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○甲斐部会長 ただいまから食料・農業・農村政策審議会第５回施策部会を開催いたし

ます。

本日は、平成14年度において講じようとする食料・農業・農村施策案に関しまして、前

回施策部会において委員の方々からご意見をいただきました部分を中心に審議していただ

きたいと思います。

本日は、林委員、養老委員、中村専門委員、長谷川専門委員がご都合により欠席されて

おります。

本日の施策部会は公開されておりまして、一般公募によって１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。

それでは、議事に入ります。

資料説明の手順でございますけれども、事務局の方で説明の用意がされているようであ

りますので、講じようとする施策とあわせて、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・農村白書についても説明していただきたいと考え

ております。資料をまとめてご説明いただいた後に、委員の皆様からご意見を伺いたいと

思います。

それでは、よろしくお願いします。

○武本企画評価課長 官房の企画評価課長でございます。前回の施策部会で委員の皆様

方からさまざまなご指摘をいただいております。そのご指摘を踏まえまして、変更部分を

中心にご説明をさせていただきたいと思います。

まず初めに、講じようとする施策の関係を説明させていただきまして、その後に食料・

農業・農村白書の変更部分の説明という形で取り進めたいと思います。

まず、お手元の「資料」というものをごらんいただきたいと思います。「平成14年度に

おいて講じようとする食料・農業・農村施策（案） 食料・農業・農村政策審議会第５回

施策部会用資料」というものでございます。

表紙をめくっていただきたいと思います。そこに目次がございます。前回、今村会長、
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畑中委員から、13年度食料・農業・農村白書の特集というんでしょうか、それがＢＳＥを

中心に食の安全ということを第１章第１節に掲げておりますので、それとのバランス関係

で、施策編の方も、冒頭、食品の安全性なり品質の確保といったものをまとめて掲げた方

が広く国民の方々にアピールするのではないかというご指摘がございましたので、そのご

指摘に沿って編成を若干変えてございます。

目次の左側をごらんいただきますと、概説の下に、特集といたしまして、「食品の安全

性と品質の確保」、その内訳は、Ⅰが「ＢＳＥ対策」、Ⅱが「食品表示制度の強化・改善

方策の検討」、Ⅲが「その他」ということでございます。

中身的には、14年度の予算、あるいは制度改正ということでございますので、前回ご提

示申し上げました案において、それぞれの場所に分散しておったものを抜き出しまして、

抽出してここにまとめて編集したというものでございます。

２ページをごらんいただきたいと思います。２ページにおきましても、左側の１の施策

の背景でございますが、そのパラグラフの一番最後、２ページ目の「施策の重点」という

表題の上10行ほど、これが今回新たに加えております。「また」というところですが、

「また、13年９月に我が国で初めて牛海綿状脳症（ＢＳＥ）が発生し、10月にはＢＳＥに

感染していないことが証明された安全な牛以外屠畜場から食用としても飼料原料用として

も出ていくことのないシステムを確立させた」というところ、ここが前回に加えた部分で

ございます。

次のページ、３ページ、４ページのところでございますけれども、ここで、まことに申

しわけございませんが、訂正をしていただければと思います。３ページの上段に (1)の表

題がございます。「農業の構造改革を通じては効率的な食料の安定システム」と書いてご

ざいますけれども、「供給システム」が抜けておりますので、まことに申しわけございま

せん、「供給」の２字をお加えいただければと思います。

この (1)のパラグラフ全体の中では、右側の４ページの上段にございます (ｴ)という項

目を加えております。「特に喫緊の課題である消費者の信頼確保を図るため、食品の安全

性・品質確保対策の充実を図る」ということで、①「ＢＳＥの発生を踏まえ、ＢＳＥに感

染していないことが証明された安全な牛以外屠畜場から食用としても飼料原料用としても

出ていくことのないシステムを引き続き確保する」云々。それから、②が「食品の表示・

規格対策を充実強化する」。③が「農畜産物の生産から消費に至る各段階において農薬等

の農業生産資材の適正な使用の確保、食品製造業等におけるＨＡＣＣＰ手法の導入」云々
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というところであります。④が「農畜水産食品に関連するダイオキシン類及び内分泌攪乱

物質問題への対応推進」というところをつけ加えてございます。

それから、７ページ、８ページをごらんいただきますと、８ページ目から、先ほど目次

でごらんいただきました特集になります。特集「食品の安全性と品質の確保」、ⅠにＢＳ

Ｅ対策ということで、昨年の９月以降講じております対策をここでとりまとめております。

次の９ページ、10ページのところですが、９ページでは、２番として、「食品表示制度

の強化・改善方策の検討」というところで、ちょっと読み上げますと、「食品の原産地等

を偽る等虚偽の表示事件が相次ぎ、消費者の食品表示に対する信頼は著しく損なわれてい

ることから、農林水産省においては、食品表示に関する消費者の信頼確保を図る観点から、

本年２月８日に野間副大臣を本部長とする食品表示制度対策本部を設置し、表示の信頼性

と実効性の確保に向けて、制度の見直しとその改善強化を図っているところである」とい

うことでございます。

10ページ目に、「その他」ということで、ここには、「大規模な食中毒の発生や数々の

異物混入事故、安全性未審査の遺伝子組み換え農産物の食品への混入等、食品の安全性に

かかわる問題が多発し、国民の関心の高まりがみられる中で、食品に由来する健康危害の

リスクを消費者や食品事業者等との間で共有し、このリスクを極力最小化できるよう、関

係者が一丸となった農場から食卓までの取り組みを展開することが求められている」とい

うことで、４項目にわたった施策を掲げているというものでございます。

続きまして、26ページをごらんいただきたいと思います。26ページのエというところで、

ＢＳＥ対策の推進ということでございます。特集の欄には、いわば概説的なとりまとめを

したわけでございますので、ここは各論部分という形で、ＢＳＥ対策をどのような形で推

進していくのかということを26ページのエというパラグラフで述べております。

それから、27ページ、28ページあたりですが、食品の表示・規格対策の充実強化という

ことで、ここは前回の案におきましても、 (ｱ)から (ｷ)までは記述しておったものでござ

いますけれども、今回は専ら厚生労働省が担当しておられます表示関係について、 (ｸ)か

ら (ｺ)をつけ加えております。

33ページのところですが、32ページをごらんいただきますと、32ページの (4)というと

ころで、「適正な動植物検疫の実施等の推進、輸入食品監視の実施」というパラグラフで

ございますが、33ページの一番最初、 (ｳ)という形で、この部分は、先ほどと同様、厚生

労働省が担当されている分野につきまして追加してございます。
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以上が前回のご指摘を踏まえて修正をした部分でございます。

続きまして、参考資料１をごらんいただきたいと思います。参考資料１は、前回、第４

回施策部会において、委員の皆様方のご意見を踏まえまして修正をいたしました主な箇所

についての説明でございます。

まず、第Ⅰ章第１節の (1)というところで、「農場から食卓まで一貫した安全性及び品

質の確保が必要である」という部分につきまして、これは長谷川専門委員からご指摘のあ

ったものでございまして、ここはトレーサビリティについて記述している部分であります

けれども、長谷川専門委員からは、トレーサビリティシステムについては、有用なシステ

ムであるが、最も重要な点は、ストックの情報、いわゆるデータベースが信頼されるもの

であるということ。したがって、その点を記述する必要があるのではないかというご指摘

でございました。

これを踏まえまして、右側にございますように、アンダーラインの部分を挿入いたして

おります。「これらシステムでは正確なデータが不可欠であるため、行政等は情報の信頼

性確保にも努めていく必要がある」という修文をいたしたいと思っております。

同じ箇所のコラムで、「バリアフリー社会実現へ向けた食品表示の取り組み」という部

分でございます。これは、牛乳の紙パックで、視覚障害者の方々のために切り欠きという

ものを行っているということの紹介でございますが、ここにつきまして、山田陽子委員か

ら、施策部会終了後にファクスで意見をお寄せになりましたので、それを踏まえて、右側

にございますような修文をいたすこととしたいと考えております。

アンダーラインのところですが、「９年11月に市民団体の企画による製品が一部店舗で

販売されたことなどから、取り組みへの機運が徐々に高まっていった」と。要するに、す

ぐに業界団体が取り組んだというよりは、市民団体の働きかけがあってそちらにいったと

いうことを正確に記述してほしいというご要請でございました。

Ⅰ章１節の (4)のところで、「農業と食品産業の連携の推進が必要である」というパラ

グラフでございます。ここは、斎藤専門委員から指摘されたご意見でございまして、内容

としましては、食と農の距離の拡大は記述されているけれども、ミスマッチの構造的な要

因はどこにあるのかという議論をどこかに入れてほしいということ。生産者と食品産業の

提携状況がみえるよう、生産者の努力だけではなく、例えば食品産業の努力、あるいは努

力の必要性も入れてはどうかというご指摘がございました。これを踏まえまして、そこに

掲げましたような修文をいたしておるところでございます。
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冒頭から読み上げますと、「しかし、近年、消費者の鮮度志向や健康安全志向等を背景

として、付加価値の高い国産農産物に対する潜在的需要は高まっている。このような消費

者の潜在的ニーズを掘り起こし、『食』と『農』の距離を縮小する上での橋渡し役として

食品産業の果たしている役割には大きいものがあり」ということ。それから、下から４行

目あたりですが、「農業と食品産業の連携を推進していくに当たり、農業側にあっては生

産コストの引き下げ等を通じてより低廉かつ良質な農産物の安定的な供給を図るととも

に」ということでございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。第Ⅰ章第４節 (3)のところにございます

「食料の安全保障のための国際協力が重要となっている」というパラグラフ、ここの文章

編と、次のページに関係するグラフを掲げております。ここにつきましては、生源寺委員

からご指摘がございまして、図の１―44というグラフについて、可能であれば在庫水準を

入れてみてはどうかということ。近年は価格が下がっていても在庫は下がっており、これ

と食料援助の動向の議論を関連づけられれば興味深いのではないかというご指摘がござい

ました。

３ページのグラフの方をごらんいただきますと、左側が当初のグラフでございまして、

右側がご指摘に沿いまして、穀物の期末在庫率を入れたものでございます。これをみてい

ただきますと、在庫率が下がりますと価格が上がっていく。価格が上がっていくと食料援

助の数量が減少していく。逆に、穀物の期末在庫が上がっていくと価格が下がってくる。

その裏腹に食料援助のボリュームがふえていくという関係がみてとれるわけであります。

これを踏まえまして、２ページ目に戻っていただきますと、右側のアンダーラインのよ

うな形で修文をしたいと思います。ちょっと読み上げますと、「このような中で、90年代

の世界の食料援助の動向をみると、穀物の在庫率が低下し価格が上昇傾向にあった90年代

前半には援助量は減少し、在庫率が上昇し価格が下落傾向にあった90年代後半には援助量

は増加している。食料援助の供与量は、被援助国のニーズや援助国の財政事情等、さまざ

まな事情により決定されるものの、穀物の在庫率が低いときや国際価格が高いときなどの

援助を必要とする国々は、商業輸入で対応することが困難なときには余剰が少ないこと等

から減少し、逆に、穀物の在庫率が高いときや国際価格が低いときなど、援助需要が相対

的に少ないときには輸出国の余剰処理等の目的を兼ねて増加するという傾向がみられ、ニ

ーズと供与は必ずしもマッチしていないという問題が指摘されている」ということでござ

います。
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４ページをごらんいただきたいと思います。４ページは、第Ⅱ章、農業関係の章でござ

いますが、第Ⅱ章第１節の (1)「農業の構造改革を推進することが重要かつ緊急な課題で

ある」というところ、ここのページの脚注の３に、主業・副業農家戸数のことについて脚

注を付しております。直接この脚注についてということではないのでありますが、山田俊

男委員から、前回、基幹的農業者、あるいは主業農家の相関がどうあるべきかをよく考え

るべきではないかということで、主業農家の定義というのは、年間60日以上農業に従事す

るということが１つ定義として加えられているのですけれども、そういった基準で、他産

業並みの所得という、つまり、主業農家が他産業並みの所得を確保できるように農政展開

という形をプレゼンテーションしますと、年間たかだか60日だけ従事した人々の所得水準

を他産業並みにするのかといったような意味で国民的理解が得られないのではないかとい

うこと。そのあたり概念を明確に区別するようにした方がいいのではないかというご指摘

でございました。

それを踏まえまして、右側にございますように、脚注になお書きという形で、なお、主

業農家は農業所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家で定義される統計

上の概念であり、必ずしも効率的かつ安定的な農業経営――この効率的かつ安定的農業経

営というもののメルクマールの１つが他産業並みの生涯所得を実現するというものが入っ

ているわけでございますので、その農業経営とは一致するものではないという形で、注意

書き的に記述することとしたいと考えております。

第Ⅱ章第１節 (2)のエというところに、効率的かつ安定的な農業経営の育成確保、1)に

認定農業者の実態とありまして、「認定農業者への施策の一層の集中化・重点化が必要で

ある」というパラグラフがございます。ここに、右側にございますような文章を加えてい

きたいと思っておりまして、これは、前回、中村専門委員から、新しい農業者年金制度は

ことし１月から施行されているので、新しい制度について記述するべきではないかという

ご指摘がございましたので、それを踏まえて挿入するものであります。

「なお、こうした中、14年１月に施行された新たな農業者年金制度において、同制度の

政策目的が農業経営の近代化及び農地所有の合理化から農業者の確保に改められ、従来の

賦課方式から積立方式への移行等大きな見直しが行われる中で、認定農業者の経営安定へ

の一つの支援策として、経営管理の合理化に努める認定農業者等意欲ある担い手には、保

険料の２～５割を一定期間助成する措置等が講じられた」。

さらに、巻末に用語の解説集を用意しようと思っておりますけれども、そこに農業者年
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金制度を追加いたしまして、そこに書いてございますような説明を掲げておきたいと思っ

ております。

次に、第Ⅱ章第１節 (2)の3)のところでございますけれども、大規模経営、効率的かつ

安定的な経営体の一例としてということで、「経営規模拡大により収益性・生産性の優位

性が発揮されている」というパラグラフがございます。そこに書いてございますように、

「また、肥育牛単一経営及び路地野菜単一経営については、規模拡大に伴う費用低減の効

果が稲作ほど大きくない」という記述がなされております。この部分について、生源寺委

員からご指摘がございまして、規模拡大に伴う費用低減効果、いわゆるスケールメリット

の関係については、一度、品目間の共通の尺度で比較できるような工夫をしてみてはどう

かと。例えば、付加価値といったような物差しではかると興味深い結果が得られるのでは

ないかというご指摘がございました。

ご指摘に沿いましていろいろ分析をしてみたところ、確かに単位面積当たり、あるいは

単位飼養頭数当たりの付加価値、あるいは農業純生産を共通の尺度としますと、水稲だけ

ではなく、酪農、路地野菜についてもスケールメリットが発現しているということが傾向

としてみてとれました。しかしながら、稲作以外の他の作目についての統計の精度の問題、

つまり標本数が極めて限られているという問題がございますので、分析した結果を直ちに

載せることについては若干逡巡するものがございますので、この点につきましては、時間

をかけてさらに分析をやらせていただきまして、早ければ来年度の白書に取り上げていき

たいと考えております。

それとの関係で、前回掲げております、先ほど読み上げましたアンダーラインの部分は、

こう書き切りますと逆に不正確になってまいりますものですから、この「規模拡大に伴う

費用低減の効果は稲作ほど大きくないこと」からは削除しておきたいと考えております。

５ページをごらんいただきたいと思います。ここはⅡ章の１節 (2)の3)でございますけ

れども、大規模経営、先ほどと同じところでございますが、ここにつきましては、これも

生源寺委員からのご指摘でございますので、左側の原案を右側の修文案のように変えてお

きたいと思います。

「経営規模を拡大することにより期待されるスケールメリットは、以上のような作目の

特性のみならず、現状の経営規模の水準により、その発現の程度は異なるという面もある

が、前述したように、経営規模の小さい農家が生産の多くを占めている稲作に代表される

耕種部門では最もその効果が発揮されやすいと考えられる」という形で修正を施しておき
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たいと思います。

それから、その下でございますけれども、「大規模経営の効率的な経営実現に向けて取

り組みが進んでいる」というところでございますが、ここにつきましても、生源寺委員か

らのご指摘を踏まえまして、右側にございますようなアンダーライン部分を追加していき

たいと考えております。「また、このような大規模経営はこうした高い効率性を生かして、

後述のように小規模な兼業農家等の農作業の受託等を通じて地域の営農を支える役割を担

っているという面もある」ということでございます。

次は、第Ⅱ章第１節の (3)「農地面積は耕作放棄を中心に減少を続けている」というと

ころでございます。ここの部分には、右側に掲げておりますような修正を行ってまいりた

いと思いますが、ここは、前回、山田俊男委員からご指摘のございました、農地の利用計

画の策定、計画的な利用といったようなことが何ら触れてないのではないかというご指摘

がございましたものですから、そのご趣旨を体しまして、右側のような形に修文をさせて

いただきたいと思います。

アンダーラインのところですが、「農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であり、

確保していくことが重要である。こうした中、12年３月には、農業振興地域の整備に関す

る法律の一部を改正する法律の施行により、農用地等の確保に関する基本的な方向等を内

容とする農用地等の確保等に関する基本指針が示され、現在、この指針に基づき地域の農

業振興に関する考え方を示す農業振興地域整備基本方針の見直しが各都道府県において行

われている。今後、これらの基本方針の市町村の定める農業振興地域整備計画への的確な

反映等を通じ、優良農地の確保等に向けて、農業振興地域制度の適切な運用と諸施策の取

り組みの積極的な推進を図っていくことが重要である」。

６ページをごらんいただきたいと思います。第Ⅱ章第１節 (3)の「担い手への一層の農

地集積が必要である」という部分でございます。ここにつきましては、生源寺委員からの

ご指摘を踏まえまして、右側のような追加を行っております。「また、上記のような近年

の土地純収益の動向のもとで、こうした経済情勢の変化等が借地料水準に適切に反映され

るよう地域の関係者の取り組みが期待される」というものでございます。

その下が、第Ⅱ章第２節 (1)の「平成12年の農業生産資材価格指数は、飼料・肥料価格

の低下によりわずかに低下した」というところでございます。ここは、畑中委員からのご

指摘に従って追加するものでございますが、畑中委員からのご指摘は、交易条件が悪くな

っているということについては、生産資材や機械には省力化技術が取り入れられるなど性
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能が高くなってきているので、一概によし悪しといえない面がある。こういう現状は大変

大きな問題であるということなので、そういった点の留意事項というのでしょうか、それ

を指摘しておくべきではないかということでございます。

それを踏まえまして、脚注という形で、「農業生産資材価格指数については、指数の連

続性を確保するため、同一銘柄の価格変動を調査することを基本としていることから、低

価格商品の新規供給や価格の改定を伴わない効能・性能の上昇等は反映されていないこと

に留意する必要がある」ということでございます。

ここは、価格指数をとっていきますものですから、同じ型式のものをずっととっていか

なければならない。しかしながら、実際にマーケットに出てくるのはもっと安い型式のも

のが出ていっているわけですけれども、それが価格指数の動向には必ずしも反映されない

場合があるということ。それから、同じ型式でも、新しいものの場合には能力アップをし

て価格を据え置くという対応もあるわけでございますから、そういった意味で、名目的な

価格動向だけからでは必ずしも実態を正確に反映していない場合があり得るということで、

留意事項を記したものであります。

７ページであります。ここから第Ⅲ章、農村地域政策の関係になります。

第Ⅲ章４節 (3)でございまして、カの「自然との共生に向けた取り組みが必要である」

ということでございます。ここは、生源寺委員からのご指摘でありまして、土地改良法改

正について、これは環境に配慮するという、今までの土地改良事業のいき方を大きく切り

かえる、理念的に大きく変更する法改正が行われたわけでありますので、そこを記述して

おく必要があるのではないかというご指摘でございました。

そのご指摘を踏まえまして、左側に書いてございます「自然との共生に向けた取り組み

が必要である」というパラグラフと、その下に、事例として、自然との共生に向けた取り

組みということで、岩手県胆沢町の事例でございますが、それぞれに、右側のような文章

を追加することとしてはどうかと考えております。

「こうした中、各地の先駆的な取り組みを踏まえ、土地改良事業の実施に当たっての原

則に環境との調和に配慮すべきことを位置づけることや、事業計画について事前に地域住

民等から意見を聴取する手続を設けること等を内容とする土地改良法の改正が行われ、14

年４月から施行された」ということで、これは閣議決定し国会提出が４月以降になるもの

ですから、過去形の記述にさせていただきたいと思います。

それから、事例の中に、「なお、当町――先ほど申し上げました岩手県胆沢町でありま
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すが――におけるこのような取り組みは、農業農村整備事業の実施における生態系や景観

に配慮した優良事例として上述の土地改良法の改正の趣旨を先取りしている先駆的な取り

組みとなっている」という記述を加えたいと思います。

以上が、動向編に関して、前回の施策部会での委員の皆様方のご指摘を踏まえて変更を

施している部分でございます。

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。

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。委員の皆様に十分ご議論をいただくために、ご発言は簡潔にお願いしたいと思いま

す。発言の際には、挙手をしていただいて、私の方から指名させていただいた後に、卓上

のマイクのスイッチを入れてご発言いただくということでお願いしたいと思います。なお、

マイクは３人しか同時に使えないようになっておりますので、ご発言が終わった後、スイ

ッチを切るようにお願いいたします。

それでは、よろしくお願いします。どなたからでも。

○山田（陽）委員 コラムにつきましてご配慮いただきまして、ありがとうございます。

まず、お伺いしたいのが、前回もちょっと触れたんですけれども、食品表示ウオッチャ

ーというのが何をするんだろうかというのが私にはよくわからないんです。今、食品表示

で問題になっているのは、表示と中身が違うということが一番問題なわけですね。食品表

示というのは、私たちが商品を買うときにみて、その表示が、例えば原産国表示がないお

店だったら買わないという選択もできますし、あるいは、店頭で加工食品を買うときに、

これはちょっとおかしいんじゃないかと思うものは買わないで済むことができますけれど

も、例えば買ってしまった鶏肉が、何とか鶏という銘柄だと思って買ったのが、それが違

うということは判断がつかないわけです。ここら辺のところをきちんとやっていただかな

いと意味がないんじゃないかなというところで、食品表示ウオッチャーというのはどのあ

たりのところをやるのだろうかというのがあります。

それで、食品表示というのは、自分でやってみるとすごくよくわかるんですけれども、

とても大変な作業なんです。自分で買ってきたものをとりあえず記録に残すというのは簡

単ですけれども、そうじゃなくて、お店に行って定点調査とか何かというと、あれだけの

数があるのに、どの程度やるのかなと。そこら辺で、表示のどこをみるのかなということ

と、あと、中身と表示が一致しているかどうかというところのものをどの程度やっていた
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だけるのかなというところが１点。

もう１つ、私はとても歓迎したいと思うのが、「資料」の30ページの右側の一番下の段

に、消費生活センターに関する記述があります。ここ数年、消費生活センターというのが、

非常に残念なことに、統合されましたり、規模が縮小されまして、消費者にとっては、使

えなくなってしまうと余計頼りになるところがなくなってしまうという不安がありました

のが、これを読みますと、消費生活センターも積極的に活用できるようにしていただける

のかなと。そうであるならば、場所によっては、食品というのは私自身もほとんど門前払

いを食わされまして、それは保健所にいってほしいとかということで、食品に対する対応

はないところが多かったと思うんです。それが、消費生活センターでも食品に関しての相

談ですとか苦情ですとかを受けていただけるのであるならば、曜日によって、月曜日は受

けるけれども火曜日は受けないといったようなことではなくて、常に受けられるようにし

ていただきたいということ。

最後に、ＨＡＣＣＰに関する記述がたくさんありますけれども、私は、ＨＡＣＣＰとい

うのは非常にいいシステムだなと思いますが、往々にして思いますのが、ＨＡＣＣＰとい

うのは手段の１つであって、目的ではないのに、どうも企業も行政もＨＡＣＣＰを取り入

れてしまったらそれで完結というような感じに私には受け取られるんです。

４～５年前にＨＡＣＣＰに関する勉強会に行ったときに非常に感銘を受けたことがあり

まして、そのときの講師の方がおっしゃったのは、アメリカでは、ＨＡＣＣＰシステムを

導入しているところに対しては、検査員が抜き打ちで突然来て、ＨＡＣＣＰのラインの中

のたった１つだけをみて、そこがだめだったらそこはもう使わせないと。そこが使えない

ということは、当然、全部が使えないことですけれども、いつ、どのラインをチェックさ

れるかわからないということだから、ＨＡＣＣＰを導入しても、きちんとそこら辺の管理

がされているということがあったんです。

日本の場合は、ＨＡＣＣＰを導入してしまうと何かもうそれっきり、みたいなこともあ

りますし、ＨＡＣＣＰにいくまでとかいった後がフォローされてないんじゃないかなとい

う気がするんです。その辺も含めて、いついつ検査しますよといったような優しい検査で

はなくて、いつ来るかわからないというような緊張感を企業がもつような検査体制にして

いただきたいと思います。

○生源寺委員 講じようとする施策の方につきまして、４～５点、ちょっと気になった

点なりについて発言いたしたいと思います。
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最初は、ちょっと細かな、言葉の使い方のようなことなんですけれども、２ページの施

策の重点のところに、これは新しい基本法の言葉遣いに似たような形で、効率的で安定的

な経営体について言及しているところがあるわけですが、２ページ、あるいは11ページに

もあったかと思いますけれども、「効率的で安定的な経営体が農業生産の大部分を担う」

という表現になっているわけです。

別のところでは、20ページの一番上の行と (6)の最初の行では「相当部分を占める」と

なっております。92年の新政策のときには「大宗を占める」という表現で、基本法では

「相当部分」となって、今回は２つに分かれていて、ここは少し整理していただいた方が

いいかと思います。「大部分」というのをみまして、ちょっとぎょっとしたところでござ

いますので。何か意味があるのであれば、もちろんその趣旨に沿ってでよろしいかと思い

ますけれども。

それから、これも言葉遣いといいますか、２ページの一番下のところにございますが、

ほかのところにも何ヵ所か出てきますけれども、「農山漁村において都市と変わらない社

会基盤のもとでの生活」、この「変わらない」というのはちょっと強過ぎるのではないか

と思います。都市の社会基盤には都市なりの特徴があってしかるべきでありますし、農山

漁村の社会基盤には農山漁村の特色があってしかるべきであって、どちらかを選べといわ

れた場合に、皆さんが都市の方を選ぶというような状態でなく、いわばコンパラブルとい

いますか、そういう性格のものではないかと思いますので、ここは少し表現を工夫してい

ただいてはどうかと思います。都市と変わらない社会基盤をつくることが農山村振興の目

的ということにはならないだろうと思います。

それから、これはご検討いただきたいということでございますけれども、８ページにＢ

ＳＥの対策に関連いたしまして記述がございます。下から３行目にＢＳＥ問題に関する調

査検討委員会が云々とあり、過去形で、報告が出されたところであるとございます。ここ

には、その具体化に向けた対応を行っていくという形で、やや踏み込んだ表現になってい

るわけでございます。私はこれで結構かと思うんですが、だとすれば、ＢＳＥ問題に関す

る調査検討委員会の報告のポイントなりを紹介していただいてはどうかと思います。

それから、ちょっと飛びまして50ページと51ページでございますけれども、これは私以

前から申し上げている点で、世界の食料安全保障という表現は依然として非常に違和感が

ございます。ここの部分を今直ちに変えていただきたいということを今ここで申し上げる

つもりはございませんけれども、フードセキュリティーという言葉の多義性といいますか、
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そういう問題について一度整理をしてみる必要があるのではないかと思います。

通常、世界のフードセキュリティーといった場合には、当然、貧困の問題であり、今現

在の食料の確保が問題である、こういうことであるわけです。しかし、日本で食料安全保

障という言葉が我が国の問題として使われる場合には、むしろ将来、あるいは不測の事態

が起こったときのことであって、今現在食料に困っているという状態ではないわけであり

ます。

それから、安全保障という言葉には相当強いニュアンスが込められているということも

ございます。したがって、今すぐこの表現をどうのこうのということではなく、フードセ

キュリティーという言葉のもっている意味合いについて、一度きちんと整理をする必要が

あるだろうと思います。私自身は、いわば共通の基盤としては食料保障ぐらいの言葉がい

いかなと。その中にはいろいろなケースがあって、ケースによっては食料安全保障という

言葉を使うことも当然あり得ると考えておりますけれども、少し検討していただいてはど

うかということがございます。

それから、これは少し表現を考えていただきたいなと思ったところでございますけれど

も、51ページの (1)の２番目のパラグラフで、「さらに、ＯＤＡについては我が国の外交

政策や国益に関する重要な政策との連携を図ることが重要である」ここはまあ許容できる

かなという感じなんですが、その次の「その一環としてＷＴＯ農業交渉等における我が国

の主張を開発途上国を中心とした国際社会に浸透させ、我が国に対する理解及び支持の促

進に資するとの観点も踏まえつつ、効果的・効率的な活用に努める」と。これは気持ちは

わかりますが、仮に、途上国のしかるべきポジションにある方がこの文章を読んでどうい

う感じをもたれるかと考えますと、ちょっとここは表現を変えていただいてはどうかなと

思います。

むしろ、ＷＴＯ農業交渉での日本提案の中の、例えば多様な農業の共存ですとか食料の

安定供給――世界の食料安全保障でも結構でありますけれども、これといわば合致した形

であるからＯＤＡというのは非常に大事だと、こういうことだと思いますので、ここの表

現はちょっといかがなものかなという感じがいたしましたので、お考えいただければあり

がたいと思います。

あと１つ、これは感想といいますか、次年度以降の白書の方ででも少しご検討いただい

たらいいかなと思いましたのは、食品産業についてかなり言及があるわけですけれども、

産業として、あるいは雇用機会としての食品産業の特徴というようなことを少し分析して
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みてはどうかと思います。一般には、比較的安定した雇用機会、しかも地域、地方でウエ

ートの高いセクターという理解があるかと思いますけれども、今の日本の経済の状況を考

えますと、雇用機会としての食品産業の特徴というようなことも一度少し分析なさっては

いかがかと、こういうことでございます。これは感想です。

以上、少し長くなりましたけれども。

○千賀専門委員 これから講じようとする施策の66ページ、67ページあたりなんですが、

農林水産公共事業執行のあり方の見直しというところでしょうか、最近は各県に対する外

部評価なども行われておりますけれども、農水省がみずから、あるいは補助金を通してや

っている公共事業の事業評価のあり方について、今までのあり方でいいのかというのを、

私ちょっと疑問をもっておりまして、ここでは、いろいろ新しい原則を導入されておりま

すけれども、特に67ページに効率的な事業の実施とあるわけですが、現場でいろいろみて

みますと、事業が効率的に行われているという言葉の意味が、ここでは、とにかく進捗を

スムーズにするようなことを中心に書かれているような気がするんですけれども、私は、

それ以上に、行われた事業が本当に地域のためになっているのかどうかというあたり。計

画があって、事業をするけれども、その事業が、農地の整備や施設の整備の工事がスムー

ズに行われる、これ自体は必要なことですけれども、それが本当に３年後、５年後、10年

後、地域の振興に役立っているのかというあたりがどうもきちっと評価されていないんじ

ゃないかという気がするんです。

会計検査もありますけれども、これも、工事が適正に行われたかという会計的な検査が

中心で、もっと地域の総合的な発展にとってそれがうまく機能しているのかどうかという

あたりも評価をきちっとやる必要があるのではないか。その辺のニュアンスを、どのよう

に入れたらいいのか、私もすぐには思いつかないんですけれども、そんなところが必要で

はないかと思っています。

例えば、中山間地域の活性化の施設などをみても、農家の主婦が中心になりながらいろ

いろやっていますけれども、マーケティングであるとか、そういった支援が余りなくて、

何とか頑張って細々とやっているけれども、目立った地域振興には結びついていないケー

スも多いような気がするんです。そういう効果の発現状況の評価については、もう少し幅

の広い評価の仕方を工夫する必要があるのではないかと思います。

それから、私、前から農業用水、水資源について、大事なんだけれども、もう少し入れ

た方がいいのではないかという指摘に対して、この施策については大分入れていただいて
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いますので、ありがたく思っております。

以上です。

○甲斐部会長 ここで一たん切らせていただいて、今までのご発言について、事務局の

方からご回答をお願いします。

○山本総合食料局審議官 総合食料局でございますが、先ほどご質問のあった点につき

まして、状況をご説明したいと思っております。

先ほど、表示のウオッチャーのことにつきましてお尋ねがございましたが、これにつき

ましては、平成14年度の予算措置として考えておりますので、詳細につきましては４月以

降具体化すると。

さらに、この仕組みとしまして、補助事業の形をとっておりますので、実際にやってい

ただきますウオッチャーにつきましては、全国段階と各都道府県段階のことを考えており

ますので、そのような仕組みになろうかと思います。

それで、この方々にお願いする私どもの趣旨と申しますか気持ちと申しますのは、先ほ

どご指摘がありましたように、表示の中身と表示が違うのかということをぎりぎり調べる

ためには、相当な専門知識が要る、もしくはすごく時間がかかる、そういうことになろう

かと思いますので、そのようなことを全部お願いできるとは思いません。

しかしながら、雪印食品の不正表示以来、いろいろな意味で消費者の方々の表示に対す

る関心が高まっております。そういう意味で、表示の問題についていろいろな意味での情

報を集める、また、私どもからも情報を発信するということが必要ではないかと思います。

そういうことから申しまして、このウオッチャーという制度は、各都道府県から、どうい

う形になりますかはこれからでございますが、例えば公募をするなど、一般の消費者の方

々にお願いをする形になりますので、そういう消費者の方々からみた表示の問題について

の情報をいただく、もしくはそういうことについての県レベル等につきまして情報を広く

プールするといいますか、そのようなことで、国民全体、消費者全体としての表示問題の

取組を高めたいと思っております。

したがいまして、同じように２月15日から食品表示 110番ということを、本省でも、各

農政局でも、また消費技術センターでもやっておりますが、こういうものにつきましては、

私どもとしても消費者の方々からのいろいろな意味での情報、もしくはいろいろなご疑問、

お叱り、それから、余り数は多くございませんが励ましとか、そのようなことをいただい

ておるところでございますので、そのような意味からというのも含めて、さらに制度とし
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てウオッチャーというようなことでも充実させていきたいということでございますので、

ご指摘にございましたように、中身と表示が違うのが問題だということはおっしゃるとお

りでございますので、そういうことについてのチェックにつきましては、消費技術センタ

ー等でしっかりやると。また、関係の各省がございますので、そういうところと連携して

さらによく努めてまいりたいと思っております。

○武本企画評価課長 生源寺委員からご指摘のございました幾つかの点について説明申

し上げます。

まず、２ページの農業生産の大部分を担う農業構造を確立するという大部分という表現

を使う一方で、20ページなどでは相当部分という表現を使っているので、整理をしたらど

うかというご指摘でございます。

これは、食料・農業・農村基本法の規定ぶりからいたしますと、相当部分を占めるとい

う、相当部分というワーディングを使っておりまして、従来は相当部分というワーディン

グで整理をしておったところでございます。

とりわけこの２ページの部分というのが、必ずしも基本法の文言をとっている部分では

なくて、昨年の重点プランという形で、武部農林水産大臣のもとでとりまとめた政策文書

がございます。その中で大臣といろいろ議論していた過程の中で、相当部分というのはど

の程度かよくわからないと。どの程度だと問われたものですから、「構造展望」というの

を平成12年３月に農林水産省の試案という形で対外的に公表しておりますけれども、それ

によりますと、大体６割という水準を目指すことにしています。６割ということで、過半

を超えているということなので、大部分という表現でも間違いではないのではないかとい

うこともございまして、大部分という表現ぶりを使っています。この点につきましてはち

ょっと検討させていただきたいと思いますが、今申し上げたような経緯がある言い方であ

るということもあわせてご理解いただければと思います。

同じページの農山漁村において都市と変わらない社会基盤のもとでというのは、農村振

興局の方からお答えいただいた方がいいのではないかと思いますが、もちろん、生源寺委

員がおっしゃったように、都市と農村のインフラを全く同じにし、農村を都市のようにし

ていくということを意味しているわけではないわけで、農村のよさを残した形の中でとい

うことが大前提になります。

ここでいいたかったのは、その上にございますような、都市と農村との共生なり対流、

相互の交流を図っていくというためには、人と物と情報が都市と農村の間をぐるぐる循環
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できるようなシステムというんでしょうか、体制に仕上げていく必要があるのではないか

ということで、共通社会基盤、プラットフォームを備えた新しい村づくりを推進するとい

う意味での社会基盤という言い方を使っておりまして、ハードもあるんですけれども、む

しろソフトウエアというものを、要するに、都市にいても働けるような環境を農村におい

ても実現できるような、そういったものを目指すべきではないかということを企図してい

るものでございますが、確かに、そのまま読むと、ここだけ読むと、何かコンクリート張

りの街をつくっていくのかなというふうにも誤解されかねないという部分がございますか

ら、この点は、農村振興局とも相談させていただいて、表現に工夫ができるかどうか、ち

ょっと検討させていただきたいと思います。

８ページのＢＳＥ対策のところで、一番最後の行で、その具体化に向け対応を行ってい

くといういいぶりになっていることとの関係で、検討会での報告の内容を紹介すべきであ

るというご指摘でございます。この点につきましては、まさにそのとおりでございまして、

整理としましては、動向編の方に第１章第１節がＢＳＥを契機とした食の安全というとこ

ろから入っていきますので、現在最終とりまとめ段階にございますＢＳＥ問題に関する調

査検討委員会の報告書についてはそちらで紹介申し上げ、それを踏まえた形で、政府は食

の安全に向けての具体的な取り組みを図っていくこととする、といったような表現ぶりで

あちらで整理する。こちらは、そういう意味ではそれを受けた形で記述していきたいとい

う形をとっておりますので、最終的な表現ぶりの整合性はとっていきたいと思います。

50ページの世界の食料安全保障への貢献のところの食料の安全保障の概念整理という点

につきましては、ちょっと時間をいただいて、概念の整理をしていきたいと思いますので、

今回はこの表現ぶりでやらせていただきたいと思います。

51ページの (1)の国際協力の推進に関する施策の２つ目のパラグラフの２行目から、

「その一環として効果的・効率的な活用に努める」という部分について、いかがなものか

というコメントがなされたわけでございます。

ここは、国際部の方からお答えいただいた方がいいのかもしれませんが、この表現ぶり

そのものは、たしか去年の白書の動向編にも使っている部分でございまして、確かに、Ｏ

ＤＡというのは、人道的だとか、いろんな観点から行うべきではないかという考え方もあ

るんでありますけれども、他方、我が国以外の、とりわけアメリカにせよ、ＥＵにせよ、

ＯＤＡというのはかなり自覚的にその後に続くであろう経済交渉だとかそういったことも

視野に入れて実施されているのが常態ではないかなと思います。アメリカやＥＵのまねを
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すればいいとは思いませんが、かといって、全くそこは無色透明でＯＤＡをやっていくべ

きなのかどうかというのは、いろいろ議論があるのではないかなと思っておりまして、こ

こに書いてある程度の観点というんでしょうか、視点というのは許されるのではないかな

というのが私どもの考えでございまして、そういう考え方のもとにこういう表現ぶりをと

っているものでございます。

それから、千賀専門委員からご指摘のございました66ページ、67ページ、ここは農村振

興局の方からお答えいただいた方がいいのかもしれませんけれども、公共事業の執行のあ

り方の見直しのところで、14年度以降、公共事業のあり方について、これは農林水産省だ

けではなく政府全体の基本的なスタンスを色濃く反映している部分でございますが、ここ

につきましては、ご指摘の趣旨を踏まえて、政策評価というものを、とりわけここでいう

事業評価でありますけれども、行うこととしております。

とりわけ、今までは公共事業の場合には事前の評価ということで、費用対効果が１以上

だから効果があるので、これは事業を実施するぞということで行われていたわけでありま

すけれども、結局、事業の完了までの期間が余りにも長いわけでありますから、その間に

社会経済情勢が大きく変化してくる、あるいは農産物の需給の構造が大きく変わってくる。

でき上がった段階には、当初予定したような農業生産なり農業所得というものが期待でき

るのかどうかという問題も出てきているわけであります。

そういたしますと、事前の評価はきっちりやらなければならないけれども、今後は、途

中に、このまま続けていっていいのかどうか、続けることがいいのかどうか。それから、

終わった後に、本当に所期の目的どおりにその地区の経済の活性化に役立っているのかど

うかということを検証していく必要があるだろうと思いますので、それは事後評価になり

ます。事後評価の方は、当該地域については終わってしまっていますから、今さらどうし

ようもないのですが、それはほかの地域の採択に教訓といいましょうか、１つの反省材料

という形でデータの提供ができるのではないかということでございます。

そういった観点から、67ページにも書いてございますように、事前の評価に加えまして、

途中の評価、いわゆる再評価でありますが、それと、事後の評価、この３つを実施してい

くこととしております。ということで、ご趣旨を体しているのではないかなと考えており

ます。

私の方から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。では、また、ご質問を。
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○甲斐（麗）委員 私も、先ほど生源寺委員がいってくださった２ページ目なんですけ

れども、これは、新しい農村の基本法見直しのときにも、地方の活性化というのは都市化

ではないということを十分承知してやってくださいということを申し上げてあったんです

が、やはり文章の上だけで読みますと、そういうふうにも受け取られかねない。

地方の方たちは、私どももそうですけれども、よその芝生は青くみえるで、何でも便利

で格好いいということの方に流れますので、そういうことではないという共通の価値観を

もてるように運んでいただきたいなと思います。

それから、この前、欠席しまして、大変失礼したんですけれども、12ページなんですが、

お米の消費拡大に対して、今、大変余っておりますので、意気込みはよくわかるんですけ

れども、ウの「安全性に関する取り組みと消費拡大」の (ｲ)なんですが、「食生活指針の

普及と連携しつつ一大国民運動的に展開する」となっているんです。私はちょっとオーバ

ーじゃないかなと思いますのは、今はもう小麦も３分の１は食べているということが定着

している実態の中で、農林水産省はお米だけをやっているわけではなくて、いろんなもの

を消費拡大、生産向上というのを目指しておられます。

私はいつも申し上げているんですけれども、人間の胃袋には限りがあって、どれでもバ

ランスよく食べようと。食の指針もそうなっているはずですけれども、バランスよく食べ

て健康な体を保とうというのが目的でありますので、私ども消費者からみますと、何でも

かんでも生産向上で、消費拡大で、しかもロスを出さない、むだを出さないといわれて、

いつでも最終的には消費者の生活態度が悪いからということになるんですけれども、余る

ほどつくればごみになるんですし……。

今度のＢＳＥ対策のときでも、大臣が軸足を消費者の方に向けてとおっしゃられました

けれども、私は内心、昭和55年の食生活の形態がバランスが一番いいというふうにグラフ

上みておりまして、そのころの油脂分とか肉類のとり方というのが、あれが健康を保つた

めに一番バランスがよかったのかなと。大分さかのぼることでして、今ほど肉や脂肪をと

ってなかった思うんです。それで、いつも脂肪のとり過ぎと、ぜいたくになったから、牛

肉を食べるようになったからとさんざんいわれて、牛肉を食べないという状態が来たとき

に、ああ、これは日本人の食生活を見直すのに――畜産の振興は、本当に大変ですから、

それはちょっと別に置いても、食べる側としては、一応、見直すのにはいい時期なのかな

と。牛肉なしでも何ヵ月間かいられるということがある程度わかったわけです。そうする

と、自給率を上げることに、消費者が食べ方が悪い、買い方が悪いといわれていたのは、
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逆にちょっと見直しができるかなという感じをもったんです。

そういうときにでも、やっぱりそれぞれの部門は、仕方がないんでしょうけれども、自

分のところの部門を立ち上げることに一生懸命でいらっしゃるので、この報告書をみまし

ても、どこも生産効率を上げて、生産の向上を図っているんですけれども、その上で、全

体的に、どういう量で、どういうやり方をやっていったらいいのかなという、一番上で束

ねる理念が私にはちょっとみえにくいんですね。

それで、「当面の需給安定のための取組」という、12ページにもありますが、これは食

糧法が見直されたときから今までの米のつくり方とか集荷の仕方とか、いろいろ変えなき

ゃいけないということ、それが一どきに来たら大変だから、時間をみて、余り刺激を与え

ない形で、いい方向にもっていきましょうということだったのですけれども、随分長い時

間かかっても、やはりここでみますと、生産調整は研究会の結果をみてということになっ

ておりますが、まだやっぱり現場における公平性だとかとも補償の問題だとかで、14年度

に講じる施策なんですけれども、ずっと同じことを引きずっているんではないかなという

感じがする。

それから、１つ質問は、カの当面のところの (ｱ)の水田農業経営確立助成及び緊急拡大

分に係るという、緊急拡大分というのはどういうことを指しておられるのかというのが質

問です。

全体的には、農業に対する危機感というのが共有されていないかなというところ、まだ

情報が現場のところまでしっかり届いてないかなという感じがいたしました。これは感想

です。

○斎藤専門委員 多少時間があるようでございますので、お伺いしたいことがございま

す。きょうは余り質問等するべきじゃないかと思ったんですが、多少余裕があるようでご

ざいますので。

１つは、私どもの立場で、特にこれまでの流通絡みのことをみますと、農水省の施策と

いうのは守りの戦略といいますか、それをいつも非常に強く感じております。例えば、27

ページから28、29ページにかけてでございますが、これから国内の流通システムのいろい

ろな意味での整備が、安全性を含めてトレーサビリティの議論が頻繁に議論されておるわ

けでございますが、肝心な流通システムトータルの問題につきましては、余り積極的では

ないという感じをしているわけでございます。

まず１つは、小売につきましても、専門店どうのこうのの議論は大変重要でございます
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が、まちづくりとの絡み、商店街の活性化の関係でどうなのかという議論をしていかざる

を得ません。さらに、卸につきましても、市場を守るというような戦略はもう古くさいわ

けでございまして、その先、新しい卸としてのどういう役割があるのか。食品卸の中で生

鮮卸は生き残れるのか。こういう戦略はどういう戦略を投資しながらやっていくべきなの

か。この辺、非常に守りでございまして、私は大変懸念をもっております。

そういう意味では、新しい小売、卸売のあるべき戦略、そういうものを今のうちに議論

しておく必要があるかなということが第１点でございます。

それと、これは流れとしましても先ほど生源寺委員から少しお話がありましたけれども、

雇用の場としての法人、あるいは地域の食品企業という話がございましたが、実は地域の

資源活用、トータルな意味合いで、地場といいますか、中小食品企業の役割が大変重要に

なってきておりまして、もちろんその地域の資源を活用しないとなかなか生き残れないと

いう中小企業の大きな戦略転換に入っていると思っております。

その場合に、そのような食品企業が農業生産の方にだんだん接近してきて、今、一種の

コンプレックスといいますか、組織体をつくっていく方向に来ていると思いますが、そう

いう地域マネージメントにおける役割というものが、農業生産あるいは農業経営のこれま

でのような流れの中ではなくて、食品企業サイドから地域をどうマネージメントするか、

そういう役割が非常に重要視されてきているのではないかと感じております。そういうス

タンスをどこかに入れ込んでいただきたいと思っております。

簡単でございますが、以上２点。

○田中委員 感想の方を話します。今までのお話を聞いておりまして、ＢＳＥ問題につ

いてはシステムが確立されたと思います。しかし、本当の国民合意を得るためには、シス

テム、プラス、イメージアップが大切でございます。なぜなら、幾らこのようなシステム

を構築したとしても、余りにも全国の農家の畜舎、生産環境が汚過ぎます。ということで、

顔がみえるということは、参考資料にもあったように、農場から食卓までとうたっており

ますから、幾らシステムが確立されて、安全・安心とはいったものの、交流とか対流とい

うようなキーワードの中におきましては、国民合意を得ることはなかなか難しいなと思っ

ています。

農村の社会基盤整備としましても、なりわい景観としての畜舎の環境改善をしなければ

絶対だめだと思います。私のコンセプトでもありますけれども、こんなに美しい畜舎、こ

んなに美しい牛からこんなにおいしいお肉とか牛乳がとれるんですよというようなことで
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ＰＲしなくちゃならん。そういうことが本当の環境保全型農業ということのイロハ、基本

ではないかなと思っています。

青森も畜産県なんですけれども、東北もそうでございます。今、道の駅とか、おいしい

牛乳、おいしいお肉を売っています。しかし、おいしいものはどういうところでつくって

いるのといって行ってみれば、堆肥でもっておぱいが真っ黒だったりということで、生産

環境というのは本当に大事だなと思います。そうしなければ、幾らシステムを構築したと

しても、交流とか対流というようなキーワードにあっては、本当の合意というものは絶対

ないと思います。

もう１点です。先ほど、構造改革というのがありました。それでもってああしよう、こ

うしよう、いろんな施策で物すごい税金を投入します。しかし、私がいろんなところを回

ってみますと、農業者の意識改革、幾ら農水省が情報発信をやったとしても、全部ではな

いんですけれども、末端の農業者は、先ほど危機感の温度差というものがありましたけれ

ども、余りにも温度差があり過ぎます。

白書にも、ちょっと触れにくいとは思いますけれども、農業者の意識改革という形もや

んわりとでもよろしいですから、表現された方がよろしいかと思います。

以上、２点、ふだんから、あれ、ちょっとこれはまずいなということで自分なりに危機

感をもっていたものですから、お話ししました。

○甲斐部会長 今お三方からございましたので、事務局からご回答をお願いいたします。

○山本食糧庁総務部長 食糧庁の総務部長でございますが、甲斐委員からご指摘のあっ

た件でございますけれども、12ページの一大国民運動的に展開するということでございま

す。ご指摘はわかるんですけれども、私どもの意気込みということでぜひご理解賜ればと

いうことで、よろしくお願いいたします。

「当面の需給安定のための取組」というところでございますけれども、１つ、ご質問の

ございました緊急拡大分と申しますのは、12年産までは96万ヘクタールで生産調整をやっ

ておりまして、その間に消費の減少というのが、私どもが想定していました以上に減少し

たものでございますから、需給均衡を回復するために生産調整を拡大しなければいかんと

いうことで、約５万ヘクタールの緊急拡大ということで、13年産から面積を拡大したわけ

でございます。そのことを指しております。それを14年産についても引き続き維持してい

くということでございます。

生産調整等につきまして、随分時間がたつというようなお話がございました。これにつ
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いては、ここにいらっしゃいます生源寺先生に座長を務めていただいておりまして、生産

調整に関する研究会ということで検討をいただいておるわけでございますけれども、今ま

での生産調整を米をつくらない面積でやりますと、どうしても残ったところで生産者の方

々は当然のことながら一生懸命余分にとろうとされるというようなこともございまして、

なかなか需給の均衡の回復が図れないということで、生産量そのものに着目して、それを

直接調整する手法に変えていこうと。ポジという言い方をしておるのですが、そういうこ

とで、30年来続けてきた生産調整のやり方をここで大きく転換しようという、私どもとし

ては非常に抜本的な変更ということでご議論いただいておりますので、もう少しお時間を

いただきたいと考えているところでございます。

○甲斐部会長 それでは、またご質問を……。

○平野委員 私は何となく漠然と栄養のバランスのことなどいろいろ感じていたことを、

先ほど甲斐（麗）委員が全部教えてくださったような感じがして、改めてきょうのこの会

議に出させていただいて本当にうれしく思っておりますが、実は、12ページのウ「安全性

に関する取り組みと消費拡大」の (ｲ)について、意気込みであるととらえてほしいと今事

務局からお答えもあったんですが。

実は私もここは、最初読ませていただいたときに、あれっと思った点でして、この文章

だけですと、とにかく、いっときパーッとアピールして、イメージアップにつなげようと

いうようにしかとれないんですね。これはこれで、イメージアップするということはすば

らしいと思うんですが、さあ食べましょうというふうな言い方に聞こえてしまう。そうす

ると、食べる人は食べるし、食べない人は食べないということで、余り変わらないんじゃ

ないかと思うんです。

むしろ、お米のことをアピールすることの意味というのをもう少し触れた方がいいんじ

ゃないかと思うんです。例えば、お米はほかの食物に比べて、いってみれば古代から日本

の食を中心的に支えてきたものだと思うんです。そういう米の文化、そして米に対する国

民の思いを未来につなぐように、ここで皆さんにアピールすべきだとか、そのような意味

合いが少し入った方がいいのではないかという気持ちがいたしました。

もう１つ、ＢＳＥに関してなんですが、今、田中委員からシステムが確立されたという

お話がありましたけれども、このシステムについてというか、検査は、人間の生きるため

の都合で引き起こされた問題だと思いますから、やはり人間が責任をもって解決していく

べきだと思うし、今後もさまざまな検査は綿密に追求していただきたいと思っているんで
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す。国民に対して随時報告もしていただきたいと思うんですが、それと同時に、そろそろ、

牛肉というのはこんなに肉としてのよさがあるということを多少アピールしないと、食わ

ず嫌いというのになってしまっている人が今随分多いような気がします。

つまり、食べたいんだけれども、でも食べなくて済むんだから、食べなくていいや、何

も問題が起こった食品に手をつけることないやと思っている友達などが周囲に随分多いん

です。ですから、鶏肉だとか豚肉に比べて牛肉ってこんなよさがあるというのを、パンフ

レットをつくってどこか役所の窓口に置いておくだけではなくて、何らかの形で、牛肉と

いうのは、人間の、活動が活発な若者にとってすごく大切なこんな栄養が含まれています

とか、そんなものが少しアピールされると、食べようと思って食べられない人がもっと手

を出しやすくなるのではないかという気持ちがしています。

○坂本委員 14年度に講じようとする施策のところでございますが、30ページに食生活

指針の普及がございます。アの (ｲ)の最後の文章に、「民間ボランティアによる草の根活

動に対する支援を行う」という表現がございまして、私、13年度、多くの県に協力をいた

しました。その現実がどうなっているかというと、農水省のお招きでまいりましても、民

間ボランティアの大きなベースになっているのは、厚生省がもっている食生活改善推進員

の集団なんです。この人たちは市町村では非常に強いパワーになって、あちらの人にいわ

せると、普及活動のとき、この人たちは私たちの財産です、というおっしゃり方をなさる

んですが、そういう人たちが草の根的に活動していただけるというのはよくわかりました。

ここの場合に、ただ「民間ボランティアによる」という言葉を簡単に使うよりも、この

背景に、従来まであった普及活動の草の根的な組織があるというのを、これは他省ではご

ざいますが、厚生労働省が基盤としてもっているこういうものであるとか、あるいは学校

教育の場合には文科省で子供たちにこういう教育をやっているというような、この指針に

関しては３省がかかわっていますので、そういう普及活動の現実を踏まえた上で、14年度

も恐らくこの組織で動くんじゃないかと推測いたしますので、民間ボランティアという１

つの簡単な言葉に集中させないで、もうちょっと思いやりのある、現実をみた表現をして

いただけるとありがたいなと感じています。

○甲斐（麗）委員 さっき１つだけ言い忘れたんですけれども、17ページ、私も自分の

体験上、子供のころから農体験を戦後でいたし方なくやったんですけれども、それが大変

生活に役に立っているので、子供に食料ができるまでというか、農業の体験というのは大

変に貴重なことだということを申し上げていたので、今回これが入っていることは、農業
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教育の振興というのは、小中学生にもそういうことをやっていくというこの文章は大変あ

りがたいと思ったんですが、今、坂本委員からおっしゃられました、文部省との連携とい

うのは私もはっきりみえなくて、８番に省庁連携子供体験型環境学習推進事業の中の農業

体験とあるんですけれども、ここのところが合同で、あとも全部合同ですよね。だから、

私どもは生活しているのは省庁の縦割りで生活してないので、これは全部一緒の予算で、

一緒に考えてやっていったら、もっといいものができるんじゃないかなと思うんです。こ

の17ページに掲げてあるものは全部文部科学省と一緒にやったらすばらしいことなんじゃ

ないか。農水省だけでこう書いていて、１項目だけあるのは、ちょっと納得できなくて、

どういうことなのかなと思ったのが質問です。

○甲斐部会長 事務局、いかがでしょうか。

○林経営局審議官 文部科学省との農業教育についての連携というのは、委員ご指摘の

とおり、非常に重要な課題だと思っておりまして、実は、副大臣レベルで農林水産省と文

部科学省との間の連携協議会というのを定期的に設けておりまして、その中でどうやって

体験の実を上げていくかということをかなり緊密に連携をとっております。

16ページの下から２行目の農業教育の振興の冒頭に、農林水産省及び文部科学省の連携

のもとということで、重要であるがゆえに、冒頭にまずそこを書かせていただいておりま

して、確かに予算上は農林水産省が計上しているものが多いのでございますけれども、こ

ういったものを計上するにつけても、文部科学省と十分連絡をとりながら、こういった予

算を農林水産省としては計上するけれども、実行に当たって十分に協力していただきたい

というようなことは、今後の実行に当たってもさらに緊密に対応していきたいと思ってお

りますので、ご理解いただきたいと思います。

○甲斐（麗）委員 そうすると、これは農水省の予算で立てた項目なんですね。農水省

の予算じゃなくて、両方一緒の、当然一緒にやるべき予算もとっていいと思ったものです

から。

○林経営局審議官 農林水産省の予算を中心に書いておりますけれども、だけというこ

とではございません。

○松原生産局審議官 生産局審議官の松原でございます。田中委員からＢＳＥ関連でシ

ステムが確立されたということでございまして、これはやはりシステムにイメージアップ

作戦ということは、畜産を振興していく中で大変重要な問題だと思っております。これは

特に予算を要しないで、経営の中で、自分の経営をいかに美しく、楽しくしていくのかと
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いうことが、周りに対するアピールという点でも大変重要かと思ってございます。

現在のところ、畜産の畜舎環境その他含めまして、美しい畜産経営ということについて

のコンテストでございますとか、そういったようなことが民間サイドでも民間団体レベル

で行われております。そういうゆとりをもちながらの経営確立という点を応援していきた

いと思ってございますし、それが一般的になるような活動を広げていきたいと思ってござ

います。

また、平野委員からは、ＢＳＥに関連いたしまして、国民に牛肉のよさなりのアピール、

栄養面、あるいは食味のよさというようなことのアピールということのご示唆がございま

して、我々も現在いろいろなパンフレット、あるいは情報を整理いたしまして、消費者の

方々にわかるようにお届けをするという事業を進めております。そうした上で参考にさせ

ていただきまして、効果の上がるようにしていきたい、皆さんに安心していただけるよう

にしたいと思います。ありがとうございました。

○生源寺委員 先ほど、武本課長からお考えのご提示のあった50ページ、51ページの話

なんですけれども、私も先ほど気持ちはわかりますというふうに申し上げたんですが、こ

こが政府の審議会であるということもあって、当然、国益ということを考えなければいけ

ないわけでありますし、それから、ＷＴＯ農業交渉への日本の立場というものも、もちろ

んこれは正しいという信念のもとで進めていく、こういう前提のもとでは、その仲間を広

げていくということも当然必要だろうと思います。

その意味では、特にそこに考え方の違いはないかと思うんですけれども、ちょっと気に

なりましたのは、これは、講じようとする施策で、これからこうやるよと、こういうもの

であります。読みようによっては、コンディショナリティーといいますか、条件としてこ

の文言が意味をもつというふうにとれないこともないわけであります。

それで、私は外交上のことをお話しできるような素養はないわけでありますけれども、

表現としては、例えば、これは、先ほどの繰り返しになりますけれども、日本提案の理念

に合致した形でＯＤＡというのは効率的に運用されていて、これが結果的に日本のＯＤＡ

の背景にあるといいますか、前提にある立場なり考え方の理解につながることが期待され

るといったような、むしろそのあたりの表現の方がいいのではないかなという気持ちでご

ざいます。お考えいただければありがたいと思います。

○堀江委員 大部分のことは既に出ましたので、今のこととちょっと関連しまして、な

ぜ国際協力をするかという論理だと思いますけれども、人道援助とか、日本の国益とか、
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ＷＴＯで支持が得られるとか、挙げておられるわけですが、もう１つ、大事な視点として、

環境を守る、ここにつながっていくんじゃないか。例えば、地球温暖化といった場合、原

因は化石燃料の大量消費と森林破壊である。これはよくいわれているわけですが、森林破

壊のかなりの部分が発展途上国の食料問題から派生している。そのような形で、食料の安

全保障であると同時に、環境の、安全保障という言葉がいいかどうかわかりませんけれど

も、そういったものとリンクしていて、今、環境ということに対しては非常に理解が得や

すいのではないかという気がいたします。そういう意味で、ＷＴＯの支持という直接的な

表現もさることながら、もっと大きなくくりでアピールしていくということが大事じゃな

いかと思います。

ついでに、これは要望なんですが、52ページのオのところにＦＡＯ云々から始まってい

まして、そこにＣＧＩＡＲという組織のことが出ていますけれども、こういった名前を挙

げまして、最後に、引き続き協力を推進するとなっているわけですが、実は、このことに

関して、国際社会で大変困ったことが起こっているということは多分ご存じだと思います。

ＣＧＩＡＲというのは何をしているかといいますと、16の国際機関がございまして、有

名なものですと、緑の革命といって、新しい品種を広めて、発展途上国の農業生産力を上

げたという、ああいった実績をもっている機関でございます。例えば、フィリピンにある

ＩＲＲＩだとか、こういった機関というのは、これまでずっと日本が支えてきておったわ

けですが、突然、今年度から日本からの拠出金が約半額になってしまう。これは援助とし

ては非常に目につきづらいところなんですね。橋をつくったとか、飛行場をつくったとい

うのはすぐわかるわけですけれども、新しい品種を黙々とつくって、地域に適応した病気

に強い品種をつくっているとか、あるいは肥料も農薬もないわけですから、それにかわる

ような資材をそのあたりで廃棄物を利用して活用したり、そういった、ただ単に食料が足

りないから援助するのではなくて、自分たちで自給できるような技術を支援している国際

機関に対して半分になって、それが国際機関の研究機関の運営に相当な打撃を与えている。

これは直接は多分外務省ですけれども、こういうことを書くからには、一番食料とか環境

とかにかかわる農水省サイドからもしかるべき対応を考えていただきたい。これは要望で

ございます。

○稲田委員 １点ご質問と、２点意見なんですけれども、まず質問の方からです。政府

の備蓄米ですけれども、一番古いもので、現在何年産のものがあるのかというのが、１点、

ご質問です。
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それから、意見ですけれども、講じようとする施策の13ページ、ちょっと細かいことで

すけれども、アの先端的な農業経営の育成というところで、１行目の加工・流通等に取り

組むというところ、また、最後の生産・加工・流通施設等ということでありますけれども、

ここのところは販売というものも非常に大切なことになってきますので、販売という文言

も入れていただけたらと思います。その下のイの (ｱ)の①のところには加工・流通・販売

というものも入っておりますけれども、上の方に入っておりませんので、販売というもの

は非常に重要になってきますので、きちんと入れていただきたいと思います。

もう１点、21ページですけれども、女性の参画の促進に関する施策ということで、ウの

女性の農産加工等の活動の促進ということですが、加工施設というのは、非常にすばらし

い加工施設をつくられて、やっていらっしゃる方がいっぱいおります。ただし、できたも

の、みそでも、しょうゆでも、梅干しでも、いろいろなものがありますけれども、販売と

いうことに関しては、じゃあどこで売るんですかということになると、近くの農協ですと

か、道の駅ですとか、近くの直売所ですよと。施設に対して、製品の販売というのは非常

に負けておりまして、実際のところ、黒字にはなってない。これは女性に限ったわけでは

ないですけれども、そういったようなところがございます。販売というのは非常に重要な

ことになってきますので、販売の促進ということもきちんと入れていただきたいと思って

おります。

また、その隣のページの高齢者のところでも、 (ｱ)の中間のあたりに、「また、高齢者

が行う地場農産品の生産・加工」云々とありますけれども、ここのところもやはり販売と

いうことが必要になってくると思います。

福井におきましても、農産品の加工品というのは20～30あるわけですけれども、それら

がどこへ行けば買えるかというのは、それぞれの場所へ行かなければわからない。それぞ

れの場所へ行ってもなかなかわからないということがありますので、加工ということに関

していわせていただくならば、加工も非常に重要ですけれども、その後のどうやって売る

かということをきちんとしていただきたいと思います。

○山本食糧庁総務部長 今のご質問でございますが、備蓄米は古いものは何年産がある

のかということでございますけれども、今、一番古いのは８年産でございます。ただ、ご

案内のとおり、我が国のお米はすべて低温保管をしておりますので、その中で、国内でも

売れるような、比較的いいものを今売っておる。売れないものにつきましては、援助用等

ということで、別に隔離しているということでございます。
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○甲斐部会長 ほかにございませんでしょうか。

○八木委員 ２点ほどですけれども、目次のところをごらんいただいて、Ⅲのところの

言葉の問題なんですけれども、施策の重点が、特集がありまして、ⅠとⅡと参考というこ

とでいいと思うんですが、Ⅲの「その他」というのが、何かその他大勢みたいな印象には

ならないか。「その他何とかに資する」とか、ちょっと言葉を加えて、このⅢのところも

大変重要であるというようなイメージは出るようにしたらいかがかという感じがいたしま

す。

もう１点は、政策評価のところで、Ⅳの１のところで記述をされておりますが、概説の

２の重点の最後の２行のところでさらりと書いてあるわけですが、政策評価は、これから

施策の透明性、公正性、あるいはこれからの基本計画の改定にも使っていくということに

なりますと、少しウエートを置いて、概説のところに、次年度でも構わないと思うんです

けれども、少し記述をされたらいかがかということです。

○畑中専門委員 これ、特集の形にしていただいた。従来は、基本計画とか、あるいは

整合性みたいなことがあって、それぞれ形が決まっていたと思うんですが、これだけ生産

から流通までいろいろなところに施策が分散するような、ＢＳＥの問題とか、あるいは国

民の関心が非常に高いというのを特集にしていただいたというのは非常によかったなと思

います。

それから、従来、どうしても予算がとれたものを中心にしていくんですが、法律などは、

講じた施策の方に、こういう法律をつくったよというのが出てくるんですけれども、それ

を施行するのは、大体、通常国会に法律が通るのが多いので、次のときになるんですね。

それを今回は、今の年金の話にしても何にしても、こういうことが行われるということを、

講じようとする施策の中に含めていくというのは非常にわかりやすいことで、いいことだ

なと思います。やっぱりもうお金だけではなくて、ソフトといいますか、考え方といいま

すか、そういうことがこれから大事になるので、必ずしもお金がないことは書かないとい

うことではなくて、姿勢を示すという意味で、大変よかったんじゃないかなと思っており

ます。

もう１つは、前に大分議論をやりましたので、きょうでもう参議院の予算が通ろうかと

いうことなので、今回のやつは決まってしまっているので、できるだけ、字句の修正等が

必要なところがあれば直していただくことにして、あと、大変大事なのは、基本的な問題

も出ていますので、昨年もやっていただいたんですが、予算が農林省を出る前に、６月か
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７月に、懇談会の形式なのか、あるいはこういう形式なのかわかりませんが、また開いて

いただいて、基本論をいろいろやっていただいた方が、より実際的かなと思っております。

○甲斐部会長 そろそろ予定の時間になりましたので、施策部会における講じようとす

る施策の案の審議につきましては、本日で終了させていただきまして、今後は総会におい

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りましては、私の方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たいと思います。

なお、講じようとする施策の案につきましては、本日の議論や関係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一任させていただきたいと

存じますけれども、いかがでしょうか。

○明石委員 そのとりまとめでいいんですけれども、１つお願いがあります。せっかく

このいい講じようとする施策が出ましたね。これをどういう形で世間一般にＰＲするか。

先ほど田中委員がおっしゃいましたけれども、いい案ができたんだけれども、具体的にど

ういう形で消費者とか国民に伝えていくか。例えば、政府がタウンミーティングというの

をやっておりますね。ああいう形でこの施策を、グリーンミーティングか何かわかりませ

んけれども、９ブロックあればブロックごとにミーティングを起こしていって、農水がこ

こまで変わったんだよというイメージチェンジをしていかないと、今週の「ＡＥＲＡ」み

たいに、もう農水省は要らないんだという変な攻撃がありますから、あれを残したらだめ

なので、打って出る方向として、このいい施策を提案していくというのを私としては提案

したい。以上です。

○武本企画評価課長 今のご指摘の点につきましては、私ども、今月の30日から、農林

水産省版のタウンミーティングを始めることとしておりまして、全国８ブロック、農政局

がございますので、農政局単位で、基本的には大臣、あるいは副大臣が行きまして、直接、

その地域の消費者、生産者、あるいは農林水産関係の事業者の方々と意見交換をし、今、

先生おっしゃったような、私どもが改革をやろうと思っていますので、それをご説明申し

上げ、それに対する忌憚のないご意見もちょうだいしながら、また引き続き見直すべきも

のがあれば次の施策につなげていくといった方向で対応する考えでございますので、ご指

摘を踏まえて対応させていただきたいと思います。

○明石委員 はい。安心しました。

○甲斐部会長 今の微調整につきましては、私の方に一任させていただいたということ
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でよろしいでしょうか。――どうもありがとうございます。

講じようとする施策の案の取り扱いについてはそのようにさせていただきたいと思いま

す。

総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。

○武本企画評価課長 総会の日程につきましては、既に事務局の方からご連絡差し上げ

ましたとおり、４月22日、午後２時からとなっております。場所は、本日のこの三田の共

用会議所を確保しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○甲斐部会長 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうござい

ました。

――了――


