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食料・農業・農村政策審議会第18回施策部会議事録

日時：平成18年９月15日（金）10：00～12：05

場所：三田共用会議所第４特別会議室

それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審○上原部会長

議会第18回施策部会を開催いたします。

本日は、19年度食料・農業・農村施策、いわゆる施策編、それから18年度食料・農業・

農村の動向、いわゆる動向編、この２つの作成の考え方について審議をお願いしたいと思

います。

本日は、横川専門委員が都合によりご欠席となっております。

なお、八木委員につきましては、去る８月に審議会委員を退任されましたので、ここで

ご報告しておきたいと思います。

本日の施策部会は公開されておりまして、一般公募による傍聴の方もお見えになってお

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

よろしくお願いします。

本日はご多忙のところ金子大臣政務官にご出席していただいておりますので、まずごあ

いさつをいただきたいと思います。

食料・農業・農村政策審議会第18回施策部会の開催に当たりまして、○金子大臣政務官

一言ごあいさつ申し上げます。

、 、 。委員の皆様方におかれましては 大変ご多用の中ご出席を賜り 厚く御礼申し上げます

さて、我が国の農業・農村は、国の内外において重要な課題に直面しております。この

ため、政府といたしましては、食料・農業・農村基本計画に基づき、食料自給率の向上を

はじめ、施策全般にわたる改革に積極果敢に取り組んでいるところでございます。特に、

基本計画の主要課題でございます新たな経営安定対策については、先の国会におきまして

農政改革関係３法が成立をいたしました。また、７月には昨年、経営所得安定対策大綱で

決定した各対策を実施に移すための実施要綱を取りまとめたところでございまして、19年

度産からの導入に向け、円滑な実施に万全を期してまいりたいと考えております。

、 、ＷＴＯ交渉につきましては 現在交渉が中断していることは極めて残念でございますが

我が国としましては、交渉の早期再開のために全力を尽くし、ラウンドの早期妥結を達成
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する決意でございます。

本日は、最近の食料・農業及び農村の動向を考慮し、政府が毎年講じようとする食料・

農業・農村施策についてご議論いただくこととなっております。申し上げるまでもなく、

農政は国民生活や経済社会のあり方と深く結びついており、その運営に当たって広く国民

の皆様の理解と協力を得ていくことが何よりも重要でございます。上原部会長をはじめ、

委員の皆様には幅広い視点から活発にご議論いただき、忌憚のないご意見を賜りますよう

心から申し上げまして、あいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

どうもありがとうございました。○上原部会長

なお、金子大臣政務官におかれましては、公務のためここでご退席されます。

（金子大臣政務官退席）

それでは、審議に入ります。○上原部会長

まず、本日の配付資料と会議の進め方につきまして、事務局から説明をお願いいたしま

す。なお、説明は、できるだけ簡潔に、審議の時間を長くとりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

それでは、最初に資料のご確認をお願いしたいと思います。右肩に資料○中村情報課長

と書いてございます「平成19年度施策編作成に当たっての考え方（案 」をお配りしてお）

ります それから参考資料を何点かお配りしていますが 参考資料１といたしまして 平。 、 、「

成18年度の動向編作成に当たっての考え方（案 、２といたしまして「農林水産予算概算）」

要求の概要 、それから３－１と、３－２といたしまして 「政策評価結果のポイント」と」 、

「概要 、４といたしまして、７月に取りまとめられました「経営所得安定対策等実施要」

綱 それから５－１ ５－２といたしまして 食料自給率向上に向けた行動計画 や 生」、 、 、「 」 「

産努力目標実現に向けた行動計画」をお配りしております。委員のお手元には視覚障害者

向けに作成いたしましたテープ「平成17年度白書のあらまし」と、委員の方からご依頼の

ありました２枚紙の資料をお配りしております。

次に、会議の進め方でございます。最初に予算課から、平成19年度予算概算要求の概要

につきまして、それから、企画評価課から、政策評価の結果について説明させていただき

ます。その上で、議事次第の３にございます「平成19年度施策編の作成に当たっての考え

方（案 」につきまして、私から資料の説明をさせていただき、そこでご審議を一旦いた）

だきたいと思っております。その後、議事次第４の「平成18年度動向編の作成に当たって

の考え方（案 」につきまして、再び私からご説明をいたしました後、ご審議をいただき）
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たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速ご説明いただきたいと思います。まず、予算課から19年度○上原部会長

予算概算要求の概要について、ご説明をお願いします。

参考資料２の「平成19年度農林水産予算概算要求の概要」という○永井予算課課長補佐

冊子がお手元にあろうかと思いますが、それに従いましてご説明させていただきます。ま

た、時間の関係上、この審議会が食料・農業・農村政策審議会ということでございますの

で、農業関係を中心にご説明をさせていただければというふうに考えてございます。

まず、１ページでございます。１ページにつきまして、概算要求の総額が書いてござい

ます。シーリングに基づきまして要求・要望をしてございまして、18年度予算２兆7,783

億円に対しまして、19年度につきましては３兆1,514億円の要求ということになってござ

います。対前年度比113.4％でございます。うち、公共事業費につきましては１兆4,258億

円、非公共事業費につきましては１兆7,257億円という形になってございます。

２ページをお開きいただきたいと思います。公共事業費の一覧でございますが、今回に

つきましては、森林吸収源対策の関係で、森林整備に若干上乗せをした形で要望を行って

。 、 、 、ございます その関係上 農業・農村整備につきまして 対前年度比118.5％の8,623億円

また治山につきましても対前年度比118.5％の1,418億円、森林整備につきまして対前年度

、 。比119.7％の2,025億円 水産基盤整備につきましては1,766億円の要望としてございます

それから、３ページでございます。今回、19年度予算につきましては、経済成長戦略推

進要望というのが大きな目玉ということになってございまして、国全体で3,000億円程度

の経済成長戦略推進要望をするという形になってございます。農林水産省関係につきまし

ては、457億円ということで要望をしてございます。

農業関係につきましては、担い手の育成を、公共、非公共あわせて図っていくというこ

とで171億円、それから、最近の新聞紙上でも多々出てございますけれども、バイオ燃料

につきまして大規模実証を行っていくということで85億円、また、新食品や新素材を開発

して新需要の創造を図っていくということで13億円、それから輸出の倍増につきまして、

ハード、ソフトあわせて行っていくということで44億円の要望としてございます。

それから、５ページでございます。Ａ３の見開きになってございます。基本的考え方と

いうことで書いてございますが、歳出改革が非常に厳しい中で、農林水産施策を十全に行

っていくために、まず施策の集中重点化を図っていくことが必要だという考え方に基づき

まして、今年の４月に決定されております「21世紀新農政2006 、それから先般閣議決定」
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されました新しい「森林・林業基本計画」の見直しの考え方、また、現在見直しを行って

おります「水産基本計画」の見直しの考え方に沿いまして、施策の集中重点化を図ってい

きたいと考えてございます。

また、それに伴いまして、既往の事務事業の再点検をはじめとする予算改革を行ってご

。 、 、ざいます 時間の関係上 項目を中心に若干だけご紹介させていただきたいと思いますが

既往の事務事業の再点検のほか、政策評価結果と予算執行状況についてきちんと予算に反

映していく。また、非公共施設費につきましては、国と地方の役割分担を改めて見直した

上で、必要な予算を要求していく。公共事業の関係につきましては、入札改革による透明

性の確保等を図っていく。また、事業の集中重点化を図っていく、予算の執行の関係につ

きましては、民間団体を補助対象とする事業につきましても公募方式を原則としていくな

どの改革を進めてございます。詳しくは115ページ以降にございますので、後ほどご参照

いただければというふうに思います。

また、７ページでございます。７ページに重点項目ということで記載をさせていただい

てございます。農業関係につきましては４つの柱がございまして、農業の競争力強化の関

係、それから攻めの視点の関係、それから国民生活の向上の観点、それから地域の力を活

かした農山漁村づくりということになってございます。

内容につきましては、９ページ以降でご説明をさせていただきたいというふうに思いま

す。まず 「農業の競争力強化のための新たな挑戦」ということでございます。１つ目と、

いたしまして、品目横断的経営安定対策ということで、19年度から品目横断的な経営全体

に着目した対策に転換していくということにしてございますが、そのために必要な経費を

計上してございます。２つ目といたしまして、米政策改革ということで、これにつきまし

ても19年産から新たな米の需給調整システムに転換していくということでございますの

で、その定着に必要な経費等を計上してございます。

それから、３つ目といたしまして担い手の支援ということで、19年度から21年度までの

３年間を集中改革期間と位置づけまして、従来にない手法も取り入れた形で、集中的、重

点的に支援をしていきたいということでございます。

例を申しますと、１つには、全国約1,000カ所にワンストップの支援の窓口を設けてい

くということでありますとか、融資の残りについて補助をしていく融資残補助の制度を導

入していく、また、スーパーＬ資金について無利子化の措置を図っていく、そのほか、ク

イック融資ということで、最速１週間で500万円までの融資を可能にしていくというよう
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なことについて、要求をしているところでございます。

それから、10ページをお開きいただきたいと思います。５のところで「企業の農外から

の新規参入の促進」ということでございますが、昨年の９月に制度的には農地リース特区

の全国展開が図られているところでございますが、予算面におきましても、企業の新規参

入を促進するための本格的な事業を開始していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

それから、11ページでございます 「攻めの視点に立った新たな可能性の追求」という。

ことでございますが、１つ目といたしまして、東アジア市場全体を見据えた食品産業戦略

構想の推進ということでございます。国内における食品産業の市場につきましては、量的

な飽和、成熟化ということがいわれているわけでございますが、一方におきまして、東ア

ジアにつきましては、人口増加なり、高い経済成長が見込まれるということで、東アジア

各国への投資促進の支援をしていきたいというふうに考えてございます。

それから、２つ目で、経済成長戦略推進要望のところで申しました新産業分野の開拓の

関係、それから、３つ目が輸出倍増でございますが、政府目標として５年間で倍増すると

いう目標に向けまして、輸出の取組の進展度合いに応じまして、きめ細かな対策を実施し

ていきたいというふうに考えてございます。

それから、13ページをお開きいただきたいと思います 「 食」や「地域」に根ざした国。「

民生活の向上」ということでございます。これにつきまして、農場から食卓までの食品安

全の確保について、引き続き図っていきたい。また、食育についても推進をしていくこと

としております。

それから、14ページでございますが、地産地消ということでございます。従来ともすれ

ば、地域中心に取組が行われていたところでございますが、地産地消を強力に推進してい

くため、農業、商工、観光、学校給食等の関係者が一体となった優れた取組について公募

をして、必要な活動に支援をしたり、機械・施設につきましても整備を行うなど、地産地

消について積極的に支援をしていきたいというふうに考えてございます。

それから、15ページでございます 「地域資源を活かした潤いある国民生活の実現」と。

いうことでございます。これにつきまして、１つ目でございますが、バイオ燃料関係とい

うことで、先ほど申しました大規模実証を行っていくということでありますとか、また、

バイオ燃料への変換効率を高めていく、また、資源作物の導入を図っていくための研究開

発についても行っていくということでございまして、総額といたしましてバイオ燃料関係
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で106億円の要求ということでございます。

また、２つ目でございますが、再チャレンジ関係ということで、経験ゼロから始めても

農林漁業に就けるトータルサポートを提供していくということで、総額として93億円、ま

た新規拡充分といたしましては、うちでございますが21億円の要求としているところでご

ざいます。

それから、16ページをお開きいただきたいと思います。４つ目の最後の柱でございます

が 「地域の力を活かした農山漁村づくり」ということでございます。これにつきまして、

は、農地・水・環境保全向上対策につきまして必要な予算を計上しているところでござい

ます。

概算要求の内容につきましては、詳しくは21ページ以降に説明されてございますので、

後ほどご参照いただければと思います。

ただ、この中の21ページ以降でいろいろ事業の概要を書いているわけでございますが、

今回１つ、新しい資料の作成の取組といたしまして、予算をどういうふうに使っていくの

かということを、政策目標を掲げて、マニフェスト的な説明をするよう努めてきたところ

でございまして、これによって説明責任を果たした上で、限られた予算をきちんと責任を

持って活用していきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

それでは、企画評価課からお願いします。○上原部会長

続きまして、参考資料３－１を使いまして、政策評価について○塩川企画評価課参事官

簡単にご説明申し上げます。

。 、 、参考資料３－１の１ページをお開きください 農林水産省は 政策の透明性を確保する

そして効率的に実施していくために政策評価を実施しておりますが、下の図にありますよ

うに、まず政策につきましては、企画立案をして、それを実施する。その実施状況はどの

ような成果をもたらしたかということにつきましてチェックをいたします。それで、その

、 、 。有効性に問題がある場合につきまして 改善ということで 次なる企画立案に結びつける

このような方式で国民に対する行政の説明責任の徹底、あるいは効率的で質の高い政策の

実施ということを目指しております。また、政策評価につきましては、透明性を確保する

という観点から、第三者委員からなる政策評価会のご意見を聞いているところでございま

す。

２ページをお開きください。政策評価につきましては、大きく分けまして２つの方法が
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ございます。１つは①にありますように、一定のまとまりある政策分野ごとに目標を定め

まして、毎年その目標に対する実績を測定するという実績評価というもの、もう一つは、

、 、それを補完するものとして 政策分野に含まれる予算事業を対象に行う政策手段別の評価

これを組み合わせて行っているところでございます。

４ページをお開きください。その関係がわかるように図示をしてございます。一番左側

が農林水産省としての使命として、食料の安定供給の確保に始まりまして、国民生活の安

定向上と国民経済の健全発展を図る。その下に、さらにそれぞれの局ごとにいくつか目標

がございまして、その下に先ほど申し上げました政策分野として16分野、食品産業の競争

力の強化から始まりまして、一番下、農林水産物・食品の輸出の促進という、こういう分

野を設定しております。その下に、政策手段別評価ということで、予算事業をそれぞれい

くつか設定して評価をする、こういう形をとっております。

５ページをお開きください。では、実際に実績評価というのはどういうふうに行われて

いるかということでございますが、今、申し上げた政策分野、ここに16分野ありますが、

その下にさらにその分野ごとにいくつか目標を掲げておりまして、全部で55目標になって

。 、 、おります 例えば食品産業の競争力の強化であれば 食品製造業者と農業との連携の促進

あるいは食品流通の効率化という目標を掲げております。基本的には定量的な目標を定め

て、それがどのくらい達成したかということで、達成度合いが90％以上であれば「Ａ」ラ

、 「 」、 「 」 。ンク 50％以上90％未満なら Ｂ 50％未満なら Ｃ という形で評価をしております

一部そういう定量的評価ができないものにつきましては、定性的な目標を定めて、目標を

達成したかどうかという判定をしております。

３ページにお戻りいただけますでしょうか。17年度につきまして、どのような結果にな

ったかというのはここに書いてございます。今、55目標と申し上げましたが、そのうち集

計中のものなどを除きまして50目標につきまして集計をしております。そのうち約６割が

達成ランクが「Ａ 「おおむね有効」というふうな形になっておりまして、逆に達成ラン」、

クが「Ｃ 「有効性に問題がある」となった政策分野につきましては、その要因を十分分」、

析した上で、有効性に問題がある予算事業につきましては、廃止を含めて抜本的な見直し

を検討することとしております。また 「Ａ」あるいは「Ｂ」になったからといって、そ、

のままでいいというわけではなくて、そういう予算事業であっても、その内容を十分に検

討し、施策の見直しに結びつくように努力をすることとしております。

また、政策手段別評価につきましても、評価を実施したのは21政策手段、予算事業なん
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、 、 。ですが これにつきましては 何らかの見直しが必要であるという評価になっております

、 。この政策評価の結果につきましては 翌年度の予算事業等へ反映することとしております

言葉だけではわかりにくいので、どのように反映しているかにつきまして、参考資料２

（平成19年度農林水産予算概算要求の概要）の冊子をお開きいただけますでしょうか。こ

れの118ページでございます。118ページの真ん中下に、達成ランクが「Ｃ」となった２目

標における対策ということで 「都市と農村の交流の促進」というものがございます。農、

家民宿及び公設の宿泊施設における宿泊者数ということでございますが、政策評価の結果

としまして、目標値に比べて実績値がそれほど進まなかったということで、これは「Ｃ」

ランクになっております。所見といたしまして、都市農村交流では国内観光全体の動向等

を踏まえつつ、より適切な手法を検討する必要があるということで、細かく書いてござい

ませんが、目標値と実績値で算出方法が異なっているので、それにつきましては、適切な

指標に直しなさいということをいわれました。その結果をどう反映したかということでご

ざいますが、118ページの下側に、17年度農林業センサス等によって新たに実態把握に取

り組むこととするということと、政策目標自体についても、泊数単位から人数単位に見直

しをして、新たな目標を定めていくということにしております。

それから、もう一つ例を申し上げますと、121ページでございます。③に「飼料作物生

産コストの低減」というのがございます。政策評価結果として、目標値、これは可消化養

分総量、ＴＤＮといっておりますが、そのキログラム当たりのコストが45円という目標を

掲げておりましたが、46円ということで、達成はＢランクになっております。所見といた

しまして、そこに書いてありますように、目標達成に向けて各種の取組をやって、自給飼

料の生産コストの引き下げを図る必要があるということになっております。その政策評価

の結果を反映ということで、そこに書いてあるように効率的な飼料生産供給システムの構

築などに取り組むこととしているところでございます。

以上でございます。

それでは、情報課長、お願いします。○上原部会長

それでは、右肩に資料と書いてございます「平成19年度施策編の作成に○中村情報課長

当たっての考え方（案 」を簡単にご説明いたします。）

委員の皆様には、既にご案内のとおり、農政は昨年の３月に策定されました「食料・農

業・農村基本計画」に基づき行われておりますので、施策編、動向編は、基本計画の工程

表等と密接にリンクをしているわけでございます。後ほどご説明いたします動向編は、基
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本計画の２年目でございます平成18年度の状況がどうであったかということを分析してい

くものでありますが、これからご説明します施策編につきましては、こうした平成18年度

の動向を考慮して、平成19年度に講じようとする施策を記述していくというものでござい

ます。

以上のことが、１ページの「１ 基本的考え方」に書いてございます。このうち（２）

に「構成」と書いてございますけれども、基本計画の項目立てを基本に編集するものとい

たしますけれども、国際交渉への取組等、基本計画で項目立てをされていない施策につき

ましても、その重要性等を踏まえまして、必要に応じて項目の追加を行うということにし

たいと考えております。

それから 「２ 留意事項」と書いてございます。１つは、予算の政府案や提出予定法、

。 、 、 、案についても可能な限り記述をする それから 工程管理の結果等を踏まえまして 改善

見直し等が行われる施策につきましては、その経緯等についても簡潔に記述するというこ

とでございます。

ページをめくっていただきまして、２ページ目は審議の進め方でございます。例年同様

で書いてございます。

それから、さらにページをめくっていただきますと３ページ、４ページは、参考といた

しまして、前回の施策部会でご審議いただき、取りまとめをいただきました平成18年度の

施策編の構成を掲げてございます。この構成自身も、今、ご説明いたしました「１ 基本

的考え方」と同様の考え方に沿ってつくられておりますので、今回の平成19年度版につき

ましても、ほぼ同じような項目立てで行うことになろうかというふうに考えまして、参考

としてつけさせていただいております。

委員の皆様には、18年度の施策編についてご審議をいただいておりますので、内容につ

いて、ここで詳しくご説明することは避けたいと思います。

以上、非常に簡単でございますけれども、平成18年度版の構成を参考にして19年度版も

準じたものにしたいということを考えております。内容についてどのように記述するかと

いうことについて、ご意見等いただければと思います。

以上でございます。

それでは、今までのご説明を踏まえまして、食料・農業・農村施策、いわ○上原部会長

ゆる施策編を作成するに当たって、どういうことを考慮したらいいのか、それから、19年

度の施策案等について、幅広に皆様方のご質問、ご意見をいただきたい、そういうふうに
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思っております。

議長からお願いをしたいのですが、ご発言するときには、なるべく簡潔にお願いしたい

と思います。ということは、なるべく多くの皆さんのご意見を取り上げたいと思いますの

で、その点よろしくお願いします。私の計算では、お一人一回の発言３分が最適でござい

ます。これは念のためのお願いでございます。強制ではございません。でも、かなりお願

いしているということを頭の中に入れてご発言をお願いしたいと思います。

、 、 。 、それでは これまでの施策部会と同様に 項目を分けてご議論したいと思います 食料

農業、農村、それ以外の横断的な分野、この４つに分けてご議論をお願いしたいと思いま

すが、具体的な項目の内容につきましては、今、情報課長から説明がありました施策編の

後ろにある構成に対応しております。ⅠとⅡが食料分野、Ⅲが農業分野、Ⅳが農村分野、

Ⅴ、Ⅵ、Ⅶがそれ以外の横断的な分野、４つに分けてご議論したいと思いますので、よろ

しくお願いします。それから、動向編につきましては、施策編の審議が終わりましてから

、 。 。動向編を説明していただいて 審議に入っていきたいと思います よろしくお願いします

それでは、Ⅰ、Ⅱに関する食料に関係する分野について、今後、施策編をどうつくって

いくかということにつきまして、皆さんのご意見を承りたいと思います。よろしくお願い

します。いかがでしょうか。

食料自給率の関係で、この委員の中では、唯一私だけが農業をしているとい○駒谷委員

うようなことから、農業現場での話を少ししたいと思います。

今、自給率の問題の中で、耕作放棄地の増加が問題になっております。その一つの原因

として、山間地域にある農地が野生鳥獣により非常に大きな被害を受けていることです。

そういうことも耕作放棄地増加の大きな要因ではないかと、私は考えております。

日本の鳥獣については、すべてが基本的には禁猟であって、数の増え過ぎたものに限り

、 、 。狩猟という形で 地域と場所と そして数を決めてコントロールをしてきたと思うのです

しかし、現在は、例えば私の地元の猟友会では、30年前には約300人のハンターがいまし

たが今は78名です。ハンターの平均年齢は、みんな60歳を越えております。そういうふう

なことで （野生鳥獣の数とハンターの数の）バランスがとれていないのです。、

また、猟銃を持つには、国家試験を受けて、許可を得て持つわけです。私が猟銃を持っ

たころは、猟銃の試験を受け許可を得ると、どんな種類の銃を持ってもよかったのです。

しかし、シカとかイノシシとかクマを獲る銃については、ライフル銃というものを使うの

ですけれども、今の制度では、10年連続で（散弾銃所持の）許可を受けなければライフル
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銃の所持はできないということとなっております。若い人がせっかく猟銃の許可をいただ

いても、カモや小鳥を撃つ散弾銃は買えるのですけれども、ライフル銃は買えないという

ことです。

私たちが地域の有害な鳥獣の駆除をするために若いハンターを誘っても若いハンターは

ライフル銃を所持していないのでなかなかついてきてもらえない。ライフル銃所持には許

可を得てから10年間もかかるということなので、その辺を農水省として、３年ぐらいの散

弾銃所持で、ライフル銃が持てるように国家公安委員会あたりに働きかけられないものか

。 、 。ということです 国家試験を受けているわけですから 現場ではそういうふうに思います

以上です。

関連することでもいいですし、異なったことでもいいのですが、ご発言を○上原部会長

お願いします。まとめて事務局との間の議論を後ほどしたいと思います。食料に関しては

いかがでしょうか。

食料自給率という言葉について発言させていただきたいのですけれども、農○里吉委員

業政策の根幹的なキーワードとして、この食料自給率の向上ということが言われているわ

けです。関係者にとっては当たり前のような言葉であっても、国民にとって、食料をなぜ

自給しなければいけないのか、動機、目標、目的、これらを明快な短いコピーで言い表せ

たことがこれまで余りなかったのではないか。もう一遍、原点に立ち返って、食料自給率

を向上させる目的、そういう考え方を政策的に明快な形で白書の中で謳っていく必要があ

るのではないか。

例えば、食料自給ということについて、国民がどういう意識を持っているのか 「潤沢。

な外貨があるのだから、別に膨大な国費を費やして国産の食べ物にこだわる必要はないの

ではないか」といった意見もあるようですが 「なぜ、我が国において食料自給をしなけ、

ればいけないのか 、これを国民にわかりやすい形で、例えば食料安全保障という考え方」

もあろうかと思うのですけれども、これは多分政治という領域とのかかわりも出てくるか

と思うのですが 「現場サイドとしてはどうなのか」といったことを白書の中で堂々と掲、

示して謳うということが必要なのではないかというふうに考えます。

以上です。

先ほどの里吉委員と同意見です。実は大学で農業ではない学問○マクドナルド専門委員

を勉強している学生たちに 「日本の自給自足率はどれくらいだと思いますか」と聞いた、

ことがあるのです。ほとんど毎年ですけれども、よく返ってくる答えは100％ 「なぜ、そ。
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のように思っているのですか」と聞くと 「日本はどこでも、いつでも、何時でも、何で、

も食べ物が買えるから食料自給率は100％でしょう」と言うのです。今の一般人の自給率

に対する解釈がちょっとゆがんできていると思います。

私は食料自給率について、白書の中で一般市民向けに実態を謳っていくことに大賛成で

す。

余談ですけれども、飽食時代といわれている日本の中で、例えばどれくらい食を毎日捨

てているのかといった統計もあればいいんじゃないかなと思います。ある統計によれば、

コンビニとスーパー合わせて毎日捨てている食べ物を計算してみれば、約300万人分の食

が毎日捨てられているという統計があるのですけれども、その中で自給率の裏にあるいく

つかのものも、もうちょっと追求した方が、どうして自給率を上げなければいけないかと

いう説得力がより高まるのではないかなと思います。

以上です。

今のお二方の委員のご意見、私も同じように思っております。そのほかに、○大木委員

自給率がまず上がらないという原因、これは食生活の変化というものが大きなウエートを

占めていると思います。そこで、生産調整でお米をつくらなくなったところがあります。

それをもう少し、水田は大豆とか小麦にいろいろと転換をしてはいますけれども、水田に

は、むしろ飼料用の稲の栽培がやはり適しているのではないかというふうに思っておりま

す。飼料自給率を上げるということが、日本の自給率向上につながっていくのだろうと思

います。先ほどの企画評価課の方のご説明でも、いろいろと、こんなふうなことをやって

いますよというご説明がありましたけれども、もう少し生産状況を教えていただければと

いうふうに思っております。

ここで食料自給率の問題が出てきましたので、この点について、事務局か○上原部会長

らお答え願いたいのですけれども、総合食料局、お願いします。

ただいま自給率に関しまして、いくつかご発言がございました。○佐藤総合食料局次長

非常にもっともな、重要な点だと思っております。

去年のこの会議でも 「なぜ、食料自給率の向上が必要か、もう少しわかりやすく記述、

すべき」というご指摘がございまして、去年の白書でもいろいろと工夫したつもりではご

ざいます。世界の自給状況はどうか、中国がどうなった、インドがどうなったなどを含め

て、世界の状況を書く。それから、農業の持つ重要性についても触れるなどなど、多角的

な面からの記述ということを、これはさらに今年の白書につきましても工夫してみなけれ



- 13 -

ばいけない重要な問題だと思っております。

それから、マクドナルド専門委員からもございました、廃棄がどうなっているかという

のも、大変な大きな問題でございます。すでにご案内かと思いますけれども、今、１人当

たり2,600キロカロリー消費しているというデータがありながら、そのうち３割ぐらいは

実は食べているのではなくて捨てているという数字もございまして、こういったことも国

民に訴える白書の位置づけとしては、非常にインパクトのあるものと思いますし、それに

よって自給率向上にも役立つと思いますし、また、無駄をなくしていくという意味でも非

常に有効ではないか、その意味で今年の白書作成に当たりましても配慮していきたいと思

っております。

やはり自給率の問題は多面にわたる。生産の場面だけではなくて、さまざ○陽専門委員

まな項目の中に書かれたらいいのではないか。例えば、ＯＥＣＤの話や、国土保全機能、

多面的な機能とか、それから心理的な癒しの問題として。幾らでも出てくるのだろうと思

うのです。

特に、市町村がいろいろな形で合併しておりますから、この問題をどんなふうに、国土

保全とか、あるいは心理的な癒しの問題、ツアーでもいいのです。それから60歳を越えた

ような団塊の世代が活用できるとか、活動できるとか、さまざまなことを考えた多面的な

ものだろうと思うんです。そういう問題をぜひ工夫していただければいいかと思います。

言うのは簡単ですが、あとおやりになるのは大変ですけれども。

先ほど、飼料用の米について出ましたので、生産局からお願いします。○上原部会長

大木委員ご指摘の飼料用の稲でございますけれども、飼料用稲に○佐久間生産局審議官

ついて、米の形で飼料にするものと、それから発酵飼料という形で、全体、総体を含めて

飼料にするというものがございます。現在、主につくられておりますものということで、

17年度の作付面積で申しますと、米の形で飼料とするものは44ヘクタールと非常に小さい

ものでございますけれども、イネホールクロップサイレージという形で、全体を餌にしま

すものは4,594ヘクタールということになっております。こちらの方が主流となってきて

おります。

経年変化で申しますと、飼料用の米はどうしてもコストの面でなかなか難しい部分があ

って、減っているという状況でございますが、イネホールクロップサイレージは５年前と

比べますと倍程度まで増えている。ただ、このところ高い水準で、大体5,000とか、4,000

ヘクタールというような作付面積で推移をいたしております。
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我々としましては、水田の有効利用ということでは、稲発酵飼料の確保ということが重

要であるというふうに考えておりまして、これらの対応、対策を講じているところでござ

います。

先ほど駒谷委員から農地とライフル銃の関係が出ていましたけれども、関○上原部会長

連部署でお答えできるでしょうか。

鳥獣害対策ということで、法律の所管は違いますけれども、その○佐久間生産局審議官

状況について、ご報告いたします。

委員ご指摘のとおり、大部分のハンターの方がライフルを使えるようにするということ

、 。には条件がありまして 法律上10年の経験が必要であるというように現在なっております

、 、 、現場から おっしゃるような声が上がっておりまして 大日本猟友会などを通じまして

この10年という期間を短縮して欲しいという要望が上がってきております。これに対する

当局（警察庁）の対応ですけれども、ライフルがないとどうしても大型の猟ができないか

というと、散弾銃の中にも余り散らばらないで威力の大きなものがある。こういうものを

使えば十分できるというような見解であるということで、ライフルについての期間を10年

より短くしようという考えは今のところない、というように伺っております。

今の説明の中で、散弾銃でも十分大型獣を獲れるというのは、わかります。○駒谷委員

、 、それは10メートルとか20メートル以内にいればの話ですけれども ライフル銃の場合だと

100メートルとか、200メートルの距離から撃てるわけです。ところが、散弾銃で同じにと

いっても、自分の銃は２、30メートル、片方のは100メートルといったら、これは撃つ機

会が事実上ないのが実態で、若い人が初めて資格を取って銃を持っても、撃つ機会がない

のですから、馴染まないのです。

日本では銃を持たせないという法律ですが、そういう中で試験等をクリアしてきている

わけですから、ライフル銃所持には３年ぐらいの経験で十分だということを、農水省も言

って欲しいですし、先ほど私が示したように、１市５町のハンターの数ですけれども、30

年間で300人いたのが70数人になって、頼まれたのに杖をついて歩いているというような

、 。 、状況では やはりバランスがとれないと思うのです その辺をきちんとして欲しいですし

それから耕作放棄地になった中山間地域の中にも、そういう原因が含まれていると思うの

です。この辺もしっかりお願いしたいと思います。

それでは、そういう方向でよろしくお願いしたいと思います。○上原部会長

それでは、時間の都合上、次の農業分野に移りたいと思います。後ほど足りないことが
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あったら、食料分野のところのお話もなされても結構です。それでは、農業分野につきま

して、施策編をつくるに当たって、こういうところを盛り込んで欲しいということがあり

ましたらお願いします。

農業分野ですけれども、皆さんもご承知のとおり、農村は高齢化が進んでお○駒谷委員

り、また、消費者は農薬を使わない農産物を要望しているため、農業生産に人手が非常に

かかるわけですけれども、実態として農村には、若い労働者がいないのです。

そういうことで、ここ（私の手元）にフィリピンから看護師さんを労働力として受け入

れるというような新聞の切り抜き記事があるのですけれども、農業分野でもそろそろそう

いうことを考え、施策の中に入れることを考えていく時期ではないか。

農業人口はどんどん減っているし、それから高齢化が進むということで、農業機械の運

転をする人もいない現状にあります。

それからもう一つは、私は、地元でグリーンツーリズムの特区を取って、修学旅行の中

学生、高校生に農業体験をしていただいたり農家民宿をしているわけです。緑を見る、土

に触れる、そして農産物を収穫して共同で炊事をすることで、非常に心がいやされるとい

うことで、学校の先生方も 「子どもたちのこんなに素直な姿や顔を見たことがない」と、

いうぐらい喜ばれておりまして、私もいいことをしたなと感じでおります。

日本の中にも、ニートという問題がございます。農業法人がニート対策として若者を受

け入れ、若者が自然と触れて、自分の心をいやし、それから自分のこれからの道を考え直

すチャンスを与えてあげてはどうかと考えています。

今、農業労働力と自然と農業教育の問題が出ました。これに関連すること○上原部会長

でも結構ですし、あるいは別のことでも結構です。

労働力問題については、私も今までに何回か発言してきていますが、農業政○中村委員

策でいっています担い手は農業経営者なんですね。実態を見ますと、単純労働力がないと

野菜も畜産もできない状況になっていますので、外国人労働力も含めて、単純労働者とい

いますか、外国は農業労働者の組織まであるわけですから、そこまでいかなくても、労働

力確保の問題については、施策としてきちんとした方がいいというふうに思います。

それから、ついでですので、農地の問題につきまして、昨日、新聞にも出ていましたけ

れども、農地政策の再構築というのが検討をされているということで、大いに検討してい

ただきたいというふうに思っておりますが、基本法22条（専ら農業を営む者等による農業

経営の展開）を踏まえて、きちんとしたご検討をいただきたいというふうに思います。こ
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れは注文として申し上げておきます。

今、基本法22条を踏まえたお答えが欲しいということで、経営局からお願○上原部会長

いします。

中村委員からお話がありました農地制度の件につきましては、私ど○中尾経営局審議官

もの宮腰副大臣が農地制度勉強会というものを行っておりまして、その取りまとめをした

ということが報道で出ているものでございます。これにつきましては、現在、農政の重要

課題といたしまして、農業の基礎的な経営資源である農地について、政策のあり方をもう

一度見つめ直し、時代に即応した新たな施策に変えていくというようなことが重要な課題

であるという認識のもと、宮腰副大臣の提唱によりまして、農地政策にかかわった経験を

有する者を集めた勉強会を開いたということでございまして、今回その意見交換の成果を

取りまとめたものでございます。

今後、また関係部局による農地政策全般にわたる検討の素材を提供するものというふう

に位置づけておりますけれども、今後の検討に当たりましては、当然のことながら、食料

・農業・農村基本法、それから現行の農地に関係する諸制度、こういったものを踏まえて

検討していくことは当然のことでございますので、ただいまの中村委員からのご指摘にも

十分留意をしてまいりたいというふうに考えてございます。

担い手政策を推進していくという形で、予算なり、あるいは制度、政策が○生源寺委員

組まれているわけです。一方、駒谷委員のご発言にも関係しますけれども、また予算でい

いますと再チャレンジ支援という項目でしょうか、新しく農業に参入してくるような人を

歓迎し、育てていくという、こういう形だろうと思います。いずれも非常に大事なことだ

、 、 、というふうに思うんですけれども 今 水田中心の集落の半分に主業農家がいないという

こういう状況になっているわけですけれども、このこと自体、この５年とか、短い期間で

生じたことではないわけであって、30年あるいは50年近くのいろいろな要素がずっと積み

重なって現在の状況になっているわけです。現在の非常に危機的な状況を変えるために、

緊急的な施策を打つということももちろん大事でありますけれども、同時に長期的にもう

一度長い期間をかけても回復していくというようなことが、もう一方必要だと思います。

その場合に、冒頭申し上げましたけれども、今の担い手政策と、それから、それこそ担

い手の卵として農業に参入してくる方、あるいはもちろん農家の子弟の方でも結構なんで

すけれども、そこをつなぐようなビジョンというものが多分必要なんだろうと思います。

、 、 、そうすることによって 意欲があって 能力を高めるような努力を惜しまない方であれば
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担い手になる機会はすべての国民に開かれているという、こういう農業のあり方というも

のを長期的にはつくっていくことになるのだろうというふうに思っています。

、 、 、 、ややもすると さあ 来年どうする ３年後どうするという話になっていますけれども

長期的には、だれでも次の担い手になることができるような、そういう農業の構造をつく

っていくということが、非常に大事だろうというふうに思っています。したがって、それ

ぞれ施策は独立した形でありますけれども、それを貫く、少し長期的なビジョンというも

のも持っていただく必要があるのではないか、こう思います。

担い手を含めて、農業労働力の確保の問題が出ましたが関連でどうぞ。○上原部会長

女性の担い手に関してですが、女性の担い手を育てようということで、かな○山崎委員

り熱心に記述もされていて、期待もされているようですが、期待だけされて、評価と待遇

をセットにしていただかないと、女性の場合は、いつもただ働きで、なんぼのものなのよ
．．．

という感じになってしまいます。そこのところは特段の注意を払って、セットでぜひ進め

ていただきたいというふうに思います。

担い手の問題を一部含みますけれども、まず、切り方の問題をどのように○陽専門委員

されるかということを検討していただきたいと思います。例えば、担い手としてのアジア

の話が出る。また、今度の予算には、アジアについての予算が出ている。例えばアジアと

いう項目で捉えた報告書の工夫をできないのか。

他の例を申し上げますと 「資料」の３ページに、Ⅰの１は、食料自給率の向上なので、

す。その次、Ⅱの３は地産地消の推進なのです。それから、Ⅲの８は自然循環機能の維持

増進なのです。それから、次にいきますと、Ⅳの３は都市と農村の共生、対流と多様な主

体の参画の促進と、この問題を４つ５つあわせたら一つの切り口として担い手とか何とか

という問題が出てくるような気がするのです。私の言っていることは、実際の現場でやる

ことは大変困難なことかもしれませんが、そういう工夫が必要ではないか。

それから、例えば今度は教育という切り口で農村を見る。それから、今度18年度の場合

には、よく出ておりましたけれども、医療の面から農村を見るという、そういう切り口で

項目をつくっていく。あるいは今の項目以外にそういうトピックス的なものをつくる。そ

。 、ういう切り口であると非常に具体的になるわけです そういう考え方を一つ取り入れれば

また新しい報告書ができるように思うのです。

どうも仕事上、どうしても官庁というのは、それぞれの部門があって、それを並べてい

くようなことが習性になっているといったら失礼ですけれども、もう少し転換すれば、他
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にもいろいろなアイデアはあるのです。今度は安全という問題でどのように切っていくか

とか。そのときには、地産地消も引っかかってくるだろうし、そういう発想で新たに取り

組むと、国民にもわかりやすい。

私も農業分野における労働力の問題、非常に重要なことだろうと思います。○森野委員

基本的な方向は、先ほど生源寺委員がおっしゃったような、若い人が入っていけるような

方向というものをどういうふうに出すかということだろうと思います。

ただ、その前に、先日、愛知県の田原市という渥美半島の３町が合併したまちへ行って

まいりました。このまちは、電照菊やメロンの栽培が盛んで、農業生産額では全国一位だ

そうです。ここ田原市では、中国からの研修生の方を非常にたくさん受け入れているとい

う話を聞きました。そういう実態を少し、既に研修生のような形で受け入れている外国人

の労働力が全国的に今どういう状況になっているのかというようなことも含めて、きちん

と分析整理していただけるとありがたいと思います。

去年も外国人研修生の話は出たと思うんですけれども、先ほど○マクドナルド専門委員

の委員の発言で、外国人、研修生が入っているのですけれども、去年の白書では２行ぐら

いの記述で終わってしまったのですけれども、今回はもうちょっと突っ込むべきだと思い

ます。

今の件につきまして、まずニート対策と再チャレンジ、女性の労働問題、○上原部会長

これは経営局からご発言をお願いします。それから、外国人労働者の件につきましては、

農村振興局でよろしくお願いします。まず、経営局からよろしくお願いします。

まず、最初に担い手に対する考え方ということでございますけれど○中尾経営局審議官

も、現在の農政の最大の課題である安定的・継続的に農業を営む担い手をできるだけ多く

、 、 、 、育成 発展させるということでございまして そのためには 担い手になろうという方に

総合的なサポートをしていくということが必要でございます。そこで、従来いろいろな事

業をやっていたわけですけれども、これを総合化いたしまして、担い手への支援というも

のを総合的にやっていくような事業を、来年度は要求をしております。

その中では、担い手になろうという方々に対するワンストップ窓口をつくって、そこで

経営相談、技術指導、農地の利用調整、そういったことについて一元的に行っていく。特

に農地の団地的な集積ということが必要になりますので、そういった調整にも力を入れて

いこうと思っております。

それから、担い手の方々、最初の資金調達の部分で大変苦労される方が多いということ
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でございますので、金融面での支援、それから融資残というふうなものもある場合がござ

いますので、そういったものについてもご支援ができないだろうかというようなことで、

要求をしているところでございます。

こういった形で担い手育成ということを進めていきたいと思っておりますけれども、そ

の担い手となるべき人材の中で、やはり若い方々、それから女性、それから高齢の方々と

、 、 、いうふうな いろいろな方々がおられるわけでございますけれども 順次申し上げますと

まず若い方々につきましては、いわゆるフリーター、ニートというふうな人たちに農業に

関心を持っていただこうということで、これらの方々を対象といたしました合宿研修や就

業体験を取り組み始めたところでございます。ジョブカフェでありますとか、ヤングジョ

ブスポットというふうな、そういう職業を紹介するような場所があるわけですけれども、

そういったところでの説明会でありますとか、それから学校での合宿研修、それから農業

法人における就業体験などを進めているところでございます。

、 、 、 。それから 女性の関係で 期待とあわせて 待遇とセットでというお話がございました

この女性の担い手対策につきましては、新規就農者、女性農業者と育成確保支援などの既

存の事業がございますけれども、こういった事業につきましても、新しい担い手アクショ

ンサポート事業の中に織り込みたいと思っておりますけれども、この中で、いわゆる、た

だ働き云々というふうなお話も先ほどございましたけれども、我々といたしましては、家

族農業協定という形で、家族の中で協定を結ぶことによって、女性の待遇もきちんと確保

していきたいというふうに考えております。

それから、このほかに、団塊の世代の方々が第二の人生ということの中で農業に携わっ

ていくというふうなことにつきましても、農業のいろいろな知識を身につけられるような

研修でありますとか、就農相談、こういったことを行っているところでございます。

私どもといたしましては、これから長期にわたって農業を担っていただく人たちという

ものを、そういう人材をつくっていくことが非常に重要な課題であるというふうに思って

おりますので、いろいろなニーズにきめ細かくこたえられるような、そのような対応をこ

れからも進めていきたいと考えております。

外国人労働者の受け入れの問題ですけれども、幅広く政府全○齋藤農村振興局企画部長

体の問題として検討していく必要があるのではないか、こう思っております。先般も、関

係府省の副大臣プロジェクトチームでも取りまとめがなされましたけれども、高度の人材

について受け入れを促進するとか、単純労働者については受け入れを認めることはなかな
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か難しい、そういった方針が出されたところです。ただし、高度技能者の受け入れについ

ては、さらに検討を重ねるとか、それから外国人研修制度については、必要な制度の見直

しを図っていくということで、受け入れを進める方向もにじまされているところでござい

ます。

それから、農水省としても適正な研修が進められるよう、国際研修協力機構を通じた制

度の普及とか、受け入れ機関の指導、それから関係団体、全農とか全中、農業会議所等と

も連携を図っていきたい、このように思っています。

それから、研修には、在留資格で研修という位置づけで１年以内という研修と、それか

ら技能実習といいまして、特定活動という形で、最長３年間までというような研修等がご

。 、 、ざいます 外国人の研修生の実態ですけれども 農林水産･食品産業分野におきましては

研修生につきましては、平成16年度で約１万4,000名、それから技能実習生は平成16年度

で6,300名ぐらいで、対前年度比、どちらも約３割以上増えております。今後とも研修生

の受け入れというのは積極的に進めていく必要があろうかと思っております。

以上です。

陽専門委員の切り口の件について、情報課長からお願いします。○上原部会長

陽専門委員のご指摘、ある意味ではごもっともといいますか、非常にい○中村情報課長

い考え方であると思います。一方で、基本計画を軸に簡潔に整理していくということもご

ざいますので、動向編も含めて、白書全体としていかに国民の皆様にわかっていただける

ような整理ができるかということを、少し検討したいと思います。

今、家族経営協定の話が出ましたのでひとつお願いしたい。確かに女性の地○中村委員

位の向上とか、ただ働きというのは、かなり解消はしてきていると思うのです。我々も昭

和38年に当時の家族協定農業の要綱をつくって、その後ずっと改定をしながら積み重ねて

きましたけれども、どうしても解決できない問題が一つあるのです。これは、農業だけで

はありませんけれども、女性の財産権をどうするかという問題にぶち当たるのです。これ

は一般の肉屋でも、八百屋でも同じような問題を持っていまして、これは法人化しても解

決できない問題であります。民法の寄与分はできましたけれども、それでも不十分さがあ

るので、女性の財産権について、もう少し家族経営協定の中で何かできるのか、できない

のかというところにいきませんと、女性の問題はなかなか解決できないと思います。とい

うことで、ひとつご検討をお願いしたい。

、 。 、○山崎委員 女性としては すばらしい応援のご意見でありがたいと思いました ですが
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これは女性の問題だというふうに認識されると、とても困るなという気がしています。ま

た、後で申し上げようと思っていたんですが、男女共同参画の問題というのは、かなり特

殊な問題です。私もここの場所に来るようになってちょうど１年がたちます。最初に来た

ときにとても驚きました。委員の中に女性は何人かいるのですが、周りを囲んでいるのは

圧倒的に男性で、男女共同参画のことをご理解いただいていないとは思いませんが、この

中で発言していくというのはとてもしんどいものがあります。これは農村社会の現場でも

同じことになっていると思います。ここでは、とりあえずいろいろな知識もある、それこ

そいろいろな方たちが集まっている中でも、私はかなりこの意見を言っていくのはしんど

いです。農村地域ではもっとかなという気がしています。

つまり、私はここで農村社会における男女共同参画推進という項目を一つきちんと取り

上げてほしい。つまり、男女共同参画というのは、それ自体が目的のところだったらいつ

も優先順位が高くなるのですが、それ以外の席や場所では、絶対に主目的ではないという

ことで、いつもいつも終わりの方に回されてしまうんです。でも、男女共同参画というの

は、メーンの目的といつもセットでないと解決しない問題なのです。ということで、ぜひ

一つ項目として上げていただきたい そんなふうに思っています これは基本法の26条 女、 。 （

性の参画の促進）にも明記されていることですので、ぜひそこのところはご検討いただき

たいと思います。

中村委員の問題も含めて、経営局でどう考えていきますか。○上原部会長

まず、実態を申しますと、農業就業人口の中で女性の占める割合と○中尾経営局審議官

いうのは、現在53％ということで、過半が女性なのですが、例えば農業委員の中に占める

女性の割合は４％、それから農協役員で1.5％、それから認定農業者の中でも２％という

形で、現状を申し上げますと、実は人数としては過半を占めている女性が、農村の中での

いろいろな役割、役職などから見ますと、まだまだ数字としては低い水準にあるというこ

とでございます。

これにつきましては、私どもでは、農業・農村における男女共同参画を進めていくとい

うことで、いろいろな取組をこれまでもしているわけでございますけれども、中村委員の

、 、おっしゃった財産の問題につきましては なかなか難しい課題を本日お聞きしましたので

これはいずれにしても勉強させていただきたいと思います。

外国人研修生のお話なのですけれども、先ほどの説明では研修生の研修期間○駒谷委員

は１年で、技能実習は３年ということなのですけれども、私も受け入れをしたことがあり
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ますが、１年の研修期間では日本の方でもなかなか大変なのです。外国人には言葉の壁が

あります。農業にもそれぞれ専門の用語がございますので、その辺を理解できるまでに半

年は必ずかかるのです。

そういう意味におきまして、教える側も、教わる側も１年では到底無理なのです。です

から、少なくとも研修生についても２年から３年、あるいは技能実習については５年ぐら

いのスパンできちんと研修ができるように検討いただきたいですし、先ほどお話したよう

に、単純労働者の問題も、本当に今、消費者の皆さんのニーズが無農薬、減農薬というふ

うに安全・安心に向かっているのです。それにこたえようと私たちがすればするほど人間

の労働力が必要なのです。農地の面積は変わりませんから、本当に大変な思いをしながら

やっているというのが実態で、その辺も十分ひとつお考えいただきたいと考えています。

先ほど１年、３年というふうに申し上げましたが、実際、研○齋藤農村振興局企画部長

修の期間を延ばすことを要望されている方もいらっしゃいます。国際研修協力機構その他

関係機関等にも、そういうご要望があるというのはお伝えしたいと思います。

、 、 、○伊藤委員 働く人の問題なのですけれども 働き手がこれから必要だという中で 私は

先日、福祉の仕事をやっている方に話を聞いたのですが、知的障害を持った方たちという

のが、実は単純作業というようなものを大変熱心にやる能力を持っている人が多いといい

ます。例えば、ワインをつくっているある地域では、ワイン用のブドウを日に当てる仕事

ですとか、瓶を回す仕事とか、そういった仕事に知的障害の方が参画して成果を上げてい

るという事例や知的障害を持った方たちの作業場というのが、今はまだ非常に少ないので

すけれども、そういった作業場で地域の、例えば釧路ですと海産物を袋詰めするという作

業を作業場でやっていたり、あるいは全国の作業場の中で農産物の加工品をつくったりし

ているのです。ただ、それは福祉という分野の中での知的障害を持った人たちに何かやら

せておけというような、本当に売れるもの、売るものをつくるという形になっているもの

は、まだまだ少ない現状の中で、大変小さい農業のサポーターではありますけれども、こ

ういった障害者の方たちが参画している事例というものがあれば知りたいなということが

一つあります。

それから、今回この白書とか施策を読んでいると、農業とか、大きな農村という取組に

ついては大変よくわかるのですが、小さな、私自身の自分なりの言い方で申し上げると、

自立型農家というか、例えば何か一つの品目だけ大量につくっている農家ではなくて、農

家として自立していく、農家の中で小さな循環型のビジネスをしていくというような、ほ
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かの事例でいくとＳＯＨＯみたいなものなのですけれども、こうした自立型の農家をやる

。 、ためにどうしたらいいかということがよく見えてこないんです 一つ一つの事例はあって

、 、例えば担い手のための相談があったりとか 農業をやるところでの施策があったりという

一個一個縦割りになっているものはあるのですけれども、例えば自分の家族で自立した農

家をやりたいというときに、どんなスタイルが考えられるのかというような、お手本とな

るようなスタイルというのがどこかで表現できないのかということを、見ていて思いまし

た。

それでは、今の問題、経営局でお答え願います。○上原部会長

１点目の知的障害者の事例について、何か持っているかということ○中尾経営局審議官

でございます。現在そのようなデータは手元にございませんので、これはあるかどうか含

めて、調べさせていただきます。

それから、後段の自立型の農家というイメージが私には正確に理解できないのですけれ

ども、どのような農業の形をやるのかということについては、それは農業経営を始めよう

という方が、何をしたいかということが基本になりつつ、実際にいろいろな農業の技術で

ありますとか、制度であるとか、そういったものをちゃんとアドバイスできる人が必要だ

ろうと思っております。現在、全国の市町村、それから都道府県に約1,000カ所、担い手

の育成のための協議会というものがございまして、これが実は余りご存じない方というの

も多いものですから、今回わかりやすくワンストップ支援窓口ということで、そういう窓

、 、 、口をつくりまして ここでいろいろな知識を持った人 例えば農地の問題でありますとか

経営の問題でありますとか、そういったことがわかった人にアドバイスをしていただくと

いうふうなサポート体制をとることとしております。具体的には、そういうところでのご

相談ということになろうかと思います。

実は、我々の方で、例えば稲作であるとか、施設園芸とか、いろいろな経営の類型ごと

に、こんなものが望ましいみたいなものはつくっておりますが、多分おっしゃるのは、そ

ういうものよりは、もう少し違ったタイプのものだと思いますので、これは何かモデルが

あってということではなくて、個別にご相談をいただくような形が、ご相談された方にと

って一番いいのかなというふうに思います。

員 農家の方たち、これは去年も話題に出たんですけれども、問題になっている○伊藤委

ところは、物をつくった後の販促、ＰＲというのをどういうふうにやったらいいかという

ことを、自立型という言い方をする中では、先ほどお話があったような経営ですとか、技
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、 、 、術の支援はあるのですけれども 実際に商品開発ですとか それから加工技術ではなくて

デザインであるとか、それからプロモーションですとか、宣伝とか、そういったことに対

するソフトの部分での支援というのが余り見当たらないような気がするのです。そういっ

、 、 、 、た意味で 農家が自分で米をつくったら その米をインターネットで販売して ＰＲして

何してという、そういったトータルなライフスタイルができるような支援というのがある

といいなというふうに思いました。

捨てている野菜がいっぱいありますので、捨てないで、農家の奥さんたちが加工品をつ

くるとか、そういった、加工場をつくらなくてもできるようなことができないのかなと思

います。

マーケッティングというのは、個別企業の問題であり、どこがこれをどう○上原部会長

、 。支えるかという課題はありますが この課題は検討事項にさせていただきたいと思います

次は農村にいきます。しかし、農村とそのほか横断的な問題、これを含めて議論したい

と思います。

実は、このたびの直接支払いのときに、農村地帯では、皆さん複合的にすべ○駒谷委員

ての農産物を対象にして直接支払いがあるというふうに理解していたんです。ところが、

今は畑作４品とか、稲作地帯ということで、今のお話にも関連があると思うのですけれど

も、農村で農業をしようとすれば、有畜農業、家畜を飼ってふん尿を堆肥にして農地に入

れるというようなことで、どうしても複合的になるのです。そういうことに対して、今後

そういう農家単位の直接支払いを検討していただきたいと思います。

横断的な話にさせていただきます。連携というキーワードで４つほど、白○陽専門委員

書をつくる上での考え方を持っていただけたらいいなと思います。

まず１点目は、昨年も出していただきました「農と医療」です。例えば、昨年は千葉大

学の例でその話が出ていて、この話をもっと進化することによって、農水省の特徴がさら

に出てくるだろう。

２点目は、農水省と厚生省の連携の話ですが、きょうは技術会議からもいらっしゃって

いますが、鳥インフルエンザの話が、今度の白書に大変よく出ておったんですが、このイ

ンフルエンザの話は、ヒト－ヒトインフルエンザになる前に、また大きな問題が出てくる

と思いますけれども、それを農水省が主導権を持ってお書きになることをぜひやっていた

だけるといいのではないか。

それから、３点目は、農水省の話と、県あるいは市の政策の問題が、私にはよく読めな
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いのです。多分、一緒にうまく書いてあるのだろうと思いますけれども、その辺の話が白

書の中には余り見えなくて、農水省が勝手にと言ってはおかしいのですけれども、市は市

なり、県は県なりの、それぞれの方向性があるのだろうと思うのですが、それがなかなか

うまく融合していない。

それから、４点目は、先ほどから出ている労働力と生産の問題というのは、非常に重要

な連携を持っているわけだけれども、本当に現場にいらっしゃる方がこれほど労働力の問

題を話していらっしゃるわけですから、この労働力と生産という連携の項目を一つ立てて

いただかないと、白書にパンチが見えない。

都市と農村の共生・対流ということに関連してお話をさせていただきます。○里吉委員

１つは、先ほど政策評価という中で、都市と農村の共生・対流、グリーンツーリズムとい

うことの政策の達成度ということが「Ｃ」ランクというお話がご紹介されたんですが、私

個人としては、都市と農村の共生・対流というのは、農業振興全般にわたる非常に重要な

キーワードだと思っております。それが今回の予算、あるいは政策の中でも、グリーンツ

ーリズムということに非常に重点を置かれている。この傾向はここ数年ほとんど変わって

いないわけです。私としては、もっと多様な都市の資源、これは人材もありますし、資本

もあります。そして、技術もあります。情報もあります。これらと農村がもっともっと活

。 、発に対流する 先ほど伊藤委員から商品開発あるいは販路開拓というお話がありましたが

これらの情報や技術は農村にはほとんどないわけです。これは都市に偏在しております。

ここらあたりをもう少し考えていくべきではないか。白書の中でも、都市、農村の共生・

対流については、多様な要素を含ませて表記していくべきではないかというふうに考えま

す。

もう一点、先般、経済産業省の方と、農工商連携ということについてお話をいたしまし

た。これはどういうことかというと、経済産業省が、農業と工業、彼らが得意とする工業

と商業ですけれども、これの連携に100億円ぐらいの規模の予算を現在考えている。確か

に、農産物、一次産品は農水省のテリトリーかもしれませんが、それが食品等にかわった

場合は、これは経済産業省、あるいは人材支援、彼らは中小零細企業の支援のソフトウエ

アは膨大なものを持っております。先ほどから農業経営というお話が出ておりますけれど

も、経営を持続的にフォローアップしていく体制というのは、農水省の中にどれだけの政

策が用意されているのか。そこらの展望等はどうかということについても、白書の中に触

れていただきたい。
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以上、２点を申し上げたいと思います。

私は、駒谷さんほどではないんですけれども、農村に暮らして○マクドナルド専門委員

います。春までは7,000人の町で、今は市町村合併で宮城県では大きな市となってしまい

ました。農村の振興、この項目を見るときには、都市と農村との共生とか、ほかの項目も

大切で言うまでもないことでしょうが、今、農村で暮らしていて感じているのが、合併問

題が農村の振興にどのような影響を及ぼしているのか、今後どういうふうに及ぼしていく

のか、かなり大きな課題だと思っているのです。それが農村の振興の中で分析できたらい

いなと思います。

余談ですけれども、この間、宮城県石巻市で開かれた市町村合併のフォーラムに行きま

した。その中で、石巻市の漁民から「今度、農民と我々はどうやってつき合っていけばい

いのか」といった声が聞かれ、漁民と農民は全然違う人種という感じで、漁村と農村がど

う共生していくのかみたいな議論やディスカッションがありました。これは今、中央から

促進されている合併の中での姿であると思うのです。

また、農村の振興の中で、動物災害（鳥獣害）を入れていいかどうかわからないのです

けれども、私は農業ごっこしかやっていないのですけれども、私の村には猿も住みつき、

おいしい野菜を食べることによって猿の出産率がどんどん高まっていくばかりです。これ

は人間の社会が動物の生態系を崩したことによって生じた問題で、山村が悪化していく中

で、農業・農村の振興を語るときには、この問題は避けられないのではないかなと思いま

す。以上です。支離滅裂で申しわけないです。

皆さんからいろいろなご意見が出ましたけれども、そのご意見を踏まえて○上原部会長

積極的に今後の施策編の作成に取り込んでいくということにしておきまして、この段階で

必要なものについて、事務局から情報を提供していただきたいと思います。

前と関連している問題でない限り発言をお認めします。前に言った問題は除いてくださ

い。

都市と農村の交流の件なんですが、実は、２つ以上にまたがって都市と農村○山崎委員

の交流の何か事業をしたいと思うときに、実は今、取り組んでいるのですが、県をまたぐ

となかなかうまくいかないのです。この場合の予算の執行や事業をすることについて、こ

れは質問です。

今の問題を含めまして、都市との共生・交流、これは農村振興局の問題で○上原部会長

あると思いますので、お答えをお願いしたいと思います。
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都市と農村の共生・対流について、ご説明申し上げます。ご○齋藤農村振興局企画部長

指摘のとおり、これからは幅広く、いろいろな資源を活用して進める必要があろうかと思

。 、 、 、っております 単に施設の整備とか そういうことではなくて 都市住民と連携するとか

そういったことを一層進めていこうと思っております。来年度の予算で申し上げますと、

広域連携といいまして、ソフト事業で、例えばＮＰＯとか、大学とか、いろいろな機関が

ございますから、そういうところのアイデア募集をして、都市と農村を結びつける。そう

いったコンペ、企画力で競争するような仕組、それからハードでいいますと、例えば農村

地域が交流するために都市に施設をつくるときの補助、今度は都市側が農村に施設をつく

るときの補助とか、そういうように、幅広く進めていきたいと思います。

それから、経済産業省との連携でございますけれども、私どもも打ち合わせをさせてい

ただきまして、伝統工芸とか、地域の資源を活用して活性化をやろうという経済産業省の

プロジェクトがございまして、私どももどういう分野が協力可能か、そこを詰めていると

ころでございます。

それから、合併問題ですけれども、ご指摘のとおりでして、3,000市町村が2,000になり

ますと、今度、市町村の中で過疎、過密というような問題があります。中心市街地、役場

があるところは栄えますけれども、農山村は過疎という問題が一つの市町村の中でもあり

ます。そういった場合に、何十キロに及ぶ場合もありますので、その中で事業を仕込む場

合には、工区単位であるとか、それから中で交流を深めるとか、そういったことが大きな

テーマかなと、このように思っています。

それから、２つの県をまたいでといった場合ですが、確かに現実的にはそういう問題が

あろうかと思います。それは、農政局は一つですので、構想の段階で市町村とか県がよく

連携して同時に上げていただければ、そういうことは可能ですし、私どももこれからは県

をまたいだプロジェクト、事業も大いに進めていく必要があろうかと思います。

一つの例で申し上げますと、鳥取と広島、岡山、中国山地あたりですけれども、ああい

ったところで、連携を図るとか、事業を一緒にするとか、そういった例もございます。こ

れは私どもも気をつけなければいけないと思いますけれども、ぜひとも県とよく相談して

いただき、農政局とも同時にやっていただくとともに、私どもも心して進めれば可能だと

思っております。よろしくお願いします。

それでは、食と医療、いくつか陽専門委員から発言がありました。これは○上原部会長

情報課からお願いします。
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陽専門委員、それから里吉委員、いろいろな切り口なり、整理の話があ○中村情報課長

りましたので、できるだけ工夫してまいりたいと思います。基本的には、動向編での、例

えば食と医療の関係では、昨年度版でも動向編で記述させていただきました。さらに、た

だいまのご指摘を踏まえて、どうやったら充実できるか考えたいと思います。

それから、地方公共団体の関係は、特にコラムにおいていろいろな取組、国との関係を

際立たせながら、紹介しているところですが、そういう中で、さらにどういうふうにでき

るか、考えてみたいと思っています。

それから、連携につきましては、何点か今年のものでも、最初に各省庁の取組を横断的

に紹介したり、または体系図をつけるとか、工夫しておりますけれども、取組がだんだん

増えておりますので、白書においてもそういう部分が増えていくだろうなと思っておりま

す。

それから、鳥インフルエンザの問題がありましたので、そのお答えをお願○上原部会長

いします。

この問題は、リスク管理の問題になってくると消費○伊地知技術会議事務局研究総務官

･安全局なんですけれども、鳥インフルエンザの研究、技術開発について、私ども技術会

議でもちろんやらせていただいております。

今、騒ぎになっているのは鳥インフルエンザから変異をした新型インフルエンザ、これ

は鳥からヒト、ヒトからヒトに感染することになったら大変だということで大きな心配に

なっているわけです。日本の場合には、鳥からヒトへと感染する可能性は極めて低い状況

になっております。農林水産省では、鳥インフルエンザの段階でこれを的確にたたく、防

圧するということで、いろいろなリスク管理措置をやってきております。一昨年、昨年と

も短期間に国内での鳥インフルエンザについての防圧はしっかりやったというふうに考え

ていまして、これらの内容等についての記述は、もちろん農水省が主体的、主導的にやっ

ていくことになります。私ども技術会議では、その早期診断技術の改善、あるいは鳥のイ

ンフルエンザのワクチンの開発等リスク管理措置を的確にやっていくための研究等につい

てやっております。

新型インフルエンザに変異した場合には、ヒトからヒトに感染するという段階でのリス

ク管理というのは厚生労働省がやりますので、私どもは厚生労働省と連携をして、特に鳥

インフルエンザの部分については農水省が主体性を持ってやっていきたいというふうに考

えております。
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ちょっと戻ってしまうのですけれども、省庁連携の情報化について、地域の○伊藤委員

情報化ということで、今 「ｅ－むらづくり」というような事業をやっておりますが、こ、

の農山漁村地域の情報化ということとＩＴ活用というのは似ているけれども、すごく違う

ものだと思うのです。

ＩＴをどういうふうに活用しているかということで、施策の中ではトレーサビリティー

、 、 、 、 、というのが上がっていますが 先ほど申し上げたように 流通ですとか 販路開拓 ＰＲ

コラボレーション、情報開示というようなテーマがあるので、できれば農林水産省として

、 。の地域情報化 ＩＴ活用という項目を１つ上げていただけないだろうかというお願いです

これは確かにやっているはずですが、念のため農村振興局からお願いしま○上原部会長

す。

ＩＴ化につきましては、総務省とも連携をとりながらやって○齋藤農村振興局企画部長

おります。私どもも事業のメニューとしてそういったことがございます。

それから、ＩＴを進める場合の問題点として、やはり農村部におきまして非常に専門的

になりますので、単にハード事業だけではなかなかうまく進まないと思っております。来

年度予算要求しているところなのですが、ソフトとハードを連携する、具体的にいいます

と、ＩＴを駆使してどういった村づくりをして活性化するのか、それから、先ほど伊藤委

員がおっしゃいましたけれども、販路の拡大とか、どういった情報が必要かとか、要は、

ＩＴを使うための構想、ビジョンづくり、それから非常に専門的な知見が必要ですので、

アドバイザーを派遣するとか、そういったような仕組みを構築して、ハード、ソフト一体

となって進めていきたい、このように思っております。

この辺で動向編の説明に移って、今までの問題を含めて動向編でできる限○上原部会長

り質疑の時間をとりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、情報課長か

ら動向編の説明をお願いします。

参考資料１「動向編作成に当たっての考え方（案 」を簡潔にご説明し○中村情報課長 ）

ます。

年々の食料・農業・農村の特徴的な動向を、最新の統計データとか、それから事例の分

析、検証を通じて浮き彫りにするというものでございます。そういう前提のもとに 「１、

基本的考え方」ですけれども （１）にありますように、国民の理解の促進に役立つよ、

う、簡潔にわかりやすく情報提供するということにしております。

その際、現在考えられる留意事項として （２）として３つ掲げてございます。１つ目、
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は、基本計画のもとでの主要政策課題にかかわる最近の動向、主要施策の推進状況、それ

から農村現場や各主体の具体的な取組状況を明らかにしつつ、分析・検証を行いますけれ

ども、特に注目したいことといたしまして、先ほど大分議論がございました食料自給率の

向上、それから経営所得安定対策等実施要綱が決定され、進展が見込まれるのではないか

と思われます担い手の育成確保とか、品目横断的政策への転換、それから地域資源の保全

管理政策、そういうものがあるのではないかということでございます。

２つ目は、食と農の関係については変わらないテーマであろうと思いますけれども、そ

のような関係がどうなっているか。３月に食育推進基本計画が策定されたというような状

況もあります中で、生産者と消費者との交流の促進とか、消費者ニーズにあわせた農業生

産、そういった関係する取組がどうなっているかについて、紹介、分析ということを念頭

に置きたいということです。

それから、３つ目としましては、最近の経済動向、全体的には景気回復が続いていると

いわれていますが、地域によってはいわゆる格差があるともいわれておりますので、農村

地域の状況を把握しつつ、活性化に向けて攻めの視点に立った新たな可能性を追求してい

るような取組とか、地域資源を上手に生かした挑戦等の紹介・分析にも光を当ててみたい

ということでございます。

以上を前提に、２としまして、分野ごとにはどうかということを掲げてございます。ベ

ースが食料・農業・農村基本計画ですので、分野も食料分野、農業分野、農村分野という

ふうに分けてございます。ざっと項目だけですけれども、食料分野では、①で安全とか信

頼の関係、それから②としまして、先ほど出ました食と健康の問題とか、地産地消の話、

③としまして、食料ですから、輸出入ということがありますので、国際的な関係。次に、

農業分野としましては、集落営農を含む担い手、その経営の話、それから耕作放棄地を含

む土地の関係の動向、ページをめくっていただきまして、③としまして、構造の問題と品

目横断的経営安定対策の取組状況、④といたしまして、競争力とか、高付加価値化、知的

財産とか革新的技術ということが最近注目されていますけれども、そういうことと環境保

全型農業、それから５番目としまして、品目別の生産とか消費の動向ということです。

農村分野としましては、少子高齢化、昨年は団塊世代ということに少し光を当てました

けれども、農村社会の状況、それから食と農の連携とかクラスターの話。③としまして、

農地・水・環境保全向上対策の取組状況なり、最近かなり注目されておりますバイオマス

の利活用。④としまして、都市との共生・対流の取組等々ということを、これに限るとい
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うことではなくて、こういうことは忘れないということでございます。

それから 「３ 作成上の留意事項」を書いています。これは毎年いろいろなところで、

も言われておりますことを忘れないぞということでございます。コラムとか、取組事例を

適宜掲載しますとか、イラストの活用。それから長い文章は嫌われますし、カタカナ用語

ではわからないということも言われますので、できるだけ平易にしたい。分量が多くなっ

てはいけませんのでメリハリをつけること。なかなか難しいのですけれども、念頭に置き

たいということです。

先ほど施策編のところで出されたご意見は、動向編で受け取るものが結構多かったので

はないかなと思っております。いただいたご意見は、施策編でやれるものはそちらでやり

たいと思いますが、そうではないものはこちらで掘り下げる、先ほどの意見をこちらでも

受けるということでご理解いただきたいと思います。

以上です。

先ほどの施策編で出された問題は、ここでもかなり受けとめることができ○上原部会長

ます。そのほかに皆様方からぜひこれを入れてほしい、こういう考え方をしてほしいとい

うご発言をお願いします。

先ほどの施策編のところで触れた話で、動向編の中で深掘りしていただきた○森野委員

いのは、先ほど労働力で研修生の話をしましたが、研修生以外に、もう少しハードな農林

畜産業の現場で、ビザのないワーカーの方もかなりいるんじゃないかなと思うんです。そ

のあたりについて、少し、どこまで書けるかは別にして、きちんと、少なくとも議論はし

た上でどう表現するかというのはまた別の話ですから、きちんと一回実態把握は役所とし

てしていただきたい。どう表現するかはまた別ですが、それは議論していただきたいとい

うのが一点です。

それから、もう一点、これは全然別の話ですが、去年、白書をつくるときに、いろいろ

と議論する中で、トピック、心がけとしては、本日、情報課長が３点目にお話しになった

わかりやすい、心がけはそれでいいのですけれども、具体的には、去年の白書で紹介した

兵庫県豊岡周辺の農家によりコウノトリを放鳥できるようになったという取組 「これこ。

そ今の農政の最先端の話ではないか」と私が言ったところ、202ページに５行にわたって

ご紹介いただきました。その後、国土交通白書というのが出まして、それを見ていました

ら、そこにはちゃんとコラムの事例で、丸山川の中の自然再生と、国土交通行政とそれほ

ど直接関係ないのですけれども、秋篠宮ご夫妻を招いて放鳥を行ったということが、写真



- 32 -

入りで、コラムになっているのです。心がけとしてやるというだけではなくて、何を取り

上げるかとか、そういうのは一つの、いかに国民にアピールするかということですから、

取り上げる素材のようなものをきちんと、その辺はよりセンスを磨いて編集に当たってい

ただきたいと思います。

以上です。

これからセンスを磨くように頑張ります。○上原部会長

しつこく申し上げます （３）の農村分野のところに、ぜひ農村社会におけ○山崎委員 。

る男女共同参画を入れてほしい。

それから、家族経営協定についての分析をそろそろきちんとやるべきではないか。多分

それをすることによって、いろいろな課題が見てくると思うのです。ぜひそれもその中に

一つ入れてほしい。そのことを申し上げます。

私は食料分野のところで、消費者の信頼確保に向けた取組というところです○大木委員

けれども、表示のことです。これは外食が身近な食の場として一層安心して利用できるよ

うにというのを、私どもも要望をいたしまして、昨年、外食における原産地表示のガイド

ラインができました。それが果たしてどんなふうに普及しているのかということを、私ど

もも実際に調べてみたいと思いまして、今年の６月に1,200人を対象にして、普及の度合

いとか、それからガイドラインの認知度も調べてみましたが、まだまだということもあり

ますけれども、本当に外食で原産地が知りたいと思う人は84.3％もおりました。その中で

も何が知りたいんですかといいますと、やっぱり牛肉です。いろいろな問題があったもの

については多くて、牛肉と、それからその次に野菜というのが上位だったんです。

これを、せっかくの政策でガイドラインとしてつくってもらったものをこのままにして

はいけないと思うので、私の団体としては、もし表示がなかったときには、地産地消にも

関係ありますし、自給率にも関係しているということもあって 「どこの産地なの？」と、

聞くように、一声運動というのを今、始めたところなのです。ぜひ、こういうものが消え

ないように、ここにいらっしゃる皆様方も、どこかレストランに行ったときも 「自給率、

はどうなの？」とか 「書いてある？」とか 「産地はどこなの？」とか、そういう声をか、 、

けていくことによって、業界の方も、そうすればこれをしなければというふうになって、

おのずと原産地表示というのが連携をすることによってできてくると思いますので、こう

いうことも書き添えていただければと思っております。

今日は自然環境とか、環境保全型農業のお話は余り出てこなか○マクドナルド専門委員
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、 、 、 、ったのですけれども また支離滅裂な余談の多い発言で大変恐縮ですけれども 実は 今

環境省で客員研究員としてＩＰＣＣの気候変動に関する政府間パネルの第４次評価報告書

の政府レビューにかかわっているのです。内容は具体的に言えないのですけれども、大ま

かにいえば、以前にはないほど資料の枚数でフーズセキュリティーと地球温暖化、気候変

動現象を取り扱っています。環境保全型農業の推進、また地産地消を考えるときには、こ

れは飛びつきであるかもしれないのですけれども、京都議定書との結びつきは、この農業

白書の中では不可能であるかもしれないのですけれども、地産地消とか、どうしてここで

つくられた農産物が地球温暖化防止になるかというと運送の裏にあるＣＯ 排出量とか、２

そういった数字が出てきたら消費者には違う視点で地産地消を考えるチャンスになるので

はないかなと思います。

例えば、携帯電話で経路検索をするナビタイムというサイトで、今から東京から青森ま

で行きたいと検索すると、ＣＯ 排出量がぱっと出てくるのです。消費者には国産のもの２

を食べた場合のＣＯ 排出量と、海外からの輸入品の場合のＣＯ 排出量みたいな、ああい２ ２

う数字が出てきたら、今までにないような、また味が出るのではないかなと思ったりして

います。

以上です。

先ほど政策評価の話が少し出ましたけれども、気をつけなければいけない○生源寺委員

のは、政策に帰することのできない要因で変化することがあるような項目があるかと思い

ます。例えばコストの場合に、要するに賃金が下がればというようなこと、これは農政で

はなかなかいかんともしがたいところがあるかと思います。ここのあたり、ただし書きな

り、少し注意深くということが必要かと思います。

動向編ですけれども、施策編について申し上げたことと絡んで、担い手ができ上がって

いくキャリアパスのモデルのような、そんなにたくさんおられるというわけではないかと

思いますけれども、少し典型的な例を紹介していただくようなことがあるといいかなと。

それから、もう一つは、これはそういう形で盛り込んでいただきたいということでは必

ずしもないのですけれども、農林水産省にある情報で既に確認されているかどうかわから

、 。ないのですけれども 先ほど農村で少子高齢化の進展しているというふうにあるわけです

これは確かにそのとおりなのですけれども、農家あるいは農家らしい農家について、少子

化というようなことが同じように進んでいるのかどうか。私の知る限り、しっかりとした

経営をしている方は、割と家族の世帯員が多く、ハッピーに生活されている方が多いとい
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う印象を持っているのですけれども、これが果たして数量的に裏づけられるものかどうか

というあたり。できるか、できないか、わからないのですけれども、よろしくお願いしま

す。

動向編でぜひ入れていただけないか、検討していただきたいことでいうと、○伊藤委員

農業ベンチャーの事例というのを採り上げてもらえないか。例えば、昨日、ミクシーとい

、 、 。 、う会社が上場しまして 時価総額2,000億円といわれていますが 社長は30代です 農業

農政関係の事例を聞いていると、団塊世代とか、シニアとか、高齢者に対してのお話が大

、 、 、変多く 実際農家の方も平均年齢は60代を越えている方が多いと思うんですが その中で

30代で新しい試みをしているとか、二代目で転換している事例なども、私もいくつか耳に

しております。こういった若い成功事例というのをぜひ見つけて、動向編の中でご紹介い

ただけないかなと思います。

予定の時間が過ぎております。私の司会も余りうまくなくて時間が延びて○上原部会長

申しわけございません。ここまで頑張ってくれた皆様方に改めて感謝したいと思っており

ます。本当にどうもありがとうございます。それでは、これからの日程等について、事務

局からよろしくお願いします。

たくさんのご意見をいただきましたので、それを踏まえまして、施策編○中村情報課長

と、特に動向編に関するものが多かったと思いますが、作業を進めて、次回提示したいと

思っております。次回の施策部会の日程につきましては、既にご案内しておりますけれど

も、11月20日月曜日の午後２時から、同じこの会場で予定しております。内容としまして

は、ただいまのご意見等を踏まえて、もう少し細かいものをご審議いただけたらという予

定でございます。

それでは、事務局におかれましては、本日の議論を十分踏まえまして、施○上原部会長

策編と動向編の作成に当たっていただきたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。これで閉会します。

－ 了 －


