいと思います。以上です。

○甲斐部会長 稲田委員。

○稲田委員 本日、フリートーキングということですので、田中委員もおっしゃったよ

うに、私のご意見ということで１点お願いしたいと思います。

政策の提案会とか審議会、各種委員会、部会とございますし、また広く意見を募集する

場ということでパブリックコメントというシステムがありますけれども、そのような政策

の提案会等にもっと広く現場の意見を取り入れていただきたいということです。例えば２

点ほど例を申し上げます。

今日お配りいただいた「『バイオマス・ニッポン』の総合戦略の策定に向けて」という

資料の中にアドバイザリーグループの委員さんの名簿も出ておりますけれども、なぜこの

中に林業関係者がいないのでしょうか、なぜ農業関係者がいないのでしょうか。こういっ

たことを言うと失礼ですけれども、そういった方なくして方向性は出てくるのでしょうか

ということが１点疑問でもあります。

また、先日お送りいただきました『ＡＦＦ』という雑誌の中に「第１回新規就農に関す

る政策提案会の紹介」というのが出ておりましたけれども、提案者の中に新規就農者の予

備軍の方がいらっしゃらない。実際に新規就農して１年経った方、２年経った方、成功し

た方、失敗した方がいっぱいいらっしゃると思いますけれども、そういった現場の声とい

うのは本当に出ているのかなという気がいたします。せめてこのような政策提案会、その

他色々あると思いますけれども、例えば「『バイオマス・ニッポン』の総合戦略の策定に

向けて」という今日の資料にも「国民各層の理解と協力に基づく」という文言が入ってい

ることでもありますので、肩書にこだわらない、広い人材登用を図っていただきたいなと

思います。以上です。

○甲斐部会長 それでは林委員。

○林委員 林です。15年度の予算なり施策に関する件ではないのですけれども、ぜひと

もこの準備に入っていただきたいなと思っておることがあるのです。今、全国的に市町村

合併問題が大変急速に広がっておりまして、現在 3,200余りの市町村を 1,000程度の市町

村にしていこうという計画であります。特例法が17年の３月ということで全国の市町村長

は大変頭を抱えながら試行錯誤しているところであろうと思っておりますけれども、その
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流れの中で大変重要になってきますのは、新しく市ができていく、極端にいえば 3,200が

1,000の自治体になっていくという場合において、各市町村にはそれに関する全ての組織

が揃っているわけです。例えば消防防災の組織、女性団体の組織、土地改良区もそうであ

ります。その中で農業委員会の組織も各市町村に全てあるわけです。 3,200あれば 3,200

近くの農業委員会があるわけでありますけれども、それが合併になって新しい市ができた

場合においては、極端に言えば 1,000の農業委員会になってしまうかどうか。このあたり

は大変重要な問題でありまして、このあたりを十分に準備をしながら、あるいは全国の農

業会議、農業委員会を通じてどのようにこれに対処していくかということの統一的な見解

を示すべき準備の時期に来ているのではないかと思います。

先ほど「食」と「農」の再生プランの中にも、農業の構造改革を加速化していくという

ような欄がありました。農業委員会の必要性は十分認識のところであると思いますけれど

も、特に意欲ある農業の担い手、認定農業者、ここに農地を集積する場合においては、基

本的に農業委員が全てこの役割を担っておるわけです。農地の集積化は大事なことであり

ますけれども、これがなかなかうまくいかない。その農業委員会の組織をどのように今後

維持していくかということは、市町村合併の流れとともに大変重要な部分に加わっていき

ます。

特に今年の７月、農業委員会は統一選挙がありまして、かなりの地域で新しい農業委員

さんができ上がっております。特に女性参画社会の中で女性農業委員さんが相当数ふえて

まいりました。当然にして女性が今農業の担い手の中心でありますから、そういった方々

が農業委員さんに入られるのは妥当であろうと思いますけれども、そういった中で農業委

員の役割、あるいは農業委員会の立場、そういったものを明確にしておかないと、新しく

合併した市ができた場合において、非常にいびつな組織にならざるを得ないという思いも

いたします。合併は、基本的には都市部と周辺部、いわゆる町村との合併がかなり多いわ

けですから、都市部の立場と周辺の農村部の立場をどのようにお互いを認識していくか、

これが新しい市のスタートになるわけでありますから、その支えとしての農業委員会の立

場をぼちぼち施策としてもしっかりと置いておいて、この組織を健全化していく準備の段

階にあるのではないかと思いますので、これは提言として申し上げておきます。

○甲斐部会長 他にございませんか。――山田委員。

○山田（俊）委員 「食」と「農」の再生プランについてご説明を受けたわけでありま

すし、内容もよく聞かせていただきました。総合規制改革会議の件について触れておられ
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たかどうかちょっとわからなかったのですが、総合規制改革会議が株式会社の農業参入に

ついて規制緩和を打ち出されていると承知しています。農水省がその点について、我が国

の農業生産や土地利用の実態からして現実的ではないというのですか、どういう正確なご

反論なのか十分承知していないのですが、一定の反論をされていると聞いておるわけです。

このことと「食」と「農」の再生プランの農業経営の株式会社化並びに農地法見直しの提

案とどこがどう違うのかということなのです。どちらが先でどちらが後かよくわからない

のですが、「食」と「農」の再生プランで打ち出しておいて、他方で反論してみても、そ

れは手遅れか、ないしは矛盾ではないのか。要は私が申し上げたいのは、そういう形で反

論するくらいなら、「食」と「農」の再生プランでの打ち出しにもっと慎重さが必要なの

ではないかと思うものですから申し上げたわけで、事実誤認があるのなら、この点で事実

誤認があるよとおっしゃっていただければありがたいと思います。

○甲斐部会長 他にはいかがでしょうか。――中村委員。

○中村専門委員 今の点と関連いたしますが、「食」と「農」の再生プランに関するこ

とであります。このプランの推進の具体的な方策として、今、構造改革特区、あるいは市

町村条例を主体とした新たな土地利用調整の枠組みを検討されているということでありま

す。詳細が定かでないものですからよくわかりませんけれども、かなり大幅な農地制度の

見直しが論点になっていると仄聞をしております。農村現場でも大変不安なり動揺があり

ますので、今、農業委員会から具体的な意見の積み上げをしております。９月末なり10月

の初めにはまとめて、またお願いするべきはお願いしたいと思っております。したがいま

して、今の段階では農地法見直しに対する強い懸念の表明と慎重な検討を大臣に申し入れ

たところであります。懸念は大きく２点に分けて整理をしております。

１点は、今もお話がありましたが、さらなる株式会社の農業参入に対する懸念でありま

す。これも３つございまして、株式会社の参入につきましては、国会でも大議論をやって、

去年の３月から譲渡制限のある株式会社については一定の条件のもとに農業生産法人とし

て加えていくということで始まったばかりでありますし、現在25の株式会社ができたと聞

いております。この実態を踏まえ、まず検証してみるというのが第一であろうと思います。

もしこういう構想があるとすれば余りにも唐突で、農村現場に不安と混乱を招くことが懸

念されるというのが１つ目であります。

２つ目は、食料・農業・農村基本法でも、将来にわたる農業の担い手は、家族経営と地

域に根差した農業者を基本とする農業生産法人を基本にすると我々は理解をしております。
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したがいまして、また株式会社一般の参入ということになると、担い手対策が基本法以降

に変わってきたのかどうかということで、これも農政に対する信頼が揺らぐのではないか

という懸念がされるということであります。３つ目は前回も大きな論点となりましたが、

投機的な農地の取得防止だとか、農業関係者以外の方による経営の支配だとか、水の管理

や土地の利用面での地域社会との調和の問題だとか、そういう懸念が本当に払拭できる措

置がとれるのかどうかというのが懸念されるということであります。

２点目の、市町村条例が農振法なり農地法等に優先していくということについての懸念

であります。これも３つの懸念がございます。

１つは、市町村条例が国の農地制度なり農振制度に優先するということになれば、食料

・農業・農村基本計画の達成など国家レベルの農政に混乱を生じないかという懸念があり

ます。

それから、農地の移動だとか転用に際しての農振法とか農地法等の担保措置がなくなっ

た場合、秩序ある農地利用調整ができなくなるのではないかという懸念がされます。今、

条例で調整をやっている事例を我々も聞いておりますが、これは農地制度なり農振制度と

条例が車の両輪で支え合いながら土地利用がうまくいっていると理解しておりまして、条

例を優先していくとどうなるのか強い懸念をもつものであります。

それから、農地法や農振法は適用しないということになりますと、農地法上の農地でな

い農地ができてしまうということが心配され、「農地の無法地帯」ができるのではないか

という懸念があります。このため、懸念の表明と慎重な議論をしていただきたいと申し入

れを行ったものであります。今、農業委員会でこれらについての意見の積み上げをしてお

るところでありますが、いずれにしましても慎重なご議論をいただきたいことをお願いし

ておきたいと思います。

○甲斐部会長 他にございませんか。――平野委員。

○平野委員 トレーサビリティシステムがこれからますます充実していくのではと思う

と、つくづくいいシステムができたなと私は思っております。これは、安全で安心な食品

を供給するための仕組みということを目的としていますが、それ自体とても大切だと思い

ます。そして、さらに言えば、もしこのシステムが定着し、そのシステムに基づいた活動

が充実すれば、チェックし、調査するというだけではなく、食べ物が口に入るまでの生産

全体のプロセスをみる習慣ができるのではと思うのです。自分たちの命に必要な食べ物で

すけれども、そんな大切なものを、でき上がった目の前のいいところだけみて、私たちは
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享受しがちです。だから平気で無駄遣いしたり、後のごみのことも考えないで捨ててしま

ったりするのではないでしょうか。けれども、プロセス全てをみることで自分たちの口に

入るものをもっと大切にすると思うし、輸入にどのくらい頼っていいのかなということも

考えるのではないかと思うのです。

そこで、先ほどバイオマスの説明もいただきましたけれども、トレーサビリティシステ

ムにさらに食べ終わった後のごみがどうなるかという、プロセスの最後のところも加えて

一連の１つのシステムとして、そのシステムに従って食料を考えるということを、例えば

子供の教育に取り入れるとか、総合学習という時間ができましたが、総合学習に取り入れ

たり、あるいは大人向けのセミナーなどを開いていったらいいのではないか、ちょっとそ

んな感想をもちました。以上です。

○甲斐部会長 ほかにございませんか。――甲斐委員。

○甲斐（麗）委員 先ほど中村委員がおっしゃられた件なのですが、私自身も農地法と

か農振法というのは難しくて、食料と農業の基本法の改正の時にも、ちょっと勉強がそこ

までついていけなくてわからなかったのです。いずれにしましても株式会社がいきなり参

入というのは、私ども消費者といたしましても、活性化は大事だけれども、最初は何か押

さえが必要なのではないか。私も過去のことでちょっとはっきりしないのですが、農業法

人ということで押さえがありましたよね。いわゆる株式会社とイコールではない押さえが

あったと思うのです。

でも、今度の見直しの中でもしそういう懸念があるのだとすると、農業法人の繁栄の仕

方とか経営のあり方は、始まったばかりですからもうちょっと検証してから――門戸を全

く開いてしまうというのは私も気になるところなのです。農業ではわかりませんけれども、

例えば駅のところに大店舗法で大きなスーパーができて、株式会社ですから利益がなくな

ったらすぐ引き揚げてしまうとか、そういう問題が起こります。株式会社は利益がなくな

ったらそのまま無くなってしまうので、そこら辺の問題が農業の場合はどうなるのかなと、

完全に門戸を開くのだとしたら、私もちょっと懸念があります。そういう委員会がどうい

うご検討をなさっているかわかりませんので、その点は食べる人間も中村さんだの田中さ

んと同じような意見をもっております。

もう１つ、15年度の達成のためということをもとにして予算要求というようなお話だっ

たので、いろいろ盛られてあって、大変改革が進み始めてるなと思うのです。今、同時進

行でいろいろなものが見直しなのですが、今あるものを全く壊してしまうわけにいかない
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ので、どろどろしながらやっているというのが事実でして、みんな同時進行でいっている

のですけれども、例えば流通の方も改革、表示の方も全部ドッキングしてくるんですね。

トレーサビリティだって流通改革と全く無関係ではあり得ないと思います。これが一つ一

つ別個にまた予算ということになりまして、トレーサビリティも皆さんの受け取り方に温

度差が随分あると思いますし、物によっては全部同じ形でいくことではないと思うし、今

あるニセ表示や何かというのはそれ以前の良心の問題といいますか、道徳の問題といいま

すか、それ以前の問題のことでしたので、全てがトレーサビリティで抑えられるというこ

とではないと思います。

そうなりますと、ＨＡＣＣＰの時にも思ったのですけれども、全てのものがこれを取り

入れなければいけないといいますと、それは理想かもしれませんが、大変な手間がかかる、

費用負担とか色々な問題が起きてくるので、これもただトレーサビリティといえば予算が

おりるとか予算がつくとかという方向に行かないように、今24件お申し込みがあってテス

トケースでお進みになっているようですけれども、テストだから受けられても実際には入

っていけないということもあるかもしれませんので、慎重に検討して進めていただきたい

なと思います。

○甲斐部会長 どうぞ、生源寺委員。

○生源寺委員 何人かの方から農地制度の問題についてご発言がありましたので、私も

ちょっと感想めいたことを申し上げたいと思います。実は多少関連する委員会といいます

か、今話題になったものにも関係しておりますので、何か少ししゃべりにくいところがあ

るのですけれども、その立場は立場といたしまして一委員として感想を申し上げたいと思

います。

今、甲斐さんもおっしゃいましたし中村さんもおっしゃった食料・農業・農村基本問題

調査会での議論の経緯なのですけれども、農地制度あるいは土地利用制度に関しては中途

半端に終わってしまったというのが率直な印象であります。株式会社の問題のみに議論が

集中してしまって、これはこれでもちろん大事な問題でありますし、そこを糸口としても

っと深めることができる論点があったと思うのですけれども、それなりに議論はあったと

はいうものの、全体の問題の広がりなり深さからいうとかなり消化不良で終わったところ

があると思っております。

今の市町村条例、あるいは農地制度の多少の要件の見直し、あるいは特区もそうですけ

れども、これはこれで見直すべき点があれば、またそれが現場での要望なり農業の活性化
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という観点からの要望であれば、これは逐次見直すということはもちろん否定はいたしま

せん。ただ、ちょっと重心が高くなっているというか、やや危なっかしいなという感じが

しなくもないわけであります。基本的な問題にもう一度立ち返って議論をする機会をきち

んと設けた方がいいのではないかという気がしております。

条例の方も、これは農地法なり農振法なり、ほかの個別規制法にいろいろな問題がある

ということが問題意識の根底にあるわけであります。そこを何とか他の手法なり、いわゆ

る上乗せとか横出しという格好になるならないは別として何とかしたいという気持ちはわ

かるわけでありますし、それを必ずしも否定するわけではないのですけれども、同時に、

農地法なり農振法本体を検討する必要があるのだろうと思います。

ではどこを考えるかということになるわけですけれども、例えば耕作者主義といわれて

いるものの考え方について、これは70年の改正以降、自作農主義から耕作者主義というこ

とに一応変わったという話になっていると思いますが、そもそも耕作者主義とは何である

かとか、環境の保全の問題とか次世代に農地をどうきちんとした形で継いでいくかとか、

およそ農地制度ができ上がったときにはなかったような問題意識が現代の農業あるいは農

村にはあるわけで、こういったことを組み込んだ場合に、通常言われている耕作者主義と

いうのは本当にこれでいいのかどうか。耕作者主義というのは、適正かつ効率的に利用す

る者が耕作する、言ってしまえばそれだけの話でありますけれども、適正というのはどう

いうことなのか、適正かつ効率的に利用するというのが即自然人を意味するといっていい

のかどうか、自然人、つまり家族の農業であっても果たして問題はないものかどうか、そ

ういう基本的なところは議論しておく必要があると思っております。

それから、耕作者主義というのは、基本的には農業あるいは農地の中での利用の権利関

係の調整の原理だと思いますけれども、農地と農地以外の土地の間の合理的な利用の秩序

の形成をどうするかという点についても、問題があるということはほとんど国民的なコン

センサスがあるといっていいほど認識されているはずでありますが、これに対して何らか

の形で直すということに関していいますと、非常に消極的といいますか、あるいは現状に

対して一種のあきらめのようなムードが漂っているといわざるを得ないところがあるわけ

です。

改革ということを言うのであれば、少し重心を低くして、多少の時間がかかってもいい

と思います。私は、これはそれこそ食料・農業・農村基本問題調査会よりも、考え方によ

ってはもっと深い問題をはらんでいると思います。憲法の条文の解釈の幅ということにま
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でかかわってくる問題であるはずでありまして、本来、基本問題調査会の中でそういうと

ころをもっと議論して、その議論をつなげておけばよかったところが、ある意味で途切れ

てしまっているわけであります。そこで個別的、特例的に何とか今の制度の前提のもとで

要件を多少なりとも緩和できないかとか、そういう議論が出てくるわけでありますけれど

も、繰り返し申し上げておりますように、それはそれで否定はいたしません。しかし、農

地の制度、土地の制度全体について、この際きちんとした議論を組織する必要があると私

は感じている次第でございます。

○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。――畑中委員。

○畑中専門委員 幾つか申し上げたいと思います。

評価を生かしていくというのは大変結構なことだと思うのですけれども、全体的に政府

の評価は数量化ということになっております。ですから、農水省の評価もかなり数量の問

題が出てきて、生産数量とか、技術関係でいうと論文の数とか、特許の数とか、普及に移

し得る技術の数、それはそれで指標としては大変大事なのですけれども、そういうところ

の数字の意味とか、どういう過程でそういう数字になったのかとか、なぜかというような

こと、これは当然お考えになることですけれども、十分こなした上で政策に反映をしてい

ただきたいなと思うのです。

特に評価というと大変細分化されてきますので、全体として畜産なら畜産とか、大きな

意味でどのようにこれからもっていくのかというような骨太の議論がかえってしにくくな

っているのではないかなという感じがするので、そこを幹部の方々にぜひ骨太の議論をし

て評価をうまく生かしていただきたいなという感じがいたします。

農水省の場合には、ＢＳＥの問題とか米の問題とか、そういうものの大転換があるもの

ですから、大変それぞれの検討をされて、問題山積でなかなかゆとりがないのだろうと思

います。昔の予算要求と違って、色々な時期に色々な要求をしていくみたいなことがある

ので、議論するゆとりはだんだんなくなってきているのかなという感じがしますけれども、

十分議論をされてやっていただきたいなという感じがいたします。全体にゆとりがなく、

議論がないままに予算要求がされているという感じが――これは別に農水省だけではない

ですけれども……。また、技術関係をやっていますけれども、先端技術に対する予算のつ

け方は非常に乱暴なつけ方になっているなというような感じがいたします。

２番目に、今までやってきたものの評価と、農水省の中では次の年なり、もっと先の議
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論を――対策室ができたり色々なものができてやっておられるわけですけれども、14年度

の実行に対する指導というところがだんだん薄くなっているのではないかなという感じが

いたします。これは役人の常として、今ごろになれば来年度予算というのが頭にあるわけ

ですけれども、評価をして地固めをしながらやっていこうという時代になってきています

ので、今年度の予算の執行なり指導なりというところも力を入れてやっていく必要がある

のではないかなという気がいたします。

当たり前の話なのですけれども、外からみていると13年の評価と15年の仕込みというと

ころにエネルギーがいっぱい行ってしまっているような感じがいたしますので、ぜひお願

いしたいなという感じでございます。

それから、米対策は、私のところは会員が民間会社が多いのですけれども、重要なメッ

セージが生産者に伝わらない。今ごろこんなことをいうのか、要するに30年もやってるん

じゃないかというご批判がかなり外部からあるのです。これから施策としてどういうこと

を打っていくかということも大事ですけれども、生産者の意識の改革の問題が私は大変大

事だなと。従来から野菜、果樹、畜産といった分野は、自前農業といいますか、売れない

ものはつくらないということで、それぞれ作付転換をやったり何かしてきているわけです。

特に日本の農業の場合には裸で海外に対抗したり何かするというのは難しいですから、一

定の助成のもとに、あとは自由に大いに競争するということになるのだろうと思うのです

が、これは農協関係の人もおられますので、十分生産者にそういうものが伝わるようにき

ちっと伝えていただきたいなと。

例えば昔の交付金なんかでいいますと、大豆の交付金なんていうのは、さやの中に３粒

大豆が入っていれば、そのうちの２粒分ぐらいは国から交付金で来ているのです。だけれ

ども、農家の意識としては、農協の帳面に入ってしまいますので、幾らで売れてどうなっ

ているかというのは余りよくわからないのです。そういうものもこれから国民の理解が大

事ですので、農家も補助を受けるということ、こういう農業環境ですから当然のことです

けれども、意識しながらやっていくということが大事かなという感じがしております。

それから、ＷＴＯはさっき色々お話がございましたけれども、前のウルグアイ・ラウン

ドでも、日本というのは同じ土俵の中でＥＵとかアメリカと戦えない部分があるのだと思

うのです。今度の場合にも関税の問題とかいろいろ問題になってくると、なかなか同じ土

俵で戦えない。やや横の方から色々攻めていくなり守るなりしなければいけないというこ

とになると思いますので、そこはなかなか苦労の要るところだろうなと思いますが、生産
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者団体とか関係の方とよくご相談をしながら、前回のウルグアイ・ラウンドのような形を

とって実利を失うような形というのは余りよくないのではないか、どうすれば一番実利が

とれるかという意味でぎりぎり攻めていく必要があるのではないかなという感じがしてい

ます。

もう１つ、消費者の色々な要求に大いに応えていこうということで、表示の問題なりト

レーサビリティ、大変耳ざわりのいい言葉ですけれども、どこまでどのようにやるのかと

いうのを消費者なり消費者の団体の方々によくお考えをいただいていかないと、これは切

りがない話になるのです。

さっきもお刺身の話とかいろいろ出ましたけれども、どこまで表示をしてどこまでやっ

ていくのか、そういうことも消費者の意見をどのようにまとめていくのかということが大

変大事かなという気がいたします。流行といいますとちょっと語弊がありますが、今盛り

上がってきているので、それでどんどん行こうということかもしれませんけれども、どこ

までやるのかという限界もきちっとして、これは経済の問題もありますので、そういうと

ころで歯どめをしながら行かないとどこまでも行ってしまうという感じがいたします。そ

の辺も消費者団体の方なんかともよくお話をしながら進めていく必要があるのかという感

じがいたします。以上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。――堀江委員。

○堀江委員 今日はフリートーキングということですので、幾つか気がついたことを申

し上げたいと思います。

まず、「米政策の大転換」という表題で出ておりますけれども、確かに米が生産過剰に

なっているということは事実でございます。それに対してどうするかという調整という側

面だけではなくて、水田農業をどうしていくかというもっと大きな視点を強調されていい

のではないかと思います。我が国には広大な水田があるわけですが、これは大げさな言い

方をしますと、稲が伝わって以来 2,000年かけて先祖が培ってきた、恐らく世界でこれほ

ど環境保全的で持続的な耕地というのはないと思いますけれども、それが一時の食料余り

で変になってしまうというのは許されないことだと思います。

水田農業対策としまして田畑輪換ということが始められておりまして、小麦・大豆の本

作化というスローガンのもとに取り組まれているわけです。そういう意味で、資料にあり

ますようにメッセージが伝わらないというのはちょっと言い過ぎであって、結構伝わって、

農村地帯へ行きますと麦や大豆がどんどん増えていっている。増えていますけれども、本
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当に日本農業に定着したかというと、大きな不安要因があると思います。

１つは、色々言われていますように、必ずしも生産と需要がマッチしていないのではな

いか。こういった点で政策なり、特に品質といった場合には、研究面で新しい品種とか技

術をつくっていかないと対応できない面があると思います。そのようなものを含めて需要

と供給のミスマッチの解消を図っていかないと、ただスローガンだけでは長続きしないだ

ろうと思います。

それから、稲とどうしても対比になるわけですけれども、稲作というのは非常に安定し

た技術で、基本的技術さえ励行していれば、誰がやってもかなりの生産性が得られる技術

が確立されている。麦・大豆はそうではなくて、例えば統計資料をごらんになるとわかる

と思いますけれども、年々の生産変動が、稲を１とすれば10倍ぐらいふれている。そうい

うところも珍しくないわけです。ですから、まだ技術として色々改善しなければいかんと

ころがあると思います。干ばつだとか湿害だとか凍霜害だとか寒害だとか、色々な災害が

ついて回るわけですが、そういったものに対する技術基盤の整備といいますか、技術の提

供、支援といいますか、そのようなものと一体となって進めていかないと、米だけをいじ

っていてもうまくいかないのではないかと思います。

それと、どうしても稲・麦・大豆の２年３作が基本となっていて、全国どこでもそうい

うのがありますけれども、もっと地方色があってもいいのではないかと思います。例えば

この間福井県へ行きましたけれども、意外と地場産業と結びついてソバがふえている。そ

のような地域の特色ある産業を、農業者、研究者、加工、流通といったものと結びつけて

開発していく、それこそ産学官を地域ごとに組織して対応していく、そのような総合的な

取り組みが日本の水田農業の政策に必要だろうと思います。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。――では手短に。

○田中委員 短く終わります。先ほどからの説明で国民の声を聞くパブリックコメント

というのがありました。また、インターネット等では地方提案推進室とか、色々な提案が

ありますけれども、それをみた限りでは、ただああしたい、こうしたい、要望する、期待

する、何々してほしいという形で、これは要望・陳情であって、私は決して国民の施策に

なっていないと思っています。

発言して提案した以上は、自分の言ったことに対して責任をもつことが大事です。本当

の国民の声をどのように反映させるかという１つの案なのですけれども、農業者とか消費
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者がみずから汗をかいて、みずから知恵を出して、それを施策として提案する、農水省の

方ではそのような研究助成制度は考えられないものでしょうかという質問です。以上です。

○甲斐部会長 畑中さん、どうぞ。

○畑中専門委員 １つは、私どもで遺伝子組み換えの作物について、今年もやるのです

けれども、去年、おととしもやりました。おととしなどはコンセンサス会議というデンマ

ークなどでやっている方式で、全国から遺伝子組み換えの作物について関心のある方に応

募していただいて、これは15名募集したら480 人ぐらい応募があって大変ありがたかった

のですけれども、その中から男女比とか属性によって分けて抽せんで選んで、その15人の

方が２泊６日で、泊まりもあり日帰りもあるという状態でやったのです。そこで専門の先

生方が色々なお話をして、ある程度勉強したところでさらにどういう先生に何を聞きたい

かというようなことをまとめて、その先生をまた次に呼んできてずっと聞いていただいて、

最後に１泊２日で意見をまとめていただいて、自分たちはこのように理解をして、こうい

う意見をもっている、さらにこういう提言をするというようなことで、例えば遺伝子組み

換えの作物の環境への影響でいえば、短期にはわかるけれども、長期でどうだというよう

なことで、そういうものを反映して技術会議の方で長期影響の調査を今やっておられると

か、色々なことをやっています。

そのときに、実は遺伝子組み換えに興味をもって手を挙げてくださる方というのは相当

レベルが高いし、問題が問題ですので、２割は絶対反対の方、８割は心配の方ということ

で、我々の方は国民の意見というのは何だろうというので、普通の方の意見をどのように

吸い上げればいいのかというのが非常に悩みでございます。

遺伝子組み換えに一番関心があるのは子供さんをもっている主婦の方ではないかという

ことで、去年、横浜では10時～４時という日帰り設定で若い方に来ていただきたいと、実

は託児所をつくりたいと思ったのですが、20代、30代の方の応募がほとんどございません

で、60以上の男性の応募がすごく多いのです。どうもこのくらいの年配の方は家にいるよ

り出た方がいいのかなという感じもしたのですが……。

そのようなことで、さっきちょっと私も言ったのですが、消費者の意見を聞けとか市民

の意見を聞けということが今の遺伝子組み換えの場合でもいろいろ出るのですけれども、

どういう方の意見を聞けば、それが消費者なり市民なりの意見になるのかというところを

非常に悩んでおります。消費者団体の方にも、そういう意見を吸い上げる機構をつくるな

り、どのようにすれば普通の市民の方の声が素直に伝わってくるのか、どういう手法でや
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ったらいいのかというのを教えていただきたいという問いかけをやっている状態なのです

けれども、これはなかなか難しゅうございまして……。

今、背番号が随分問題になっていますけれども、背番号のついているところはアメリカ

の陪審員みたいに背番号で割り当てて、だめな人はだめなのですけれども、そういうとこ

ろへ出てきていただくということになれば全体的な平均的な意見が聞けるのかなと思いま

す。手挙げ方式ではなかなかそういうものは難しいなという感じがして、これから消費者

のご意見を政策に反映していかなければならない場合にどういう手法をとればいいのかと

いうのが研究に値するテーマではないかなと思っております。

○中村専門委員 ちょっと１点だけいいですか。簡単にやります。

○甲斐部会長 短時間にお願いします。

○中村専門委員 先ほど生源寺先生から、農地制度はきちっと見直したらいいというお

話がありました。私もそのとおりだと思っております。農地も市民農園やら学童農園、福

祉農園、あるいは今国土交通省もオープンスペースなり公園の問題で農地をどう活用でき

るかという問題もやっておりますし、深い議論をしていただいた方がいいと思っておりま

す。

ただ、今までのあれをみますと、例えば農業をどう描くかという問題もありましたけれ

ども、農地がなくて人がいなければ描き方はできないわけでありまして、 470万ヘクター

ルをどう守るかということもあります。したがって、耕作者主義の話も論理的にまた議論

したらいいと思いますけれども、今まで私権制限もしながら、なぜ民法の特別法としてこ

れが来たか。これは端的にいえば、農地は商品じゃない、生産手段であるということで私

権制限もしながら基本的な農地の確保をしてきたというのが伝統的にあるのです。その辺

を含めて、いわばこれは基本法の前の問題なのかもわかりません。これなくして基本法が

あっても農業生産できないわけでありますから、その辺も含めたきちっとした議論はして

いただいた方がいいと思います。

○甲斐部会長 まだ議論したいのですけれども、予定した時間が過ぎてしまいました。

事務局におかれましては、本日の活発な議論を十分踏まえていただきまして、講じようと

する施策など平成14年度の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が、本日の議論を踏まえつつ進めていただくこ

ととなりますけれども、事務局ではどのようにお考えでしょうか。

○企画評価課長 本日いただきましたご議論につきましては、私ども、十分そしゃくを



- 37 -

させていただきまして、平成15年度の食料・農業・農村の講じようとする施策の構成――

お手元の白書のポイントにも出ていますけれども、昨年の講じようとする施策の場合には、

昨年８月30日に公表した重点プランを前提に、その後できました改革工程表、そういった

ことをベースに章立てをしていったわけであります。そのような昨年の整理の仕方なんか

も念頭に置きながら、次回の当施策部会の場で15年度の講じようとする施策の構成等の案

をご説明をし、ご意見を賜りたいと存じております。また、その時期につきましては、現

時点では10月ごろ、委員の皆様方の日程をお伺いした上で調整をさせていただきたいと思

っております。

また、その後は、来年２月ごろに講じようとする施策の最終案、あわせまして動向編も

でありますが、ご議論いただきまして、３月ごろには本審議会を開催していただきまして、

農林水産大臣からの諮問、それに対する答申という形でとり進めていただければと考えて

おります。

○甲斐部会長 ただいまの事務局からのスケジュールに対するご提案に対して特段のご

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いたしまして、事務局

からは早目に日程のご連絡をお願いしたいと思います。

本日はこれにて閉会といたします。どうもご協力ありがとうございました。

――了――
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