
○甲斐部会長 それでは、ただいまから「食料・農業・農村政策審議会第４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 「食料・農、 」 ）、

業・農村の動向に関する年次報告 （案）を中心に審議していただきます。」

八木委員、明石委員、甲斐麗子委員、鈴木委員、林委員、平野委員、堀江委員、養老委

員、千賀専門委員がご都合により欠席されています。

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２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。

本日は宮腰大臣政務官にご出席をいただいておりますので、大臣政務官にごあいさつを

いただきたいと思います。

○宮腰大臣政務官 大臣政務官の宮腰でございます。皆様方には本当にご苦労さまでご

ざいます。

食料・農業・農村政策審議会第４回施策部会が開催されるに当たり、一言ごあいさつを

申し上げます。

今村会長、甲斐部会長を初め、委員並びに専門委員の皆様におかれましては、ご多用の

ところご参集いただき、厚くお礼を申し上げたいと存じます。

ご承知のとおり、我が国農林水産業と農山漁村は、人の生命、健康にかかわる良質な環

境や新鮮でおいしい安心できる水と食料などの確保を図るヒューマンセキュリティ、安全

な国土を確保し、安心して暮らせる社会を保障するとともに、地域に密着した産業の活性

化を図る上で極めて重要な役割を果たしております。

このような観点から、特にＢＳＥが発生し、その対策を講じていく中で喫緊の課題とな

っている消費者の信頼確保を図るために、生産者と消費者の間に立ち、食と農の一体化を

推進するとともに、農林水産業の構造改革を進めてまいります。また、地域社会の健全な

維持発展が重要であることから、都市と農山村の共生と対流を進め、農山漁村の新たなる



可能性を切り開き、もって循環型社会の実現を目指すことが重要であると考えております。

「平成13年度食料・農業・農村白書」におきましては、以上のような点をしっかりと取り

上げてまいりたいと考えております。

ここで、ＢＳＥの問題につきまして一言申し上げます。

本件につきましては、厚生労働省と連携して、と畜場においてすべての牛についてＢＳ

Ｅ検査を行っているところであり、ＢＳＥが疑われる牛はと畜場から食用としても飼料原

料としても出回ることのないシステムを確立いたしております。これによりまして安全を

証明された牛からの牛肉等だけが食用として出回ることとなり、国民の皆様に安心してい

ただけるものと考えております。

さらに、牛の個体識別システムを活用し、今後それぞれの牛の誕生から育成過程、流通

経路を管理、追跡できるトレーサビリティの体制を整備することとしております。

また、昨年11月にＢＳＥ問題に関する調査検討委員会を設置し、本年３月末をめどにＢ

ＳＥに関するこれまでの行政対応上の問題を検証するとともに、今後の畜産食品衛生行政

のあり方について調査検討を行っていただいているところであります。

このような中で本年１月、大手食品会社が牛肉の原産地等に関する虚偽の表示を行った

旨を公表したことを受け、農林水産省等においては直ちに立入検査を行い、ＪＡＳ法に基

づく指示を実施いたしました。今回の事態を踏まえ、食品の表示制度について、その改善

強化を急ぎ、消費者の安心と信頼の回復に全力を挙げるため、食品表示制度対策本部を設

置したところであります。

この施策部会におきましては、食料・農業及び農村の動向を踏まえ、国が「平成14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にな

っております。ここでの議論を踏まえて作成される文書は、食料・農業・農村基本計画に

即し、その年度にどのような施策を講じるかということを明らかにするものであり、食料

・農業・農村基本法の理念を具体化する上で非常に重要な役割を担うものであります。

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

ては国民の皆様の理解と合意を得ることが何よりも重要であります。こうした観点から、

幅広い分野の有識者の皆様にご参加いただいている本部会でのご議論に、私どもは大いに

期待しているところであります。甲斐部会長のもと、委員の皆様方には専門的な立場から

活発にご議論をいただきまして、忌憚のないご意見を賜りますよう心からお願い申し上げ

まして、私のごあいさつといたします。ありがとうございました。



○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

なお、宮腰大臣政務官におかれましては、公務のためにここでご退席になられます。

それでは、審議に入りたいと思います。本日は多くの資料が配られております。お手元

のとおりであります。

資料説明の手順でございますけれども、事務局でご説明の用意がされているようですの

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」についてご説明いただきたいと考えており」

ますが、いかがでしょうか。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 官房企画評価課長でございます。お手元の資料に沿って説明をさ

せていただきたいと思います。

資料の順番につきましては 「食料・農業・農村白書」について説明をさせていただいた、

後に「講じようとする施策」について説明を申し上げるということにさせていただきたい

と思います。お手元に全体の案文も配付しておりますが、いずれも大部でございますので、

事務局で用意をさせていただきました「平成13年度食料・農業・農村の年次報告（案）要

旨 、参考資料の１でございますけれども、これをベースに適宜、本文の方に言及していき」

たいと思います。また 「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、

きましても、同様に資料１の「ポイント」を中心に説明をさせていただきたいと思います。

それでは、資料の説明に入りたいと思います。参考資料の１をごらんいただきたいと思

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。まず目次からご説明申し上げ

ます。ことしの白書も昨年と同様、３章立てでいきたいと思っております。第Ⅰ章が食料

政策に関する部分、第Ⅱ章が農業政策に関する部分、第Ⅲ章が農村地域政策に関する部分

でございます。

第Ⅰ章の食料政策にかかわる部分、タイトルは「食料の安定供給システムの構築」とい

う形にしております。その第１節には、先ほどの大臣政務官のごあいさつの中にもござい

ましたけれども、国民の最重要関心事項でございます食の安全性について取り上げてまい

りたいと考えております。

すなわち第１節に「ＢＳＥ等我が国の『食』が直面する課題」ということでＢＳＥとい

う切り口で、そのほか食の安全性について、ダイオキシンとかカドミとか、さまざまな問



題がございますので、そういったものにも言及していきたいと考えております。

また、そのこととの関係で、第２節の「諸外国の農政動向」は、従来ですと諸外国の経

営政策のようなものを紹介している節ですが、ことしの場合には（１）といたしまして

「食品安全行政をめぐる動き」ということで、特にヨーロッパにおいてはＢＳＥの発生を

契機といたしまして食品の安全行政が大きく転換をされておりますので、そのあたりの動

きを紹介していきたいと思っています。

第３節は自給率、第４節は国際需給でございますけれども、とりわけ第５節の「ＷＴＯ

をめぐる動き」につきましては、昨年ドーハの交渉によりまして新しいラウンドが立ち上

がっておりますので、これから我が国の農業を大きく左右する可能性がございます新しい

ラウンドに向けて、我が国の交渉のスタンスについて説明をしていきたいと考えておりま

す。

第Ⅱ章の農業政策の関係でございますけれども、農業の構造改革という切り口から農業

の担い手論を分析をしていきたいと考えております。

また、第Ⅲ章の農村地域政策の関係は「農村と都市との共生・対流による循環型社会の

実現」ということで、昨年までの農村政策に比べますと、環境という側面をかなり色濃く

織り込んで章立てをいたしております。

第１節には「農業の自然循環機能の維持増進」ということで地球環境と農業の関係から

解き起こしまして、第２節に「農業の有する多面的機能の発揮」を記述することとしてお

ります。これは昨年、日本学術会議から多面的機能についての答申がなされておりますの

で、それをベースに記述していきたいと考えております。

そういった環境なり多面的機能の発揮を図っていく上でも農村の活性化が必要になって

くるわけでありますけれども、その活性化に必要な条件あるいは施策の展開の方向性につ

いて、第３節で農村の現状を分析した上で、第４節に振興方策について記述していくとい

う体裁をとることといたしております。

中身に入りたいと思います。１ページ目をごらんいただきたいと思います。第Ⅰ章「食

料の安定供給システムの構築 、第１節「ＢＳＥ等我が国の『食』が直面する課題」につい」

てであります （１）が「 食』の安全性確保」ということでございます。。 『

ご案内のように、昨年９月に我が国で初めて牛海綿状脳症に感染した乳用牛が確認をさ

れたわけでありまして、これを契機といたしまして牛肉消費が大幅に減退をしたところで

あります。農林水産省、厚生労働省が連携をして所要の対策を講じてきたところでありま



して、先ほどの大臣政務官のごあいさつの中にもございましたけれども、10月にはＢＳＥ

の疑いのない安全な畜産物の供給体制を構築してきたところであります。

しかしながら、こういった事態の発生に至る経緯、経過の中では、行政のサイドにおけ

る対応にいろいろと問題があったのではないかという観点から、②にございますような

「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」において、過去の検証とそこから得られた教訓を

踏まえて、今後の行政のあり方についての検討を行っているところでございます。この検

討委員会は３月中にとりまとめの予定になっておりまして、ことしの白書においてはこの

第三者委員会の報告を紹介し、その報告に対する政府の対応方向を明確に記述していきた

いと考えております。

この点は、前回の施策部会におきまして、山田陽子委員から初動体制の不備についての

反省を入れてほしいという強いご指摘がございました。それを踏まえて対応してまいりた

いと考えております。

食の安全性につきましては、ＢＳＥ以外にも、表－１にございますような腸管出血性大

腸菌Ｏ-157による食中毒でありますとか、ダイオキシンでありますとか、その他もろもろ

の事故が起こっているわけであります。こういったことから消費者の方々の食の安全性に

対する関心は増大しているわけでありますけれども、行政等の関係者におきましても食品

の安全性確保は最重要課題になっているわけであります。そういった意味からしますと、

④にございますように食品の生産から消費に至るすべての段階での一貫した安全性の確保

が求められてくるというわけであります。

２ページ目をごらんいただきますと、⑤にトレーサビリティ・システムというものを紹

介いたしております。このトレーサビリティの話の前提にリスク分析というものがござい

まして、参考資料２の本文の４ページをあけてください。そこの４ページに「 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」という小見出しのパラグラフがご

ざいます。その真ん中あたりに「このことから」というところで始まる段落があります。

ここをちょっとみてみますと 「このことから、食の安全性についてリスク分析と呼ばれ、

る手法を用いて検討を行っていくことが必要である。この考え方はすなわち①食品由来の

危害（ハザード）について、それらの健康へのリスクを科学的に評価し、②そのリスクを

許容し得る水準以下にするためにとるべき幾つかの選択肢（対策）を用意し、③それら選

択肢について、消費者を初めとする利害関係者と意見・情報を交換しながら、健康保護や

費用と便益の比較、技術的達成可能性など総合的な考察を行い、最善と思われる選択肢を



特定する。実施された対策の有効性を定期的に評価し、もしそれが有効でないとわかった

場合には、①と②の見直しを行う。さらに、これらの一連のプロセスを消費者等にわかり

やすく説明するとともに、相互理解を通して信頼性を築いていく」というのがリスク分析

論といわれているものでありまして、このリスク分析論の中のリスク管理の手法の１つが

トレーサビリティになってくるということで、そのあたりを４ページの最後の行から５ペ

ージの上４行あたりにかけて説明をしているわけであります。今後の食の安全性を考えて

いく上で、ツールとしてのリスク分析論が必要になってくるのではないかということを提

起しているものであります。

参考資料１に戻っていただきまして、２ページの⑥は表示について記述している部分で

ございます。表示の問題につきましては、これも先ほどの大臣政務官のあいさつにもござ

いましたように、⑦にありますが、ことし１月の大手食品会社が牛肉の原産地等に関する

虚偽の表示を行ったということ、これが表示制度そのものへの信頼感の喪失につながりか

ねない事態になっているわけであります。そういったことを踏まえまして、食品表示制度

対策本部を立ち上げているところでございます。このあたり、今まさに動いている段階で

ございますので、これについての対応も可能な限り白書の最終バージョンには盛り込んで

いきたいと考えているところであります。

３ページをごらんいただきたいと思います。３ページは食料消費の動向に関するもので

ございます。この部分は例年、経済の動向を踏まえて食料消費支出がどのように変化して

いるかということを分析しているところでございます。デフレ経済のもとで、基調は昨年

と同様でございます。

特に②に書いてございますけれども、昨年と同様、食の外部化がさらに進んでいるとい

う形になっております。

そして、③にありますけれども、昨年は「食」と「農」の距離が拡大するということを

訴えていったわけでありますが、そういった中で地域地域においては「食」と「農」の一

体化への取り組みがみられているところがございますので、それを紹介していきたいと考

えております。

白書本文の参考資料２の方でいきますと、17ページをちょっとごらんいただきたいので

すが、17ページの小見出しが「 食』と『農』の距離を縮小するための取組みが各地で進ん『

でいる」ということで、事例として取り上げているのが郷土の伝統的な野菜を学校農園で

復活をさせたということで、小中学校における練馬大根栽培の取り組みということです。



練馬大根という言葉は非常に有名な言葉でありますけれども、実際の練馬大根の生産は衰

退をしているわけであります。練馬区の小中学校では、子供たちに練馬大根をつくらせる、

あるいはそれを通じて生産者、流通業者の人々との対話をしていく、そういった中で地場

の農産品についての関心を高めていくという教育活動を行っておりますので、これを紹介

しているところであります。

参考資料の１に戻っていただきまして、４ページをごらんいただきたいと思います。４

ページは「我が国の食生活の現状と食生活指針の推進」というものでございます。そのペ

ージの右側の図－７でありますけれども、これは欧米先進国と日本とアジア諸国の比較を

したものでございます。達観して申し上げれば、我が国は欧米諸国とアジア諸国の中間に

あるのかなとみられるわけであります。ただ、タイムシリーズでみてみますと、次第に欧

米型の食生活パターンに近づいているということがいえるわけであります。

このことが栄養面でさまざまな問題をもたらしてきているわけでありまして、左側の②

に書きましたけれども、脂肪の過剰摂取でありますとか、鉄、カルシウムの不足だとか、

栄養摂取の過不足、バランスの崩れといったような栄養面での問題が発生しているという

ことがいわれているわけであります。

こうした中で米飯を主食とした和食が栄養面からすぐれているということがいわれてい

るわけであります。米といいましょうか、和食というのでしょうか、そのことについては、

コラムで「我が国の食文化と『米』の役割」というものを読み物として掲げているところ

でございます。

こういった食生活の関係につきましては、昨年も取り上げたのですけれども、③にござ

いますが、子供たちの健康面だけではなく、精神なり社会性の発達にも大きな影響を及ぼ

しているのではないかということが懸念されるわけであります。

この点については、参考資料２の白書の本体の29ページをごらんいただきたいのですけ

れども 「食生活の乱れが、栄養バランスの乱れや心身の健康を害することも懸念される」、

という小見出しの中に、コラムといたしまして「食生活の改善は少年問題解決の糸口にな

る」ということで、これは法務省の所管である少年院の法務教官の方が、入院した少年の

体型と退院する前の少年の体型の比較をし、食生活が変わることによって子供たちの精神

状態というのでしょうか、それがどのように変化しているのかといったレポートをここで

は紹介しているところであります。

参考資料の１に戻っていただきまして、４ページであります。そのようなさまざまな問



題もあるということも踏まえまして、④にありますように、農林水産省、文部科学省、厚

生労働省共同で策定いたしました食生活指針の推進に取り組む必要があるということで、

ことしはその取り組み事例といたしまして、右側にございますけれども、静岡県大須賀町

立横須賀小学校での取り組みを紹介をしているところであります。

ここでは 「 食生活に関する教育実践事業』に取り組んでいる小学校において 『総合的、『 、

な学習の時間』や遠足、修学旅行等の学校行事、委員会活動等、多様な機会や場面を積極

的に活用して、さまざまな角度から『食』や『健康』に関する学習を行っている」という

ものであります。

５ページをごらんいただきたいと思います。５ページは「食品産業の動向」でございま

す。食品産業の動向も例年分析をしているところでございまして、ここは大宗としては昨

年と基本的には変わっているものではございません。ただ、デフレ経済とかいろいろな状

況でございます。そういった中で国産農産物の重要な需要先ということでございますので、

⑥に書いてございますように、食品産業と農業の連携の推進ということが重要な課題にな

ってくるのではないかと考えております。この点につきましては、白書本体の46ページに、

ことしは連携の一事例といたしまして「食品産業の農業生産法人への出資を通じた農業と

食品産業の連携 、これを紹介しているところであります。」

参考資料の１に戻っていただきまして、６ページをごらんいただきたいと思います。第

２節「諸外国の農政動向」についてであります （１）は「食品安全行政をめぐる動き」と。

いうことで、先ほど申し上げましたとおり、とりわけヨーロッパ各国においては食品安全

行政再編の動きがございます。それをご紹介申し上げているのですが、その背景にありま

す思想は、②にありますようにリスク分析の手法を応用していくということであります。

その中の非常に重要なポイントは、効果的な食品安全行政を実施するためには 「リスク評、

価」という機能と「リスク管理」という機能を機能的に分離していくということがうたわ

れているところであります。また、リスク管理の手法として、先ほど申し上げましたが、

「農場から食卓まで」の全過程における安全性を担保するシステムとしてトレーサビリテ

ィ・システムを導入しているといったことをご紹介申し上げているところであります。

もう１つは、我が国にとって非常に大きな影響を今後とも与え続けるであろう中国につ

いて分析をいたしております （３）の②に掲げておりますけれども、中国の穀物、大豆油。

等の輸入は今後増加していくだろうと見込まれています。その一方で野菜等の労働集約的

作物については、我が国を初めとして外への輸出攻勢が強まっていく可能性が大きいとみ



ております。そういった中で、人民元の水準について今後は議論になってくるのではない

かといったことをここは掲げているところであります。

この中国の分析につきましては、この部分に加えまして、８ページをちょっとごらんい

ただきたいと思います。８ページは「世界の農産物需給と我が国の農産物貿易の動向等」

のところであります。８ページの（２）の②のところで、生鮮野菜の輸入量は、過去５年

間に 1.5倍に増加。中でも中国からの輸入が 3.4倍になっている。中国側の野菜の輸出先

国別シェアは、日本が数量で42％だといったようなことが書かれているわけであります。

ここにつきましては、白書の本文79ページをちょっとごらんいただきたいと思います。

小見出しが「中国からの野菜輸入が増えている」というところなのですけれども、これの

特に82ページ、83ページをごらんいただきたいと思います。先に83ページの図Ⅰ－39をご

らんいただくとおもしろいかと思います。

これは、左側は対ドルの円のレートと元のレートを示したものであります。それを合成

すると円の対人民元為替レートになっています。これの意味するところは何かというと、

円はドルに対して切り上がっていくというのが、この15年間の動きであったわけでありま

す。それに対して、元はドルに対して切り下がっていくという動きを示しているというこ

とになります。したがって、円と元でみると、1984年に１元が 110円の水準だったものが

現在は10円になってくるということですから、10分の１になっているということです。

これは何を意味するかというと、現時点で中国人は日本人に比べると賃金が大体25分の

１から30分の１ですよという話なのですが、他の条件が同一ですと、レートが10分の１と

いうことがもし起こらなかったら２～３分の１ぐらいの水準になっているということを意

味するわけであります。このあたり、レートが今後どうなっていくかということは、国内

農業に限らず、我が国経済が東アジアの中で生存していく上で非常にクリティカルな問題

になってくる可能性があるという意味で、先ほどの人民元がどのような水準になっていく

かというのは非常に大きい問題であるということを申し上げた次第であります。そのあた

りが左側の文章の10行目あたりでしょうか 「さらに」というところから書いているわけで、

あります。

ただ、円と元との関係だけではなく、真ん中で「しかし」というところに書いてあるの

ですけれども 「94年の人民元切下げ、95年の円高ドル安ピークを境に、その後は明確な円、

高傾向は認められないにもかかわらず、近年においても野菜の輸入は増加しており、為替

レート以外の要因が重要であると考えられる。そのようななかで、国内に目を向けると、



単身世帯の増加、高齢化の進展、生活スタイルの多様化等を背景に、食の外部化が進行し

ており、我が国の野菜需要のうち外食、加工等の業務用需要が55％を占めているが、外食、

加工等の業務用需要分野の実需者や量販店等の実需者は、定量、定価、定時、定質の供給

を要望している。しかしながら、国内産地がこれに十分対応できていないこともあり、実

需者は輸入への依存を強めている。また、そのようななかで、日本企業（商社等）が中国

に進出し、栽培指導等を行って生産した作物を日本に輸入する、いわゆる『開発輸入』の

進展も輸入が増加してきたことの一因とみられている」ということで、為替レートだけが

我が国の中国からの輸入増加になっているわけではない、ある意味では構造的な問題があ

るというように記述している部分であります。

また参考資料１に戻っていただきまして、７ページをごらんいただきたいと思います。

７ページは食料自給率の問題でございます。ここは例年記述している部分でございまして、

データ的には平成12年度の自給率が出ましたので、それをここで解説をしております。12

年度の自給率は３年連続で40％であったということであります。この40％が３年続いたと

いうことをどのように考えるかということで、私どもは低下傾向に歯どめがかかったと判

断するのは時期尚早であるとみております。それが③に記述してある部分でございます。

それから、８ページをごらんいただきたいと思います。８ページは第４節「世界の農産

物需給と我が国の農産物貿易の動向等」についてであります。ここも例年記述していると

ころでございまして、中長期的には、⑤に書いてございますけれども、ひっ迫する可能性

は指摘できるだろうというのが私どもの立場、考え方であります。

こういった中でことしの特色を申し上げますと、先ほど②の中国の話を申し上げました

が、あわせて中国からの輸入野菜についての残留農薬問題が今消費者の関心事項になって

おりますけれども、これについてもきちんと記述していく予定であります。

このこととは別に我が国の輸入が環境面にどういう影響を及ぼしているのかという点を、

白書本体でいいますと84ページにコラムで紹介をいたしております。84ページに、農産物

ではないのでありますが、コラムとして「我が国のエビ輸入と生産現場における環境問

題」ということで、とりわけ東南アジアでのエビ養殖、我が国が輸入をしているわけであ

りますが、それがマングローブの伐採でありますとか、あるいは場合によっては水田を使

う場合もあるようでありますので、それが塩水によって農地として問題が起こってしまう

といったようなことなどがここで書いている部分であります。

それから、参考資料１に戻っていただきまして、もう１つ、我が国の輸入の問題でこと



し初めて取り上げた部分は （２）の③のところで貿易収支を取り上げています。新聞等に、

も報ぜられているのでご案内の方が多いかと思いますけれども、我が国の貿易黒字は、20

00年７月から18カ月間連続でマイナスが続いているところであります。これまでの我が国

の食料政策では、輸入は基本的にお金があることを前提にして議論されてきたわけであり

ますし、また貿易黒字がなくなったからといって直ちに輸入ができなくなるわけではない

のでありますけれども、これまでとは前提条件がかなり変わってくるのではないかという

状況があるということをご紹介申し上げています。

もう１つ、ことし書き入れている部分として、④の包括的な経済連携協定あるいは自由

貿易協定についての我が国のスタンスをご紹介申し上げております。

９ページをごらんいただきたいと思います。９ページは「国際協力への取り組み」とい

うことで、これも例年ご紹介申し上げているところであります。ことしは国際協力の中で、

④のＷＴＯ農業交渉日本提案にもありますが、国際備蓄の枠組みの提案を紹介申し上げて

おります。それが⑤でございますけれども 「国際備蓄構想具体化の第一歩として、ＡＳＥ、

ＡＮ＋３の農林大臣会合において 『東アジアにおける米備蓄システムに関するスタディ』、

の実施を合意」したということをご紹介申し上げています。

10ページをごらんいただきたいと思います。第５節「ＷＴＯをめぐる動き」でございま

す。ＷＴＯに関しましては、皆様もご案内のように （２）の①にありますが、昨年11月の、

カタールのドーハにおける第４回ＷＴＯ閣僚会議において新ラウンドが立ち上げられたわ

けであります。農業交渉につきましては、その新ラウンドの一部として他の分野とともに

一括して合意されるべきものと位置づけられたところでありました。今後の交渉につきま

しては、右側の表－７にございます内容で我が国は交渉に臨むことになっていくわけであ

ります。

この点について平易に解説をしていきたいと考えておりますけれども、あわせて白書本

体でいきますと99ページのところに、十分に留意すべき点は我が国の提案に対する各国の

反応であります。とりわけ、４行目から５行目にございますけれども、ケアンズ諸国や米

国等からは、我が国の提案に対しまして、助成・保護の削減という農業協定の長期目標に

逆行する極めて保護主義的な内容であるとの厳しい批判があるところでありまして、交渉

そのものは楽観を許さない状況にあると認識すべきだと考えられます。

あわせまして、新しいラウンドが立ち上がったということもありますので、これまでの

歴史的な経緯をとりまとめております。白書本体でいいますと 104ページ以降でありまし



て、参考年表という形での「農業をめぐる国際交渉等の経緯」をまとめております。

また参考資料の１に戻っていただきまして11ページ、第Ⅱ章「構造改革を通じた農業の

持続的な発展」についてであります。農業の構造改革の問題につきましては、ある意味で

は表－８に尽きる部分があるわけでありまして、この表－８に示されていますように、米

が他の作目に比べまして主業農家の比率が極めて低いという構造になっている。これをど

うしていくのかというのが構造政策としての重要な課題になってくるということでありま

す。

12ページをごらんいただきたいのですが、いずれにしても農業を経営している主体をど

のようにとらえていくかということになってくるわけでありますけれども、多様な存在が

あるわけであります。

まず、ことしの場合、特徴的な点としましては、ウの「新規就農者の動向」のところで、

非農家出身の就農者が増加傾向にある。これはこのところの傾向なのでありますけれども、

とりわけ着目しておりますのが「農業法人への就職就農等多様化する就農経路に応じたき

め細かな支援等の対応が重要」であるということで、法人という形を通じて、法人に就職

をして、それから就農する、こういうところを重要な経路と考えていく必要があるのでは

ないかということであります。

それから、エが「効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保」についてでありまして、

「認定農業者の実態」だとか「農業経営の法人化の推進 。これは昨年も分析をしていると」

ころでありますけれども、ことしはさらに③の「大規模経営－効率的かつ安定的な経営体

の一例として－」ということで分析を行っております。図－21にありますように、大規模

階層は、平均的な階層に比べまして、生産性であれ収益性であれ、いずれも上回っている

という実態にあるわけであります。

ただ、13ページの２）に書きましたけれども、逆に大規模経営は小規模経営に比べます

と農家総所得に占める農業所得の依存度が高いわけでありますので、その分、最近農産物

価格の変動がかなり過度に振れているということもあって、農業所得の増減が農家総所得

に直接的に響いてくるという状況になっています。このことが特に規模の大きな階層をし

て経営意欲を著しく減退させているのではないかということが懸念されるわけであります。

そういったことを背景に、３）にございますようなセーフティネットを整備していく必

要があるのではないかと考えている次第であります。

オは「地域農業を支える多様な担い手」ということで、①「農業サービス事業体 、②」



「第３セクター」について昨年同様紹介をしておりますけれども、あわせまして③「集落

営農」についても分析を行っているところであります。

集落営農につきましては、多様な形態をとっておりますけれども、そこにありますよう

に「効率的土地利用等の実現に資する手法であるが、一体的な経営を行うものは少なく、

組織としての継続性の確保が重要。経営を確立していくうえで、農業法人の設立を進める

ことも重要」ではないかということで、その事例として「有限会社化により積極的な経営

展開を図る集落営農組織」ということで、島根県の頓原町の法人を紹介しているところで

あります。

それから 「女性農業者の参画の高まり」ということで、とりわけ起業活動の面で女性の、

活動が重要になっておりますので、そういった点については岩手県遠野市の事例を紹介し

ているところであります。

14ページをごらんいただきたいと思います。農地の関係であります。農地は経年的に減

少傾向が続いておりますけれども、最近の減少要因の主たるものは耕作放棄であるという

ことが①に記載されております。②に、その耕作放棄を防止する１つの手段としての大規

模層への農地利用の集積ということが重要な課題になってくるわけでありますが、規模の

大きい階層の経営意欲といいましょうか、規模拡大意欲がかなり低下しているのではない

かと懸念される状況にありますことから、こういった面からも各般の施策の集中化という

ことが重要になってくると考えられる次第であります。

15ページをごらんいただきたいと思います。15ページは、第２節「農産物需給の動向」

ということでございます （１）は「最近の農業生産の動向」ということで、図－26をごら。

んいただきたいと思います。これはことし載せてみたものなのですが 「農業の交易条件指、

数の推移」というグラフであります。毎年、農産物価格指数は対前年どうであったかとい

うことと農業生産資材価格指数は対前年どうだったかということ、それを記述した上で交

易条件指数は対前年悪化しましたということを淡々と書いていたのですが、どうも毎年毎

年交易条件指数が悪化しているということがこの数年続いておりますので、タイムシリー

ズでちょっとみた方がいいのではないかなということで、ことしはグラフに落としてみた

ものであります。

白書の本体 176ページをごらんいただきたいと思います。 176ページの真ん中より下あ

たりに「平成12年における農業の交易条件は悪化した」と書いてあるのですが、さらにそ

の下に「生産資材価格の引下げには、高い市場占有率を有する農協系統の経費低減等が重



要である」ということが書いてあります。つまり農産物価格指数の方は、需給要因といい

ましょうか、価格メカニズムによって価格が変動しているのに対して、農業生産資材価格

の方は必ずしも価格が変動していない構造になっているのではないかと思われるというこ

とであります。そういったものを 176ページから 178ページにかけて分析をしているとこ

ろであります。

また参考資料１に戻っていただきまして、15ページ （２）が「水田を中心とした土地利、

用型農業等の活性化」であります。お米につきましては、表－10にありますような米政策

の見直しに取り組んでいるところであります。

16ページ、イ「需要に対応した麦・大豆の生産 、あるいは（３ 「園芸及び畜産の動」 ）

向 、ア「野菜及び果実の国内生産の拡大に向けて」ということで、野菜につきましては構」

造改革という観点からの対策を紹介申し上げ、事例といたしまして、これは群馬県のＪＡ

甘楽富岡の取り組みを紹介しているところであります。

17ページは「耕畜連携等を通じた畜産の発展」ということで、第Ⅰ章のＢＳＥの発生に

伴う対応策というのはどちらかといえば消費者向けの対策というのでしょうか、食の安全

性という観点からの対応が中心でありまして、こちらは農業経営あるいは畜産経営の安定

化といった観点からの対策を基本的には記述していくということになります。

18ページ、第３節「農業技術の開発・普及の推進」であります （１）はバイオテクノロ。

ジーのことを書いてございますけれども、この点につきましては堀江委員から「バイテク

もいいけれども、地に着いた技術開発も書くべきではないか」というご指摘もございまし

たことを踏まえまして （２）の「農業生産の現場を支える技術の開発・普及」ということ、

で、特に小麦の新品種の育成・栽培技術の開発を体系的にご紹介申し上げております。

特に国の試験研究機関が取り組んでいるということは、ある意味では当たり前といえば

当たり前なのですけれども、②にあります「都道府県や民間企業等が開発・普及した技術

が果たした役割も大」ということです。白書本体でいいますと 215ページのところに「技

術の開発・普及に向けて、関係者が一体となった取り組みが始まっている」ということで、

４行目のところで「小麦の品種開発を例にみると」ということで 「群馬県は、実需者であ、

る地元製粉メーカー等のきめ細かな協力のもと、平成８年にめん用小麦品種『つるぴか

り』を育成した」ということをご紹介申し上げ、さらに次のパラグラフでありますが 「ホ、

クレン農業協同組合連合会が12年に育成した春まきの小麦品種『春よ恋』は、製パン適性

に優れており、食料品の国産指向の高まりを背景に、同品種の需要は旺盛で、上記の入札



においても」云々ということで、民間といいましょうか、都道府県のサイドでの品種開発

への貢献も大なるものがあるということを紹介申し上げています。

参考資料１に戻っていただきまして、19ページであります。第Ⅲ章の「農村と都市との

共生・対流による循環型社会の実現 、その第１節が「農業の自然循環機能の維持増進」で」

あります （１）が「地球環境と農業」ということで、表－11にご紹介申し上げましたよう。

に 「世界の農業または食料安全保障への地球温暖化の影響」ということで、2100年への地、

球温暖化の影響が農業ないし食料生産にどう影響するのかを農林水産省としてとりまとめ

たものであります。そういう形で少なからぬ影響があるわけであります。

左側の（１）の②にご紹介申し上げましたけれども、今後の農業生産あるいは農業政策

を考えていく場合、２つの大きな条約がいろいろな意味で影響を及ぼす可能性があります。

１つが「気候変動枠組条約」であり、もう１つが「生物多様性条約」であります。前者が

「京都議定書」という形につながっていきまして、後者が「バイオセイフティに関するカ

ルタヘナ議定書」というもので、いずれも我が国がことし条約なり関連する国内法を制定

していく必要のあるものであります。

（２）が「食品や農業生産に由来する廃棄物の循環利用システムの構築」ということで、

食品廃棄物のリサイクルへの取り組みということで図－34でありますけれども、これは私

たち農林水産省の職員食堂における食品リサイクルを、まず隗より始めよということで取

り組んでいるものであります。

20ページをごらんいただきたいと思います。③が家畜排せつ物なり食品廃棄物のバイオ

マス資源への活用についてであります。肥料、飼料等への活用のほかにエネルギー源とし

ての利用が期待されているわけでありまして、こういった側面から事例という形で「大規

模酪農経営が取り組むバイオマス発電」を紹介いたしているところであります。

（３）に「農業の自然循環機能を活用した生産方式の定着・普及」ということで、いわ

ゆるエコファーマーというものを紹介申し上げているところであります。

21ページをごらんいただきたいと思います。第２節「農業の有する多面的機能の発揮」

ということで、こちらは②にございますように、昨年11月、日本学術会議が農林水産省に

対して行いました農業及び森林の多面的な機能の評価に関しての諮問に対する答申、これ

を解説する部分でございます。とりわけ多面的機能の中の１つの機能として「情操かん養

機能」というものがございます。

これにつきましては （３）で「農業の情操かん養機能等を活用した子ども達の農業体験、



・農業体験学習」というものを取り出しておるところであります。右側のコラムというと

ころで 「緑がいっぱい自然の学校」ということで、これは昨年も取り上げたのですが、東、

京都武蔵野市のセカンドスクールという活動がございますけれども、そのセカンドスクー

ルに参加した子供たちの感想文を紹介しているところであります。

22ページをごらんいただきたいと思います。農村の現状についてであります。農村の現

状について、これまで国土総合開発だとか、いろいろな計画を策定し、それを実施してき

たわけでありますけれども （１）の②にございますように、結果的にみれば地域間格差な、

り東京一極集中等の国土発展の不均衡の是正が図られなかったということがみてとれるわ

けでありまして、白書の本文でいいますと 265ページになります。

265ページは （１）の「我が国の経済発展と農村と都市の関係の変化 、小見出しは、 」

「農村は人、土地等の供給を通じて我が国の経済成長を支えた」というところであります。

真ん中あたりのパラグラフに「このように、我が国は高度成長期を通じて、農林業部門の

就業人口の第二次、第三次産業への移動と農地の農外用途への転用等を基礎に、世界に例

をみない経済成長を遂げたが、その一方で 『農村の過疎』と『都市の過密』という問題を、

内包することとなった」と 「その後」ということでいろいろ記述しておりまして、最後の。

４行ぐらいでしょうか 「また、このような地域間格差や、東京一極集中等の国土発展の不、

均衡の是正に向けては、これまで累次の全国総合開発計画において、その時代に即した対

応方向が示されてきたところであるが、経済的・社会的な状況から諸課題の改善には至っ

ていない」という認識に立脚をいたしております。

参考資料１の22ページに戻っていただきまして （２）の「農村社会の変容」ということ、

であります。この部分につきましては昨年も同様に分析をいたしておりまして、集落機能

の低下といったようなこと、あるいは集落機能の維持が困難となってきたということもあ

って、その再編を行っていく必要があるのではないかといった指摘を行っております。

。 。23ページをごらんいただきたいと思います 「中山間地域の現状と課題」でございます

中山間地域につきましては、中山間地域等直接支払制度が始まったところでありまして、

その活動の実績がなかなかまだ集積をされていない中でありますけれども、幾つかの特筆

すべき事例がみられるようになったところであります。事例という形で、１つは山口県の

「中山間地域の土地資源を守るレンタカウ」というもの、もう１つは岩手県宮守村の「直

接支払制度を活用して、集落一農場を推進」というものを紹介しています。

24ページでありますが、第４節「循環型社会の実現に向けた農村の総合的な振興」につ



いてであります。先ほどの農村の現状のところで認識を披瀝したわけでありますけれども、

それを前提とした上でということになりますが、そこにございますように「我が国の経済

発展で生じた長時間通勤等による都市住民への過重な負担や農村での生活環境施設の整備

の立遅れ等『20世紀の負の遺産』の解決のため 、そこに書いてあるような「環境と調和し」

た循環型社会の実現を図ることが目標」であるということが農村の総合的振興の目標にな

ってまいります。ここのところは 285ページがその本文になるわけでありますけれども、

後でごらんになっていただければと思います。

24ページの（１）に「農村活性化の必要性」ということで、都市と農村との交流が必要

であるということをここでは説明をいたしております。

（２）に「都市住民の農村への関心の高まり」ということで、都市サイドも農村に対し

ての関心が高まっているということをいろいろな調査を通じて分析をしております。

25ページをごらんいただいて、さはさりながらということで （３）に「新たなむらづく、

りに向けた課題と解決方向 、①の「開かれた農村社会づくり」ということであります。つ」

まり「農村への定住を進めるため、就業機会等の確保とあわせて人間関係に対する不満を

あげる都市住民もあり、旧来の習慣等を見直し参入しやすい条件整備が必要」であると。

外から入りにくいという実態があるのではないかという指摘をしています。

農村社会基盤の整備ということに加えまして、③に「高齢化への対応」というものを取

り上げています。ここは白書本体でいいますと 294ページのウ「高齢化への対応」という

ところであります。小見出しは「農村は高齢者が生涯現役で活きいき生活できる場であ

る」というコンセプトでとらえるべきではないかという紹介をしています。

296ページの下から10行目あたりぐらいになるのでしょうか 「今後は」というところで、

始まるところですけれども 「今後は、加齢や病気によって心身状況が変化しても支障を感、

じることなく暮らせるよう、公共施設等のバリアフリー化や人々が気持ちよく活動できる

ように、あらかじめ生活環境等を計画しておくユニバーサルデザインの導入等に留意する

ことが必要である。我が国の平均に先んじて高齢化が進行する農村において、高齢者が長

年培った知識や経験や豊かな能力を活かし、生涯現役として活きいきと活躍できる環境づ

くりの取組みは、今後、高齢化社会を迎える我が国全体の生活環境施設の整備のあり方を

考える上でも貴重な経験であり、国民全体の課題として取り組むことが重要である 。つま」

り農村開発というのは農村のための開発ではないのではないかということをここで強調し

ているということであります。



」 、25ページに戻っていただきまして、④が「農村における産業の振興 。そうはいっても

やはり所得が得られないと住んでいられないわけであります。そういった中で、農村にお

ける産業として、相対的に資源が豊かである農地とか林地に着目をしなければならないわ

けでありますが、交流という側面からみますと「直売」みたいなものに着目をしていく必

要があるのではないかという点と、地元の雇用促進という観点に立てば複合的なアグリビ

ジネスの展開ということが何よりも重要ではないかということであります。この「直売」

という機能を担っていく装置として、右側の事例に紹介しておりますけれども 「道の駅 、、 」

これは国土交通省が行っておられる事業でありますが、この「道の駅」がかなり有効に機

能しているということがいえるかと思います。

⑤が「農村における情報基盤の整備」でありまして、右側の事例でも紹介しております

けれども、とりわけ遠隔医療といったような医療面での機能を発揮する上で重要ではない

かと考えられるものであります。

それから 「自然との共生」という側面でありますけれども、これはハードの事業の実施、

において環境面への配慮といったものを重視していく必要があるのではないかということ

を紹介するものであります。

26ページをごらんいただきたいと思います 「農村と都市との交流の具体的な取組み」と。

いうことで、グリーン・ツーリズムとか、そういったことを例年と同様ご紹介申し上げて

おりますけれども、ことしは特にそうしたことに加え、右側の「多様な形態での共生・対

流の取組み」というものでご紹介申し上げております。

とりわけ、②の「ワーキングホリデー」という、都市住民が休暇を利用して農作業のボ

ランティアを行うといったようなもの、③の「都市農村交流型オーナー制度」ということ

で、これは奈良県の明日香村等で行われている棚田のオーナー制度であります。それから、

京都府の綾部市等でやっております「里山文化活動」といったような形のものであります。

この②から⑤のものは、いずれもＮＰＯによるコーディネートが極めて有効に作用して

いるものでありますので、今後、農村地域政策を考えていく上ではＮＰＯとの関係をどの

ように連携を図っていくのかということが重要になってくるわけであります。

⑥の「ボラバイト」というのは「ボランティア・アルバイト」の造語でありますけれど

も 「報酬」より「体験」を求めて、都会の若者がボランティア感覚で農家等の仕事を手伝、

うというものであります。

⑦は「福祉農園の開設」ということで、これは園芸セラピーという形である一分野をな



しておりますけれども、農作業により障害者等の機能回復を図る園芸療法の場を開設して

いる事例であります。

それから、⑧「都市農業」として、ことしは横浜市の舞岡地区を紹介を申し上げており

ます。まさに都市と農村との共生・対流のありようは極めて多様な形をとってきていると

いうことでございます。

以上が動向編の説明になるわけであります。

続きまして、資料１をごらんいただきたいと思います。資料１が「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）のポイントであります。そこに書いてござい」

ますけれども、この「講じようとする施策」というのは、食料・農業・農村基本法の14条

第２項、第３項に基づきまして、動向編としてとりまとめられました「食料・農業・農村

の動向」を考慮しつつ、食料・農業・農村政策審議会の審議を経てとりまとめの上、国会

に報告されるものであります。

具体的内容といたしましては、14年度の予算案と今国会提出予定法案等を「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）の構成、この構成は前回、当施策部」

会、平成13年10月18日にご議論をしていただきましてご了承いただいたものをベースに編

成をしたものでございます。中身につきましては、そういう意味で説明は省略をさせてい

ただきます。

私からの説明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。

以上の事務局からの説明及び資料につきまして、ご質問、ご意見をお願いいたします。

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

どなたからでもどうぞ。

○中村専門委員 １点だけ、白書の方であります。見落としかもわかりませんが、新し

い農業者年金制度が、１月１日発足をして加入促進が始まっております。旧制度の果たし

た役割と、他の年金に先行して新しい制度で始まっていますので 「講じようとする施策」、

の中には入っておりますけれども、動行編にもうちょっと書き込みしていただきたいなと

思います。

○武本企画評価課長 去年の白書のときに法律改正がありましたので、かなり重点的に

去年の段階ではご紹介申し上げているということだったのです。

○中村専門委員 新制度をもう少し書いてもらっては……。



○武本企画評価課長 わかりました。検討させてください。

○甲斐部会長 山田陽子委員。

○山田（陽）委員 平成14年度の施策についてお願いしたいことがあります。大きく分

けますと２点ありまして、１つが表示の見直しを含めた規制の評価をしてほしいというこ

とと、もう１点が消費者教育です。平成14年度の中身をみましたときに「消費者教育」と

いう文字が一つも出てこないのでちょっとがっかりしたのですけれども、この最初の表示

の見直しを含めた規制の強化ということと消費者教育ということを連動してやっていただ

かないと効果がないんですね。

私たち消費者にとっては、食品に限らないのですけれども、商品を購入するときという

のは本当にわずかな表示しかないわけです。その表示がさまざま不当なことが行われてい

ます。平成10年に豆腐の品質と消費者の購買調査というのを消費者の有志10名ほどでやっ

たことがあります。そのときに、私はずっと食品の表示ということに仕事でもかかわって

おりましたしプライベートでもかかわっておりましたので、特にその辺について消費者が

一体表示をどういった観点でみるのだろうか、またどの程度信用しているのだろうかとい

うことで、 332名の方にアンケートをしていただきました。その集計は、実は会長がいら

っしゃる日本女子大の家政学部のご協力をいただいたのですけれども、その中でまず表示

をみる第１番が鮮度で、製造年月日もしくは期限表示です。

見直しをしてほしいというのは、この期限表示が現在、賞味期限と品質表示期限という

２つのとらえ方をされています。これが決まったとき、約10年前でしたか、私は勉強会に

行ったときに、品質保持期限と賞味期限とそれぞれかかわる省庁が違うために、内容が同

じなのに別な使われ方をするのは消費者にとっては不都合だということを申し上げている

のです。そのときに「３年をめどにして３年後ぐらいに一本化する」という説明を聞いて

いるのですが、３年たっても５年たっても一向に改善されない。全く同じことなのに使わ

れ方が違うために、今現在でも消費者の中で品質保持期限と賞味期限を勘違いしている方

がいらっしゃるのです。

そのときの豆腐の調査で、表示をどの程度信じているか。これは一括表示ではなくて、

例えば国産大豆使用とか有機大豆使用とかという結果が、20代の方はかなり高いのですけ

れども、特に40代、50代という層はほとんどの方が信用していないのです。信用していな

いのは、過去にさまざまな不当表示の経験をしているから信用できないということがある

のです。例えば13年度の白書でもさっきありましたが、今回の牛肉の表示が違ったために



すごく消費者がびっくりしてしまって表示に対して一歩引いてしまっているような書き方

をされていますけれども、決してそうではなくて、それまでにもおかしいおかしいと思っ

ている経験とか何かはたくさんあるわけですね。ところが、それをどこに訴えていいかわ

からない、食品の表示の中にもさまざまな省庁の違いがあるために、どこにいっていいか

わからないということであきらめてしまっている。そういう不信感が積もり積もって、今

度の事件があったときに「ああ、やっぱり」ということになったのだろうと思うのです。

食品の表示について、たまたま２月24日の日経新聞に「水産物表示の裏側」ということ

で 「牛肉だけじゃない商品の怪」ということで書かれていました。これは、青森の十三湖、

のシジミがさまざまなところで十三湖のシジミではないのにあたかも十三湖のように書か

れているということが切り口のものなのです。私は記事を読んだだけでこれを 100％信じ

るわけにはいかないので、私も実際に10店舗ほど百貨店からスーパーからシジミをみてみ

ましたところ、どう考えても十三湖のシジミという割には値段が安過ぎたり不当だろうな

と思うのが大半なのです。

これを書きました新聞記者にどうなんだろうかと聞いてみましたら、実はこの記事は初

めて書いたわけではなくて、98年10月と2000年７月にもこのシジミに関しての調査をして

いるのです。その中で私が驚いたのが 「2000年７月にＪＡＳ法の改正に伴って原産地表示、

をすることになった。この改正に合わせ、農水省は今年度 、ここら辺がちょっと薄くてわ」

からないのですけれども 「２億もしくは１億 1,400万円の予算を計上、例えば漁協がシジ、

ミのパックに中国産などのシールを張る機械を購入する際には半額を補助する」と書かれ

ているのです。半額を補助したにもかかわらず不正な表示がされていることは、何か行政

がお金を出して不正表示を促しているような印象を私はもちました。

それはなぜかといったら、当然ふだんから表示のチェックがされていないということな

のです。表示のチェックがされないという裏側には、表示をする人たちの人手が足りない

のではないかということと、消費者がどれだけ表示を頼っているかという意識の差がある

だろうと思うのです。そのためにも表示というのが本当に消費者のためにあるのだという

ことをもう一度よくわかった上で、本当に表示が消費者にとってわかりやすいものなのだ

ろうか、正しくなされているのだろうかということを含めて、できれば表示の見直しと規

制の強化をしていただきたいと思います。

もう一点の消費者教育なのですけれども、先ほど申し上げましたように、品質保持期限

とか賞味期限が正しいということがわからないということ、それから製造年月日が 良



心的なところは併記していますけれども ないために、どれだけになったらまだ食べら

れるのだろうかと。多くのメーカーは、やはりこれも何年か前に調査した結果では、６掛

けか７掛けで期限表示を設定しているのです。そこら辺のところを理解していないために

捨ててしまう。先ほども食品ロスの話がありましたけれども、この辺のところでも正しく

伝わるためにぜひ消費者教育の充実をしてほしいと思います。

消費者教育ができたならば、同じように食品表示ウオッチャーということが出ていまし

たけれども、こんなものは要らないだろうと思うのです。新聞によりますと 700人という

ものが出ています。この 700人の根拠がどこから出てきたかわかりませんが、現実に日本

で普通の消費者が食品の表示をチェックしている人は 700人より多いと私は思います。そ

れは、毎年行われます神戸会議とか、国民生活センターが主催している会議の中でも必ず

表示についての発表はあるのです。その中でも、食品というのは毎日毎日食べなくてはい

けないものですから、私自身もいつもそういった表示の発表を参考にしているのですけれ

ども、小さいところでは市町村レベルで小さな消費者の会というところでありますので、

700名のウオッチャーは、むだではないですけれども、 700名のウオッチャーを募集する

前に消費者教育の充実をしてほしいと思います。

それから、先ほどもちょっと触れましたけれども、行政の一本化ということが新聞に書

かれていましたが、私はどうしてもこれは必要なものだと思います。

食品に関しては、私は４年ほど前にＦＤＡに行って話を伺ったことがあるのですが、Ｆ

ＤＡでは当時 800番ということで電話の対応とインターネットの対応で、それでもまだま

だ足りないので、当時15万ドルの予算をつけて電話の対応時間も延長するし、十分に対応

するということ。それから、表示についても消費者が十分に理解できないので、あわせて

消費者教育をするということをおっしゃっていましたけれども、私は同じように、ここの

省庁でこれだけやって、こっちの省庁でということではなくて、食生活指針のように１つ

のところですべてを賄えるといったことが必要だろうと思います。そのためにも食品表示

110番というのはとてもありがたいものだと思いますが、これが一過性に終わってしまう

のではなくて、継続して、何か食品表示についてわからないことがあったら、いつでもど

こでも安心してここに聞いたら答えが得られるというふうにしていただければと思います。

最後に、幾らわかりやすい表示があったとしても、視覚障害者には全くみることができ

ないわけです。この白書の中に牛乳の切り欠きということに触れていますけれども、私は

この牛乳の切り欠きを最初にやりましたときに、その表示がわからないということで何と



かしなくてはと思いまして始めましたが、ただ切り欠きだけでは当然不十分なわけです。

それを解決できるものがないだろうかと思いましたら、実はあったのです。それは何か

といいますと、先週話を聞きに伺ってきたのですが、つくばにあります食品総合研究所の

杉山さんという方が室長で始めているシステムで、インターネットによる農産物認証シス

テムなのです。これは現在一部運用されているというお話でしたけれども、食品にある番

号をインターネットでみると、すべてその食品についての情報がある。これもトレーサビ

リティの１つだろうと思うのですけれども、これのいいなと思ったところは、インターネ

ットだけではなくて、例えば携帯電話とかファクスの対応ができるのです。ファクスの対

応ができるということは聴覚障害者にもできます。話をしていてすばらしいなと思ったの

が、決してこれが硬直的ではなくて、フレキシブルに、もっといろいろな対応にどんどん

取り組んでいかれると。

特に視覚障害者は、店頭で買い物をするときは大体すいている時間を見計らって、迷惑

にならないように、本当はいろいろなことを聞きたいのだけれども、例えば自分が欲しい

牛乳とかホウレンソウとかお肉といったことだけをいって商品を購入しているのです。と

ころが、これができたら家庭にいてチェックをすることができますし、１人で自分でスー

パーに行って、ホウレンソウが３種類あったら、それぞれの３種類をスキャンして、こっ

ちのホウレンソウは有機なんだとか、こっちのホウレンソウは安いんだけれども外国のだ

とか、そういう情報が１人でとれる。これはとてもすばらしいことだと思うのです。

さらに、もっと視覚障害者の不便さというのは、商品のリピートができないということ

なのです。きょう買った牛乳がすごくおいしかったと思っても、次に行ったときにこの間

買った牛乳がよかったというのがいえないのです。ところが、このシステムができました

ら印字をしてとっておくこともできますし、また今スーパーではサービスカウンターが充

実していますので、そこでこの間買ったときのというので対応してもらったらいいのでは

ないか。ぜひこのすばらしいインターネットによる農産物認証システムをもっともっと積

極的に活用して充実していただけたらと思います。

以上です。

○甲斐部会長 ほかにございませんでしょうか。どうぞ。

○田中委員 簡潔明瞭に話します。最近感じている点を１分程度と、あとは個別の件で

５つぐらい話します。

最近は農業というものはマスコミでほとんど毎日放送されて、世の中のすべての十字架



を背負っているような状態でございます。それでお互いの不信感が積もり、大変でござい

ます。農水省のテーマである消費者との距離がかなり離れています。ということは、平成

14年度は農林水産省の正念場ではないかと私は思っています。

そのような中にありながら、私はいろいろな場を通じて、生産者、農業関連団体の人と

お話をしています。しかし、そのような中において、そのような状態であるのにもかかわ

らず、すべて他人のせいにして「大変だ、大変だ」とか「国が何とかしてくれる 「国が」、

見捨てないだろう」と。私からいわせますと、そのように全く危機感がないというのが現

状ではないかと深く感じております。ですから、消費者の普及・啓発も大事なのですけれ

ども、農業関連団体への普及・啓発はもっと大事だと私は思います。

それから、行政におきましても、国・県すべてそうなのですけれども、農業を元気にす

るエンジンがないのです。だから平成14年度、これからの農政は全体を網羅するというこ

とは大切なのですけれども、総花的でなくて、どのようなエンジンを使ってどのようなエ

ネルギーを使うのかということが一番大事だと私は思います。

あとは詳細な方ですけれども、３ページです。３ページのキの部分 「新規就農の促進」、

とありますけれども、今、高齢化とか後継者問題とか耕作放棄ということで、農水省がい

ろいろな支援をしています。しかし、どのような支援をやったとしても、現実は農業をす

る人がいないのです。できる人がいないということが事実でございます。

提案としては、今は失業者が 300万人、 500万人に上っています。地方のハローワーク

でさえ、 2,000人、 3,000人が行っています。だから、そのような状態において、する人

がいないのですから、すべての施策ということでそうなのですけれども、より以上農業を

イメージアップをさせながら手厚く支援してシステム化することによって、ある程度の解

決の方向にはまだできるのではないかということでもって、後継者問題は私はかなめだと

思います。ということで、右手の方には対策費としての予算計上されています。新規就農

者対策費が１億、研修教育設備事業21億、コミュニティー施設はたくさんあります。さら

に総合整備事業が数百億あります。このうちの１割でも５％でもそのような新規就農者の

促進事業に使えば、農業はかなり構造改革が可能だと私は思っています。

それから、５ページなのですけれども、農水省のこのような報告書にワークショップ、

ボランティアという項目を初めてみました。今すべての法律が改正されて、環境、住民参

加とあります。しかし、そのような計画をするコンサルは、今までの事業説明だけでなく

て住民参加の手法がわかっていないものですから、自分の技術に対しても自信がなくなっ



ています。行政の方でもどうしたらいいかわからない。だから、せっかくこのようにして

法律改正してまでも住民参加といったとしても、やはり皆さんどうしたらいいかわかりま

せん。だから、そこでもって新規の事業として住民参加の支援事業とか、そのようなソフ

トの事業をもう少し展開してもらえばいいかと思います。

最後は10ページなのですけれども、私がふだんから感じている点として、国内生産物を

どのようにしたら輸入野菜に対抗できるかということでございます。このような報告書を

読みますと、輸入野菜に対抗するためには生産コストを低減しながら低コストとうたって

います。しかし、このようにして国産の消費拡大を図るためには、新鮮、安全、安心とい

うことが最も大切な部分で、それが消費者と生産者の距離を一番縮めるものです。だから、

私の結論としますと、もう価格競争の時代は終わったということをある程度認識をして方

向づけを決定しなければだめだと思います。

もう１つなのですけれども、全体をみますと平成17年の広域合併におきまして広域連携

とあります。全体からみますと、交通、医療等には地方分権における連携とありますけれ

ども、肝心な農業施策にはその広域合併を踏まえた連携ということがないようです。その

辺はどのようにお考えなのか、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。

以上で終わります。

○甲斐部会長 では最後の件、いかがでしょうか。 お考えおきき願うということで、

次の方。

恐縮ですけれども、全員にご発言いただきたいと思いますので、簡潔にお願いします。

ちょっと私の司会がまずくてすみません。 稲田さん、どうぞ。

○稲田委員 新規就農者の件ですけれども、農業法人さんに耕作放棄地を集中して新規

就農者の雇用の促進に努めるというようなことが出ておりますので、こういったことは非

常に有効だと私は思います。

それと「平成14年度において講じようとする施策 （案）に関してですが、米政策、ＢＳ」

Ｅ、そこら辺を全部ひっくるめて耕畜連携というものをもっと打ち出してもいいのではな

いかという気がいたします。ホールクロップサイレージといって、稲を全部丸ごと発酵さ

せて飼料にするというものは牛にとっても非常に有効で、よく食べてくれるし栄養価も高

い、また農家にとっても既存の機械、水田、今までつくってきた米づくりの技術がそのま

ま使えるという非常にいい利点もございますので、そういったものをもっと広く取り入れ

て前に打ち出してきてもいいのではないかと思います。それによって、えさの素性がはっ



きりしていますし、国産のものである、また非常にいいえさを使っている牛乳とかお肉が

供給できるということは非常にプラスになると私は考えます。

また、そういった田んぼにおいて有機物を一たん全部牛のえさとして使いますので、家

畜排せつ物を還元してやって有機性肥料に富んだ土でお米をつくる。そういった輪作体制

ができればお米の価値も非常に上がるということで、そこら辺のホールクロップサイレー

ジの導入 白書には出ておりますけれども、もっと進めていけば自給率、安全性も非常

に高まるのではないかと考えます。

以上です。

○山田（俊）委員 第１点は、白書におきまして食の問題から入られたことについては、

一番関心が高いわけでもありますし、大変的確であると思います。ただ、それと関連しま

してＢＳＥについて触れてあるわけでありますが、国内資源を活用した耕畜連携の新しい

畜産への転換といいますか、そういう方向をもう少し第Ⅰ章のところで意欲的に盛り込ん

でいただいてはどうかと思います。もちろん本文の後半の部分でこの点は盛り込まれてお

りますが、ＢＳＥと関連して輸入飼料に依存し過ぎた問題の指摘があっていいと思います。

２点目は、今回の白書でかなりページも割いて、食品廃棄物の循環利用のシステムない

しは廃プラの扱い等の問題につきましてもかなり盛り込んでおられます。これは「講じよ

うとする施策」とも関連しまして大変重要でありますので、そういう面ではもっとやりま

しょうということを申し上げたいと思います。

３点目は、食と農の距離の拡大という観点で白書で問題整理されておりますが、これも

大変的確なご指摘だと思います。ところが、具体的な施策と関連して出てくるのは、例え

ば米飯学校給食 2.8回ということでこの白書も整理していますが、間違いなく少ないわけ

です。米を主食とする国で５回のうち 2.8回というのはいかにも少ないわけでありまして、

ほかの国で学校給食をやっているところで、フランスでパン以外の御飯の給食をやります、

イタリアでパスタ以外でそばの給食をやります、そんなことはやりはしないわけです。そ

ういう面では主食である我が国のお米についての扱いの整理が必要だと思います。わざわ

ざ海外から入れた麦でパンをつくって学校給食やってますよという話ではないということ

で申し上げます。

学童農園と農業体験学習について、コラムの扱いも含めておっしゃっているのは大変評

価できますし、地産地消の取り組みについてもさらに強化していきましょうということと

の関連で、食と農の距離の拡大について大変正しい指摘だと思います。



４点目は、食品産業のことについて触れておられるわけでありまして、それはそれで必

要なのですが、食品産業の部分について、ある面では触れ方が不十分であると私は思って

おります。どういう観点かといいますと、食を果たして商売にしていいのかということで

ありますし、偽装肉の問題なんかはまさにそうなわけです。それから、スーパーの目玉商

品にして特売する牛乳なんかの安売り問題等につきましても、果たしてそれが食料を扱う

業界のモラルなのかどうなのかという点、いろいろあります。それらに関連して、隣の山

田委員から、消費者が賢くなる消費者教育の重要性が指摘されました。私のいっているこ

とと必ずしもうまく合うかどうかわかりませんけれども、食品産業のモラルのなさをきち

っと改善するための対策は、そういう面で必要だと思います。

５点目は、ＷＴＯ交渉との関連で「発展途上国の賛同を得た取り組み」と書いておられ

ます。白書に１行書くのは、それはそれで極めて簡単であります。しかし具体的にどうい

うことをやるのかと考えますと、これは物すごく大変なことでありまして、当然のこと、

さまざまなご検討があるかと思いますけれども、その裏に抱えております重要な問題、す

なわち輸入の多元化なんか図れるのか、アメリカ依存の輸入構造を変えられるのか、大変

重要な問題が控えておるはずでありますので、そこはよくよく整理いただいたらと思いま

す。

６点目は、経営政策の展開の具体化と関連しまして、農地の利用集積につきまして改め

て評価が必要だと思うのです。利用集積の政策評価が必要だと思っておりまして、比較的

進んでいる、しかしまだ不十分だという白書の整理だけになっているわけでありますけれ

ども、もっと突っ込んでそこは徹底しないと、すなわち推進主体のあり方も含めまして現

状で妥当かどうかということも含めて徹底して見直ししませんと、水田農業の構造改革の

必要性は高くうたってありますが、進まないと思います。

例えば認定農業者の件につきましても、集落営農や認定農業者のことも触れてあります

けれども、例えばそれと関連しまして集落営農の評価がないわけです。むしろ否定的な整

理になっていると私は思います。14年度の「講じようとする施策」の中での位置づけは比

較的高いのです。どうも白書の整理とそこが違うかなと思っておりまして、改めて農地の

利用集積というところにおきます集落営農の評価をもうちょっと考えてもらいたいと思い

ます。

もちろん、このことと関連しまして耕作放棄地の増大が触れてあります。優良農地の確

保はありますけれども、農地の利用計画の策定等についてほとんど触れられていないわけ



でありまして、どのように制度を活用しながら、さらに制度の検証見直しを行いながらや

るかということをやってもらいたいと思います。最近、建設資材の置き場や廃土、中古自

動車の置き場がふえているわけようにみうけられます。それらがここの耕作放棄地の数字

の中に入らないで、優良農地にそれがふえているという問題を指摘すべきだと思っており

ます。

７点目は、品質向上を伴わない生産の急増ということで、麦や大豆につきまして、需給

のミスマッチの拡大を強調し過ぎだと私はみております。背景にある問題は多々あるわけ

でありますけれども、もうちょっとこの扱いについて慎重かつ分析が必要だと思います。

否定はしないのですけれども、そのことだけ強調される強調の仕方については疑問なしと

はしません。

最後、例えば本文の 127ページ、基幹的農業従事者数ということを書いているわけです

ね。 330ページに解説があります。用語解説を的確にされているということについては評

価します。最近、主業農家という扱いがどんどん出ているわけですけれども、基幹的農業

従事者と主業農家、そこの相関なんかは一体どうなのか。統計上は扱い方が決まっている

ものですから身動きがつかないということなのかどうか、統計上の問題として検討できる

場所があれば検討していただきたいと思います。

特に主業農家は農業従事日数が60日以上となっているのです。あくまでイメージで物を

いいますけれども、今後、主業農家の対策をどんどんやっていこうというときに、他産業

に就業する就業者の所得ぐらいは経営所得安定対策で実現していこうじゃないかというと

きに、60日以上で他産業並みの所得の実現みたいな話は国民的理解が得られるのかどうか。

60日以上に理由があるということは私は承知していますけれども、しかし、もうちょっと

何か規定の仕方があるのではないか。本当に支えなければいかん担い手対策として物を考

えるときに、この数字はいかがかと思っておる次第であります。

いろいろいいましたが、以上です。

○甲斐部会長 斎藤委員。

○斎藤専門委員 今回の白書はよくできている。短時間のうちによくここまでまとめられ

たものだと思う。３点ほど申し上げたい。まず最初に「食」と「農」の距離ということに

大変ちょっと引っ掛かったところから申し上げると、この議論はやはりミスマッチの構造

は何か、提携の条件は何か、それがないと、すぐ消費サイドの問題そして政府の問題にな

っていくのは分かるけれど、危惧される問題としては、結果的に食品産業を見にくくする。



食品産業をよく見えるかたちにしていかないと、やはりミスマッチの構造は何なのか、提

携の条件は何なのかという議論をどこかに少し入れていただきたい。たとえば、先ほど麦

の話があったが、私はむしろミスマッチは増幅しており重要だと思っている。しかし、食

品企業でも、この間山崎パンは国産100％のパンを作った。企業努力を評価すべき。消費者

サイド、生産者サイドだけでなく、食品産業サイドの努力がないと提携の条件が見えてこ

ない。

それともう一つ、今の経済状態をどうみるか、つまり、川下主導の価格形成がかなり進

んでいる。さきほど、交易条件の話があった。生産資材をめぐる問題。これは、明らかに、

末端の価格競争の構造が決定的になっている。それがないと、安全性の問題についても、

それは供給サイドが非常に、無理したような価格形成状況があるので、やむを得ない事情

もなくはない。そういう状態で、そういう意味では価格形成機能をもう少し、かなり突っ

込んで議論する必要がある。白書にあるのは、いろんな要素がありますよと、ただそれだ

けの整理になっているような感じがする。

それと、これも大変重要な問題だが、やはり国内の流通システムやフードシステムにつ

いて考えていく場合に、画一的なものは、もはや考えられない。システム間競争を前提に

して、主体間の連携をどうするか、そういう意味では、いくつかのシステム、サブシステ

ムを念頭に置きながらフードシステムをどう経済主体間の関係のなかで、どう連携の条件

を作っていくのかということが重要な問題だと思っている。たとえば卸売市場を拠点にす

るような、そういう段階はもう終わったと思っている。すでに、それぞれの主体は効率性

を求めたり、あるいは新しい価値を求めたり、そういう状況にあり、その連携のしかたに

ついて、もうすこし、踏み込んだ言及があれば、と思う。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。ご協力いただきまして……。

○長谷川専門委員 長谷川でございます。４点ほどご指摘させていただきたいと思いま

す。

最初から今日的なテーマが取り上げられて、大変読みやすくなっているという印象をま

ずもちました。であるがゆえに、ＢＳＥの問題に対するこれからの対処は書いてあると思

うのですが、国民に少しでも安心を与えるように、これはある意味では大変書きにくいこ

とかもしれませんけれども、なぜこういった問題が起きたのか、それについてのことにも

触れておくと、読む方としてはなるほどなということで、今後のことについても安心でき

るのではないかなと。今起きている問題に対して対処は書いてあるのですけれども、なぜ



そうなったかということについて、大変書きにくい面もあろうかと思いますが、それにも

触れると読む方としてはより納得が高まるのではないかというのが第１点であります。

２点目はトレーサビリティの考え方。私は情報という分野を専門にしているので、これ

は大変有用ないい発想だと思うのです。同時に、ここでも書かれておりますけれども、最

も重要な点は、情報にはフローとストックというのがあるわけなのです。そういった意味

でどのように情報が絶えず変化していくかというフローの部分が追えるというのは大事な

のですが、その裏にはストックの情報がきちんとされていないと……。ここではデータベ

ースという形で書いてありますけれども、これがよほど信頼されて、同時にこれ自体も絶

えずいい意味でチェックしていかなければいけないわけですから、このデータベースをつ

くることに関しては、やはり行政としてきちっとした形で責任をもった形でつくっていか

ないと、これ自体が揺らいでしまうと検索する時点において間違った情報をとるというこ

とになります。大変重要なトレーサビリティという考え方だと思うのですが、同時にスト

ック情報、いわゆるデータベースというのでしょうか、コード化とかバーコードとかいろ

いろ書いてありますけれども、それについてはよほどかちっとした形で取り込まないと、

いろいろまた逆に問題が出てくるのではないかという点が２点目でございます。

３点目は、どのようにこれから我々が食をしていくのかということも分析されているの

ですが、裏を返せばこれからの食のライフスタイルがどうなっていくか。これは、一方で

は「国民生活白書」といった分野にも踏み込むところがあるかもしれませんけれども、要

するに我々のこれからの食生活がどのようになっていくのかといった中で、これからの食

料がどうあるべきかというのがもう少し全面的に出てもいいのではないかなという感じが

いたしました。いわゆる食のライフスタイルと呼んでいいと思います。

最後になります。私も東京と山形を行ったり来たりしているわけなのですが、山形にも

44市町村あって、農業の問題がいつも各地域で問題になっております。そこで私がいつも

思っていたことは、農業をやる人がいなくなるということは、裏を返せば今まで長い間日

本がもってきた農にまつわる文化がなくなってしまうということだろうと思います。さま

ざまな農にまつわる行事、そして伝統的な文化が今日の日本を形成してきた原点になって

いると思うのです。そういったことについては全く触れなくて この審議会ではそこま

で及ぶべきことではないんだというのであればそれでいいのですけれども、日本文化の源

流をなすものに必ず農業という非常に強いものがあったわけなのですが、それについては

いささかも触れられていなくて、都市と農村の交流だとかいろいろなことを書かれている。



これももちろん大事なのですが、我々日本人の原点である農業文化をどうしていくのか。

自給率だとか新しい株式会社的な形で農業生産はいくかもしれませんけれども、我々が何

千年と培ってきた農業文化、あるいは地域固有の農業文化、そういったことについて触れ

られていないのはどうなのだろうかという疑問を私はもっております。

以上であります。

○甲斐部会長 全員にお願いしたいのですが……。生源寺委員。

○生源寺委員 ちょっと中座をしておりましたので、あるいはもう既にご発言のあった

論点を指摘することになるかもしれませんけれども、参考資料２の本体の方に沿ってちょ

っと気になった点についてお話を申し上げたいと思います。

全体としては非常に丹念であり、かつ、いろいろなエピソードなり事例がちりばめられ

ていて、なかなか読みでのあるものになっていると思います。ただ、これはいずれ最終的

な整理の過程でそうなさるかと思いますけれども、ちょっと文章が長いとか少し読みにく

いところがあるかと思いますので、初見の者にとってもすっと頭に入っていくような形で

整理していただければありがたいと思っております。

もう既にかなりのボリュームになっていますので、余りあれもこれもという注文をつけ

るつもりはございませんけれども、ちょっと考えていただきたいなという点を２～３申し

上げます。

１つは、93ページに穀物の国際価格と食料援助の話がございます。これはこれでよく実

態をあらわしているかと思いますけれども、もし可能であれば、これに在庫の水準、パー

センテージも載っけるとさらに理解がしやすくなるのかなという気がしております。特に

最近に限っていいますと、価格は低いけれども在庫も低いという、ややこれまでにはなか

った状態になっておりまして、そのことと食料援助の最近の動向を結びつける議論はあり

得ると思いますので、もし可能であれば、せっかくこういうものをお出しになっているわ

けですから、そこまで触れていただいたらどうかなという気がいたします。

それから 112ページ 「構造改革を通じた農業の持続的な発展 、そもそも章のタイトル、 」

がこうなっているわけです。ちょっと私が気になっておりますのは、もう既にいろいろな

形で使われておりますけれども 「構造改革」という言葉の意味がかなり多義的といいます、

か、あるいは文脈に依存して少しずつ違っていたりすることがあるのではないかなという

気がしております。これは非常に広い意味合いをもつ言葉であるわけですけれども、同時

に農業施策の分野では伝統的に「構造改善」という言葉が使われてきておりまして、その



間で少し混乱が生じる可能性があると思っております。現に、私は「構造改善」のつもり

でお話をしていたら、相手の方はどうももう少し大きな市場メカニズムの貫徹というよう

な意味でおとりになって、それに構造改革という言葉を使っていたという形で、少し理解

にずれが出るような可能性があるかと思いますので、これだけ大きな概念ですと定義を過

不足なく述べるというのは大変難しいかもしれませんけれども、これまで使われていた

「構造改善」という言葉との違いなりをちょっと意識していただいた方がいいのかなとい

う気がいたします。

それから、 145ページであります。これは別に今年度のものでということではございま

せんけれども、ここにスケールメリットの発現の状況について、幾つかの代表的な作目を

取り上げて検討されているわけであります。これはこれで興味深い情報かと思いますが、

もう１つ、稲作の規模は作付面積でしょうか、それから肥育牛の規模は頭数、施設野菜が

作付延べ面積という形で、それぞれの尺度で規模がはかられているわけですけれども、こ

れを相互に比較できるような工夫を一度なさってみてはどうかということであります。

私の目の子算でいいますと、ここには出ておりませんけれども、酪農の搾乳牛１頭が水

稲でいうと 0.5ヘクタールぐらいだと思います。これは付加価値という物差しではかると

大体こんな形になります。したがって、30頭規模の酪農ですと、稲作だと15ヘクタール、

こういう話になるかと思います。付加価値あるいは投下の労働量でも結構でありますけれ

ども、共通のリーズナブルな尺度によっていわば通約をしてやって、品目間の規模のもっ

ている意味の比較をおやりになると、それはそれでまたおもしろいことがあるのではない

か。

例えば、ここでは施設園芸については余りスケールメリットがみられないという感じの

ところがありますけれども、その場合のスケールというのが稲作でいうとどの辺のところ

の話をしているか、こういうインプリケーションを引き出すことができるような気がいた

します。分量をふやすことはやめた方がいいと思いますが、今年度うまく組み込めるかど

うかは別として、ちょっとお考えいただければと思います。

最初に中村委員が農業者年金のことをおっしゃいましたけれども、その伝でまいります

と土地改良法の改正がまさにこの年度にあったわけで、私の見落としかもしれませんが、

どこにも触れられていないのかなという気がいたしました。もう少したって長期計画なり

をあわせて次年度にまとめてということでもあるいはいいのかもしれませんけれども、ち

ょっとどうかなという気がいたしました。



細かな点で若干表記の不統一とかが目についたところがありますけれども、もし必要で

あれば後からお伝えしたいと思います。ただ、ひとつだけ、これは人の名前ですので、そ

のままずっと通っていくと困りますので……。 249ページのコラムの一番最後のところに

「農学の始祖マルクスとリービヒ」の著者の名前が椎名重昭、昭和の「昭」になっていま

すけれども、これは「明」という字であります。

以上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。坂本委員。

○坂本委員 13年度の年次報告は大変コンパクトにまとめてあって、先ほど生源寺委員

が申されましたように随所に事例が入っておりまして、私どもが読みますのに非常にわか

りやすい形ででき上がっていると思います。これから申し上げますことは13年度の報告の

ことではなくて、14年度の施策の中で次のようなことが考えられないだろうかということ

を提案させていただきたいと思います。

自給率の向上を大変憂慮している者の一人でございますが、昨年の報告書の中にはお米

についてのプランがありました。お米の生理的な効果とか、今はスローフードといわれて

おりますが、そのような意味で科学的なエビデンスに基づいたお米の有効性というのが表

現されておりまして、実際に普及活動に従事する者としてはそういった科学的エビデンス

がある方が非常に説得力があるわけで、そういうのが昨年はお米でみられました。

今回ちょっと気になっておりますことは、例えば「14年度の講じようとする施策」の25

ページに自給率の傾向が書かれているのですが、その中でお米の消費が減少して畜産物あ

るいは油脂の消費が上がってきて自給率が下がったという表現がございます。では、これ

を上げるためには、お米の消費量を上げて畜産物と油脂類の消費量を下げれば自給率が上

がるのかと短絡的に考えるわけです。実は最近、多分農林水産省から出されたメモだった

と思いますが、例えばお米を１日２食食べるとして、お米で７グラム、つまり 2,600キロ

カロリーが供給量になっておりますので、その 100分の１の26キロカロリーを食べてもら

えば今のお米の自給率は１％上げることができる。これは大変説得力のある数字だと思う

のです。

それと同じように、例えばそのほかの食品で、どういう食品の自給率を１％上げるため

には消費者は一体どういう食べ方をすればいいのかとか、自給率を減らすためにはどうい

う食品をどれくらい減らしてくれれば自給率が何％上がるというような具体的な数値をお

示しいただけると大変有効に上げる、下げるという方向がみえてくるだろうと思うのです。



もう１つは、自給率の場合には原産地表示が非常に重要になってくるわけで、最近のも

ろもろの問題から考えますと、これで消費者に自給率を上げるような努力をしなさいとい

うのはとても信じられないようなことでございますので、原産地表示を何のためにするか、

これは今までは消費者の目からみれば安全性に視点が置かれていた方が強かったと思うの

ですが、その原産地表示があることが自給率を上げることだという普及活動がまだなされ

ていない。

と申しますのが、昨年ＣＤ－ＲＯＭを使われまして、それを普及して自給率と食生活指

針の普及をトライアルなさいました。私ども、それをある程度いただきまして一般の消費

者に使っていただいてアンケートをとったのですが、自給率に関しては全く認識がありま

せんでした。指針については直接毎日のことですのでそれだけ反応はありましたけれども、

自給率については全く何もありません。それをどうやって消費者に上げるかというにはさ

まざまなノウハウが必要だし工夫が必要だと思うのです。

そういうときに私どもが願いますことは、できるだけエビデンスベースをはっきりとし

て、何をどれぐらい上げれば自給率が１％上がるとか、そういう具体的な例をどこかで算

出していただいて、14年度の施策の中で具体的な中に この文言には必要ではありませ

んけれども、施策としてそういう具体性をもった形で示していただくと、自給率がわずか

ながらでも横ばいから少し上昇する可能性もあるのではないかと私自身感じております。

○甲斐部会長 いかがですか。畑中委員。

○畑中専門委員 直接この白書に即していえば、 177ページの農業の交易条件指数が大

変悪くなっているというお話でございまして、これは生産資材もなかなか単純にいかない

ので、肥料にしても農薬にしても農業機械にしてもかなりレベルが高くなってきている。

一遍元肥で肥料をやれば、それが追肥をやらなくてもずっと効くとか、いろいろなことで

農家の省力化につながっているような面がありますので一概にいえないと思うのですけれ

ども、やはりこういった形で資材の値下がりがなかなか出てこないという点では農家にと

っては大変な問題だと思いますので、その辺の高度化していく状況、そういったものと絡

めて農協の方できちっと整備をして、できるだけ安いコストで供給できるようにしていた

だきたいなと。こういうタイトルが白書に出てくるというのも、大変広い立場から農水省

も白書をつくられているなという感じがいたします。

もう１つは、非常に消費者サイドに寄った形で白書ができていますので、これは基本計

画をつくるときなんかもいろいろな方の議論がありましてそのようになっているのだと思



います。そのことは大変結構なことだと私も思います。こういったきちんとしたものにま

とめると、どうしてもお役所は外に出すときは予算の名前なり何なりをきちっと使わなけ

ればいけませんので、そこはかたいこういった「講じようとする施策」というのが出るの

はしようがないのですが、こういう白書で分析したようなことがかなり施策に今は反映し

ているのです。しているのですけれども、消費者側からみた場合になかなかわからない。

さっき消費者教育という話がありましたけれども 「教育」という言葉を使うと消費者団、

体によってはしかれますので、どういっていいのかわかりませんが、消費者に理解をして

いただくための努力、あるいは農業者の方に私ども会いますと、農水省の施策、表現が難

しいということもございますけれども、なかなか理解されないというところがあるので、

やはりこれだけ予算をとり、これだけ消費者のためにも農家のためにもご努力をされてい

るわけですから、もう少しそういうものを理解してもらうところにお金を使ったらいいの

ではないか。

実は私どもも遺伝子組み換えのいろいろな教育をやっているのですけれども、どうして

も我々の頭で考えて理解をしてもらおうと資料なり何なりをつくるとなかなかだめなので

す。これはマーケティングの手法というか、女性の知恵というか、そういった関係でリラ

イトするなり、完全に崩してどういう形で消費者のところに連絡すればよく真意が伝わる

かというようなことを組み立てながらやっていかないとなかなかいかないのだろうと思う

のです。そういうお金はなかなかお役所ではとりにくいのだろうと思いますけれども、最

近は会社では会社のイメージを高めるためにいろいろなことをやっています。そういった

ものを少し見倣って、せっかく分析をきちっとし、かつそれに基づいてきちっとした予算

をつくっておられるわけですから、そういうものをもっと一般の方に知っていただくよう

にぜひご努力をいただきたいなと思います。

もう１つは、消費者の視点に立つということです。さっき山田さんもいわれたのですが、

このごろは消費者というか、スーパーなり何なりのそういう方たちの姿勢の問題が少し行

き過ぎではないかという感じがいたします 「消費者は神様」ということをよくおっしゃる。

のですけれども、本当に消費者が望むものを提供しているのか、自分のご商売の立場でや

っているのかというのがなかなか判然としないのです。遺伝子組み換えでない食品という

ところにみんな一斉になびいてしまう、あるいはいろいろな規格をつくっても、物すごく

きれいな野菜で、不ぞろいなものは売らないとか、そういったところの一種の売りとして

いろいろなことをやっておられる。



スーパーの方にいろいろなことをいっても、これは商売の話ですからなかなか難しいの

ですけれども、消費者が農業なり食料品に対する理解を深めていくということと、さっき

山田さんのいわれたような一種のモラルというのでしょうか、そういうところでだんだん

変わっていくのかなという感じがしますが、今の行き過ぎ、ああいう行き方でずっといく

ことがいいのか、そういうことを消費者が望んでいるのかというと、私は必ずしもそうで

はないのではないかなという感じがいたします。

全体の農業なり全般のことは皆さんおっしゃいましたので特に申し上げることはござい

ませんけれども、十分消費者なり農業者の方にわかっていただくための努力を、お金も含

めてしていただきたいなと。ホームページをみてもなかなかわからないという方が多いも

のですから、もっとお金をかけてもいいのかなと思うし、いろいろな知恵をいろいろな方

からかりておやりになったらいいのではないかなという感じがいたします。

白書なり「講じようとする施策」そのものについては、特段異論はございません。

以上です。

○甲斐部会長 ほかにございませんでしょうか。 これで一巡したと思いますが、今

村会長、いかがですか。

○今村会長 委員の皆さんから大変貴重なご意見ありがとうございました。きょうは多

分、予定の時間をかなりオーバーしており、事務局がここで答える時間がないので、次回

までに検討をしていただくことにいたしたいと存じます。

ただ、私から１つだけ提案があるのですが。それは年次報告がことしは冒頭からＢＳＥ

問題を取り上げながら食の安全性あるいはその表示問題等の一連の問題を取り上げ、また

第三者委員会の調査検討委員会も３月下旬には最終報告が出るようですから、それを取り

入れながら白書を書き上げるということが企画評価課長から冒頭お話がありました。それ

と対応させて、提案というのは、今国民の皆さんが一番関心がある食の安全性をめぐる問

題、あるいは表示の問題とかトレーサビリティ、いろいろなシステムにかかわる問題があ

ると思いますが、それを真っ先にもってくるような形で「講じようとする施策」の構成を

少し変えていただいたらどうだろうかということです。それが非常に国民にもアピールす

るし、農水省もそういう政策を重点に14年度はやるんだという方向を示しておいた方がい

いのではないか。構成については、これまで議論して一応決めてきたことですが、再度検

討をお願いしたいと思います。そういう提案をしておきたいと思います。

それから、山田陽子委員初め皆さんからのご提案があった諸問題は、今日は具体的に事



務局から答えるのはちょっと時間がないと思いますので、頂いた提案を検討していただい

て、次回の施策部会で示していただくというふうな方向でどうかなと思っております。

以上でございます。

○畑中専門委員 今のに関連してよろしゅうございますか。

○甲斐部会長 ええ、手短に。

○畑中専門委員 今、会長さんのご提案なのですが、それは非常にわかりやすくて、私

も申し上げようと思ったのです。この順序は前のときにかなり議論して決めたので、私は

この枠組みはいじってはいけないのだろうと思っていたのです。もっと前からいうと、基

本計画なりをずっとやってきましたので、そういうことでその時々に一番重点の問題をど

んと出すということができる性質のものかどうかというのがちょっとわからなかったので

あれですけれども、そういうわかりやすさといいますか、みんなが関心のあることを集め

てやるんだ、まず出すんだということでよければ私は非常にいいのではないかと思うので

す。かなり順序を議論したような気がしたものですから、ちょっとそこを申し上げるのは

遠慮していたのでございますが、そこはお役所の方でご検討いただいてやっていただいた

らどうかなと思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。今の今村会長と畑中委員の意見は 「講じよう、

とする食料・農業・農村施策のポイント」が農業の構造改革から始まっていることに対し

て、ＢＳＥ対策を冒頭にもってきたらいかがかというご指摘であったと思います。

私の司会がまずくて予定の時間を大幅に延長してしまいましたが、施策部会における

「講じようとする施策」の案の審議については、本日、ＢＳＥ問題等について重要なご指

摘もあったことから、事務局におかれましては、今村会長を初めとする委員からのご意見

を踏まえまして、構成の見直しも視野に入れた検討が必要になってくることと思いますけ

れども、事務局の方はいかがでしょうか。

○武本企画評価課長 今村会長からのご指摘につきましては、今畑中専門委員がおっし

ゃったように構成を議論して決めてきたという経緯もございますが、確かに最終的には国

民の皆さんにわかりやすい白書をつくるというのが最大の眼目でありますので、ご指摘の

趣旨を踏まえて 「講じようとする施策」の案につきまして、再度施策部会にご説明、お諮、

りしたいと思います。

また、その際には、本日はＢＳＥの問題については余りご説明できなかったところであ

りますけれども、今のところＢＳＥ問題に関する調査検討委員会の日程は、３月14日にフ



リーディスカッションを行って22日に報告書の原案を議論する予定となっております。他

方、今時点ではたしか27日に本審議会という形で仮置きをさせていただいたところであり

ますけれども、本審議会を施策部会に切りかえさせていただきまして、もう一回施策部会

をお願いします。その場できょうご指摘のございました「講じようとする施策」の案の構

成を見直したバージョンをご説明申し上げます。

また、きょういただいたご意見のうち、整理をさせていただきまして、14年度施策に反

映し得るものともう少しお時間をいただいて検討させていただくもの、次の回の白書かな

と思うようなご指摘もあったのではないかなと思いますので、そういうところも整理をさ

せていただいて、あわせて次回説明をさせていただきたいと思います。したがいまして、

総会の日程については、次回施策部会までの間に改めて調整をさせていただきます。そう

いった旨で事務局から提案をさせていただきたいと思います。

○甲斐部会長 今、日程につきまして事務局からご説明があったわけでありますが、３

月27日に予定されていました総会を施策部会に変更して、総会の日程は改めて調整させて

いただくということで、皆様よろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「

○甲斐部会長 事務局におかれましては、今後の日程について迅速に各委員に連絡願い

たいと思います。

それでは、本日はこれにて閉会といたします。ご協力いただきまして、どうもありがと

うございました。

了


