
食料・農業・農村政策審議会第17回施策部会議事録

日時：平成18年３月14日（火）10：00～12：00

場所：三田共用会議所第４特別会議室

○上原部会長 おはようございます。

まだ全員そろっていませんが、定刻になりましたので、第17回施策部会を開催したい

と思います。よろしくお願いします。

本日は「平成18年度食料・農業・農村施策」及び「平成17年度食料・農業・農村の動

向 、これはいわゆる動向編と言われております。この２つについて、ご審議をお願い」

したいと思います。

本日は八木委員と里吉委員がご欠席でございます。あとそのほかに遅れて見える委員

もございます。

また、本日の施策部会は公開されておりますので、一般公募による傍聴の方もお見え

になっております。

なお、資料や議事録等についてはいつものとおりすべて公開となっておりますので、

これを踏まえてご議論していただきたいと思います。

本日はご多忙のところ、小斉平大臣政務官にご出席いただいておりますので、政務官

からごあいさつをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○小斉平政務官 皆さん、おはようございます。

食料・農業・農村政策審議会第17回施策部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ

を申し上げたいと思います。

委員の皆様方には、大変ご多用中のところ、ご出会を賜りましたことにまずもって心

から厚く御礼を申し上げたいと思います。

皆さんご承知のとおりに、我が国の農業、農村は国際的にも国内的にも最も重要な時

期を迎えているところでございます。国際的にはＷＴＯの交渉がありまして、私どもの

中川農林水産大臣におかれましては、国会審議の合間を縫って週末はほとんど海外で、

このＷＴＯの交渉に出かけております。まさに不眠不休で取り組んでいるところであり

ます 「守るところは守る 「譲るところは譲る 、そしてなおかつ「攻めるところは攻。 」 」

める 、我が国の農業・農村を守るという強い姿勢でこの交渉に臨んでいるところでご」
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ざいます。

国内的には、基本計画に基づく経営所得安定対策等大綱、まさに戦後最大の農政の改

革といっても過言ではありません。この大綱を強力に推進すること、その取組が最も重

要であるという認識に立っているところでございます。

このため、農林水産省並びに政府におきましては、本日ご審議を賜ります平成18年度

の食料・農業・農村施策、これの着実な実行を図ることが極めて重要であると、このよ

うに考えているところでございます。

上原部会長をはじめとする委員の皆様方には、幅広いご意見を賜りまして、忌憚のな

いご意見も賜り、実りのある審議をしていただきたいと心からお願いを申し上げまして、

挨拶にかえさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○上原部会長 政務官におかれましては、ご公務のため、ここで退席されますので、よ

ろしくお願いします。

それでは、審議に入ります。

この施策部会では、食料・農業・農村施策について議論する場でございますが、基本

法第40条に基づき、食料・農業・農村の動向を考慮して作成されることになっておりま

す。

そこで、いわゆる動向編と平成18年度施策について、事務局からまずご説明を受けた

いと思います。それから、動向編は幾つかの章に分かれておりますが、いつものとおり、

この章ごとに動向編を踏まえて、動向編と一緒に施策を議論していただきたいと思いま

す。

では、事務局に説明をしていただきますが、非常に難しいことですが、短く説明して

もらっていいのか、長く説明してもらっていいのか、２つに意見が分かれます。ゆっく

りしっかりと説明してくれというのと、もう読んでいるから説明はなるべく簡素にとい

う２つの要望があります。この調整は事務局の知性にお任せします。情報課長、よろし

くお願いします。

○齋藤情報課長 情報課長でございます。本日はよろしくお願いいたします。座って説

明させていただきます。

資料をご確認いただきたいと思います。

お手元に資料１、２、それから参考資料として１から３まで配付しております。ご覧

ください。
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説明にあたりまして、説明方法については部会長の提案の中間といいますか、できる

だけシンプルにということで、若干早口で進めていきたいと思います。できれば議論を

多くしていただきたいということでございます。本日は白書という審議会の中でも特殊

な部門でございますけれども、できるだけ建設的な意見をいただきたいと思っておりま

す。各局の担当審議官等にご出席いただいておりますけれども、質疑等も行いつつ、基

本的には皆さん方からのご提案とか、そういうものを中心に、むしろ委員同士でもご議

論をいただければと思います。特にこの分野は生源寺先生をはじめ、長い間かかわって

おられる専門の先生方がおられ、かつ各委員の皆さん方はそれぞれの分野の専門家とい

うことでお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速事務局で用意させていただきました参考資料１「平成17年度食料・農

業・農村の動向の要旨」から説明させていただきます。その後、資料１「平成18年度食

料・農業・農村施策のポイント」に沿って説明させていただきます。

まず 「参考資料１」の動向編の要旨でございます。、

17年度のいわゆるこれが白書といわれるものでございますけれども、１ページを開い

ていただきましてトピックスがございます。できるだけわかりやすくということで、今

起きている食料・農業・農村の実態をアピールするためにトピックスを設けたというこ

とでございます。

６つのトピックスから構成されておりまして、１つが特に戦後農政最大の改革といわ

れる取組について記述しております。今回は改革の初年度である17年度ということでご

ざいますので、これを４つの項目に分けております。

１つは 「安全、食育、地産地消関係、自給率の問題 、２つ目が「経営安定対策、、 」

担い手確保の問題 、あと３つ目が「米政策 、あと４つ目が「経営安定対策と車の両」 」

輪と言われる農地・水・環境保全対策関係」でございます。

、 、右に表がございますけれども 「工程表」の下のトライアングルで、企画立案、実施

評価という循環サイクルを行うということで、各省の中でも先端を切って、こうした取

組を進めるということを記述してございます。

３ページでございます。

２つ目のテーマがＷＴＯ農業交渉。白書との関係では、４月のモダリティを踏まえた

形での報告にしたいということで、閣議決定もこれを踏まえたタイミングを考えており

ます。
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あと３つ目の知的財産の活用関係、これは４つ目の農産物輸出の促進との裏腹という

ことでもございますけれども、この関係を記述しております。

５つ目の原油高騰とバイオマス関係、特に原油の高騰は世界的な資源の不足というこ

とでありますけれども、そういう中にあって世界的な石油エネルギー代替方向というの

は見えてきております。我が国もこの分野では先端を行くということで、バイオマス関

係の記述をしております。あと６つ目は政府全体の問題といいますか、日本全体の問題、

少子高齢化の中で食料・農業・農村が受ける影響等の記述でございます。

５ページは 「望ましい食生活の実現と食料の安定システムの確立」です。Ⅰ章から、

Ⅲ章までございます。そのうちのⅠ章が食の安全関係で（１）が「食の安全確保に向け

た取組と課題」です。ここでは基本的に食の安全と安心を明快に分離する形で取り上げ

ます。食の安全確保に向けた取組の課題は 「ア 食の安全に対する関心の高まり」に、

ありますように、ＢＳＥの発生であるとか食中毒、あるいはインフルエンザ問題等につ

いての記述が中心となっております。あとこれに対するリスク管理問題です。

（２）の特にアの②にございますように、現在進行形であります米国産牛肉について、

記述はできるだけ最新の情報まで入れて記述するということでございます。

７ページでございます。

インフルエンザ関係については、現在世界的な拡大の懸念ということで、強毒型の鳥

インフルエンザ問題、国内対策の徹底を中心に記述するということでございます。

「 ３）消費者の信頼の確保の取組」では、特に食品表示関係。現在、多くの問題の（

対応がなされております食品表示関係について記述するということでございます。あと

農業団体や企業のコンプライアンスの動向等の記述をしております。

右側にある８ページの絵ですけれども、上の方にありますのが世界的なインフルエン

ザの輸入停止状況、下の右にあります名前は省略させていただきましたが、外食産業に

おける原産地表示の事例等でございます。

９ページは、食生活関係と自給率について記述しています。

特に課題となっておりますのは 「 １）食生活の現状と食育の推進」の②でござい、（

ます。55歳以上の食料消費支出が全体の年齢階層別構成比の半分を占めるということが

大きな点でございます。この右の10ページの真ん中辺を見ていただければ、昭和59年で

は３割ぐらいの比率だったものが平成16年には半分を占め、55歳以上が占める比率がま

さに我が国の消費の半分を占めるというので、今後の動向としては、ここに焦点を当て
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るべきだという記述でございます 「イ 食生活の現状」では、食生活の動向、特に医。

療とのかかわりを記述するということでございます 「ウ 食育の推進」では、食育基。

本法が17年６月にできまして、これに基づいた対策等を記述しております。

11ページ「 ２）地産地消の推進」でございます。（

12ページの写真にある熊本県の事例ですけれども、学校給食でＰＴＡとか職員の皆さ

んが月一回食生活の点検を行うということ。さらに老人会の協力による伝統食品の給食

への活用等、色々な事例が日本全国から出ておりますが、これは一つの典型として出さ

せていただいております。

13ページでございます 「 ３）食品産業の動向」であります。14ページ、右上の表。（

ですけれども、ポイントは幾つかありますけれども、１つ目のポイントは、昭和60年の

最終消費は60兆円でしたが、平成12年には80兆円になったということです。生鮮品は右

側の２つの棒グラフを見ていただければお分かりのとおり余り増えていませんけれども、

外食、加工品が伸びて80兆円になっているということでございます。

２つ目のポイントは左側を見ていただければ、その80兆円に対し国内生産は12兆円に

留まっており、これに輸入の３兆円が加わりまして15兆円となっております。その差の

付加価値が多いと見るかどうかという問題。あるいは流通が合理的かどうかというのは

議論があるところです。競争が自由な競争条件のもとで行われているわけでございます

から、卸売市場等の規制が一部ありますが、これも市場法の改正等でかなり規制が転換

しているという状況では、必ずしも流通にネックがあるということではありません。一

応、実態としてこのようになっているということです。

その12兆円がどこに行くかというところが、もう一つのポイントです。12兆円のゆく

えが国内生産に回り、あまり外食とか加工には行っていないということです。依然とし

て直接消費の仕向けが中心で、それが卸売市場を通って右（生鮮品）に行っていますが、

今後、外食や加工向けについて、国内生産がどう対応するのかというのも一つのポイン

トでございます。

14ページの真ん中は、先ほどの市場法の改正に伴います最適な流通の実現のモデルで

ございます。

14ページの一番下は、食品産業における食品廃棄物等の年間発生量と再生利用等実施

率の推移です。食品廃棄物等の年間発生量が増えており、その再利用は食品製造業を中

心に行われていますが、ほか（食品卸売業、食品小売業、外食産業）ではまだその取組
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は弱いというところでございます。

15ページ「 ４）農産物輸入の動向」ということで、特に右の上の表にもございます（

けれども、米国、中国等、上位５カ国に偏在しているということで、輸入構造の脆弱性

ということを記述しています。

「 ５）食料自給率向上の取組」でございます。右側にございますけれども、真ん中（

の円グラフ。左側が供給熱量ベースで40％、現行が40％で、それを平成27年度までに4

5％に向上させるということ。あとその右の円グラフは生産額ベースですが、現在70％

ですけれども、それを76％に向上させるということ。ここは、生産額ベース自給率と熱

量ベース自給率の差がだんだんと開いているという状況等についても記述しています。

17ページからは 「世界の農産物需給と農産物交渉の動向」です。特に人口が世界的、

には増えているなか我が国は減っております。供給資源については、強い競合が起こっ

ており厳しい状況にあります。この中で穀物在庫率が極めて低水準ということ。あと

「イ 中国、インド、ブラジルの農産物貿易の動向」ということで、世界の人口の４割

を占めるこの地域の動向、特に中国は食料輸入国へ転換しておりますので、日本に次ぐ

準輸入国の状況等についての動向を記述してまいります。

「 ２）農産物貿易交渉の動向」では、先ほど話しましたＷＴＯ交渉の現在までと、（

できるだけ最新の出来事までを記述する予定です。

19ページの⑥で 「多様な農業の共存」を理念としました輸出国、輸入国のバランス、

のとれた貿易ルールの確立ということがドーハラウンドでどの程度反映できるのか、今

回の白書は出来るだけ記述する予定です。

「イ ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉の動向 。我が国のスタンスはＷＴＯを中心とした多角的」

な貿易交渉の維持・強化を基本としておりますけれども、これを補完するものとしての

ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉の記述。グラフは20ページの下の方にございますけれども、この中

で我が国もこれに積極的に対応するということで 「守るところは守り 「譲るところ、 」

は譲る 「攻めるところは攻める」という考えで戦略的に交渉を行っていることや、基」

本的には農水省が出している「みどりのアジアＥＰＡ推進戦略」に沿って対応している

実態について記述してまいります。

21ページからがⅡ章になります 「地域農業の構造改革と国産の強みを活かした生産。

の展開」です。

この中で農業経済の動向ですけれども、16年の農業生産は現在総生産額で８兆8,000
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億円という概算値でございます。17年は特に記録的な大雪ということで、被害等が発生、

特に20年ぶりの全国的な低温ということで、野菜価格の上昇、あるいは原油価格の高騰

で大きく農業等は影響を受けましたので、そのあたりの記述をします。

「 ２）農業労働力の動向」も大事なポイントです。昭和一けた世代の基幹的農業従（

事者のリタイヤについて、ここ何年間かいわれておりますが、いよいよリタイアの限界

点に来つつあるということです。22ページの右側の表の２番目に山の絵がございますけ

れども、昭和一けた世代、70から79歳までがこういう構造になっています。

「イ 新規就農者の動向」については、審議会（施策部会）で何回も議論になってお

ります「女性就農の問題 。特に女性農業者の動向については基幹農業従事者の46％、」

約半分を占めているということで、認定農業者も増えていますので、こういう記述を充

実させていくということでございます。

右側に２つの事例がございます。ここでは、人材派遣会社がこうした就農支援をして

いる実態であるとか、地元の農家の女性の皆さんが加工まで手を広げて会社を設立して

対応しているという岐阜県の事例等を記述してございます。

23ページ「担い手の確保と地域農業の構造改革の加速化」は、今回の戦後最大の転換

といわれる担い手確保対策の話が記述してございます。

まず、その前に現状ですが、認定農業者の19万2,000経営体という数字は、平成12年

から３割増加したという状況等の記述、②で集落営農は１万というような状況でござい

ます。

「 ２）農地の確保と有効利用」では、農地、担い手対策に総合的なパッケージが必（

要ということで、耕地面積は現在469万ヘクタールで、長期的な減少傾向になかなか歯

止めがかからないということ、もう一つ、耕作放棄面積は38万ヘクタールであるという

こと。これは東京都全体の面積の２倍弱が耕作放棄地となっている現状を示しています。

24ページの一番上の表は認定農業者の推移等です。事例は滋賀県ですけれども、稲作

の兼業農家が中心でございますけれども活性化しており、減農薬とか減化学肥料等の栽

培に努めているということで、それぞれの年齢構成によって、多様な取組ができるよう

にプログラムが組まれているという事例でございます。

こういう事例はたくさん全国に出てきていますが、一つの事例を紹介させていただい

ています。

耕作放棄地の関係については、24ページの下にありますとおり、土地持ち非農家が多
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く、また、昔は投資的な利用への農地の転用が多かったんですけれども、今はそれが少

なくなりまして、むしろ農業の内部の問題といいますか、こういう実態となっています。

25ページ「地域農業の構造改革の加速化 、５ヘクタール以上層の農家数の上昇等の」

記述や「ウ 品目横断的経営安定対策の取組の推進」で、これまでの価格政策中心を構

造改革の遅れや需給のミスマッチ等の弊害を克服するため、対策を転換する旨の記述で

す。

これはＷＴＯ農業交渉の国際規律の強化にも対応しますので、そういう意味で世界的

な流れに合ったものですが、26ページの図はその概要についての説明でございます。

27ページ「エ 担い手の育成・確保と地域農業の構造改革の加速化」の記述です。

あと議論になっております農協の課題と改革ということで、特に全農による偽装表示

の問題の顕在化とその対応ということで、業務改善命令等を出しておりますが、農協改

革については、あくまでも国民全体からの支持が必要であるというようなことの記述を

ここで行います。

28ページは、担い手対策のための上は全国協議会の話でございます。真ん中は長野県

の地域農業支援体制ということで、地理的情報システムとか、そういう農地の色々な情

報提供、ブロックローテーションの対応など、協力して対応しているという実態でござ

います。

29ページ「３節 国産の強みを活かした農業生産の展開 。」

特に国内農業については、旬、あるいは鮮度等の優位点がございますが、ここをどう

ブランド化で結びつけていくかというようなことの記述。特に輸出とのかかわりもここ

で重要なポイントになってくるということです。

30ページの下の方に「知的財産の活用を重視した地域ブランド化の取組」ということ

で、これは埼玉県の事例ですけれども、大学の先生が農家と組んでいただいて、ブラン

ド名を付けて販売するとか、生産情報提供システムの特許申請であるとか、あるいはマ

ークの商標登録など、知的財産の積極的な活用に取り組んでおられる一つのモデルを紹

介をしております。

31ページ「エ 技術の革新・開発・普及の取組 、特にイネゲノムからはじまり、バ」

イオテクノロジー問題、それを生産現場にどう直結するのか、あるいは低コスト技術開

発等の話をここで記述しております。一方で、高付加価値化をどう図るかというような

ことの記述です。
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「 ２）農産物輸出の取組の推進 、特に③で記述しておりますように、17年４月に（ 」

輸出のための全国協議会を設立し、官民が一体となった輸出戦略を実施していますが、

その実態についての記述です。

32ページが先ほどの技術関係の事例です。32ページの上の事例は、兵庫県の研究セン

ターと民間の種苗会社の協力で、病原菌が感染するのを阻害する微生物を生きたまま種

子にコーティングしたという世界初の技術です。

あと高付加価値ということで、山形県の事例ですけれども、農家全体がエコファーマ

ーの認定を受け、栽培技術の統一や農薬の管理、栽培履歴の公開等を行って高付加価値

の商品を提供しているという事例です。

33ページ「環境保全を重視した農業生産の推進 。」

農業については、環境に良いといわれる一方で、環境に負荷をかけているという問題

もございまして、これをどう克服するかというのも焦点になっています。

33ページの下、⑤にありますけれども 「環境と調和のとれた農業生産活動規範」を、

導入する等の記述がここで話になります。

右側のグラフにありますけれども、環境保全に取り組んでいる農家は、作付面積規模

が大きいほどその取組が高い実情にあります。

若手グループによる環境保全型農業への取組事例は、新潟県の新規就農者を含む昭和

40年代から50年代の若者を中心に16人の構成で、環境保全農業に取り組んでいるという

一つのモデルの紹介です。

35ページ「需要に即した生産の推進 。米についてはご案内のように②にございます」

けれども、19年から農業者団体等の主体的な需給調整システムへの移行を目指すという

ことを踏まえて、経営安定対策との整合性を考えつつ、米政策改革の見直し、再編整理

の話等が中心になります。

（ 、「 ２）麦」については、品質生産性の向上、生産力は急速に増えていますけれども

品質生産性の向上の遅れ等の問題を今後どうするかといった記述。また、今後、麦につ

いては新技術の育成等、麦作の集積への取組、麦政策自体もこの品目横断対策との関係

で、施策・制度全般の見直しを着実に進めるといった記述になっています。

37ページ「 ３）大豆 「 ４）野菜・果実」については、産地強化や新たな流通体（ 」、（

制の構築の検討について記述。また、野菜についても一番下の④にありますとおり、19

年度からの担い手の経営基盤対策のための支援対策への移行を目指した検討の実施等を
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記述。

畜産については、ＢＳＥ等で畜産の種別の変動はあるが、ほぼ全体としては横ばいの

中で、今後飼料の自給率の向上等の対応等の記述をしていきたいと思います。

39ページ「Ⅲ章 農村の地域資源の保全・活用と活力ある農村の創造」でございます。

農村集落につきましては 「 ２）農村集落の活動の現状」の②にございます、農村、（

集落の生産活動が寄り合いの回数が少ないほど集落の取組が機能低下を起こしている実

情、過疎化、耕作放棄の発生状況等の記述を中心としております。

41ページには「 １）農村の多様な資源の現状と多面的機能」で、景観等を色々な資（

源として見直す必要があり、これを特に「農地、農業用水は社会的共通資本なんだ」と

いうような観点で記述していきたいと考えております。

「 ２）農村資源の保全管理の動向と課題」では、こうした社会的共通資本を維持す（

るにはどうしたらよいかといったことや、農家以外の地域住民の混住化等が進み、難し

い状況にある農地・農業用水等の維持管理活動について記述しております。右の下にも

「集落における共同作業の様子 （写真）がございますが、なかなか難しい状況につい」

てもしっかり記述するということでございます。

43ページの⑦については、経営安定対策の車の両輪といわれます農地・水・環境保全

対策の導入に向けての対策等。

「 ３）バイオマスの利活用の促進」は、例えば②でバイオマスの総合的な利活用を（

図るため、バイオマスタウン構想やバイオマスプラスチックの取組、そうしたもの、あ

るいは代替エネルギー等の取組というようなことを記述。

45ページ「活力ある農村の創造」は、先ほどの社会資源としての地域資源活用をした

農村の活性化をいかに図るかというような観点から記述。右側（46ページ）にあります

けれども、これは香川県の小豆島のオリーブクラスターという全国クラスター事業とし

て展開しております一つの事例で、オリーブの関係業界から関係の小売業界、あるいは

大学、県のセンター、あるいは市町村、みんなで協力してこういうオリーブの高付加価

値化を図っているという事例の紹介。

真ん中（46ページ）の事例は農業の活性化の取組ということで、単に農業ばかりでは

なく、中小企業といいますか、そういう他業種とのネットワーク化といった新しいチャ

レンジというものを記述してございます。

急ぎますけれども、47ページ「 ２）都市と農村の共生・対流の一層の促進」でこれ（
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までも当審議会等で色々と議論していただきました都市と農村の共生・対流の重要性、

特に団塊の世代がここに着目している実態等についての記述。とりわけ共生・対流の取

組による国民にとって魅力ある農村地域をどのようにつくっていくかということの記述

です。

右側（48ページ）の真ん中に 「図－49 ふるさと暮らしへの意向」ということで、、

最終的にはといいますか、将来はふるさとで暮らしをしたいという方が非常に多くなっ

ています。

都市、農村の交流は、全国で色々な形で行われていますけれども、一番下（48ペー

ジ）は、長崎県のグリーンツーリズムの事例で、農作業の体験もでき、色々な農産物の

加工品の製造等も行うことのできる体験メニューというプログラムを用意したグリーン

ツーリズムの取組。特に地元の女性グループを中心に、こうした食材等の提供も行われ

ているというようなことをご紹介しております。

以上、駆け足で説明しましたが、以上が動向編の状況です。

施策編の説明をいたします。

「資料１」でございます。動向を踏まえた施策のポイントですが、その上の方の括弧

に書いてございますけれども、食料・農業・農村施策は基本法の14条の２、３項に基づ

いた動向を考慮しつつ、審議を経て国会に提出されます。具体的には、この施策という

のは18年の予算案及び今国会に提出する法案の概要をこの基本計画の項目を踏まえて設

定された項目に沿って取りまとめたものだということでございます。

内容については、すでにお目通しのことだと思いますので省略します。ざっと見てい

ただければ、基本計画の項目に沿って、それぞれの予算、あるいは制度に即して、さら

に関係府省、本日は関係府省の課長級のご出席をいただいておりますけれども、各省の

ご協力を得てつくったものでございます。できるだけ食料・農業・農村という政府全体

として取り組んでおりますので、農林水産省だけで取り組めるところには限界がありま

すので、内閣府をはじめ、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省

等と各部局の皆さんと協力してこれをつくったということでございます。この分野につ

いても何かご質問等がありましたら、よろしくお願いいたします。以上でございます。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

前回、様々なご意見等が出ましたけれども、それを踏まえて、様々な制約の中でこの

ように取りまとめた事務局に対して、私としては敬意を表したいと思っております。
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それで、先ほど言い忘れましたけれども、本日は動向編を踏まえた18年度の施策を議

論する最後の部会でございます。それを踏まえて、ご議論の方向をつくっていただけれ

ば幸いかと思います。

では、これから食料・農業・農村の各分野ごとに分けて審議をしたいと思いますが、

皆様方にはこのような紙（ 参考 「食料・農業・農村等の分野ごとにみた「 平成18年度【 】 「

食料・農業・農村施策 （案）のポイント」の主な事項 ）が配られております。こちら」 」

の大きい項目が動向編の第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章になっております。この動向編とあわ

せて、施策を議論してもらうために、動向編に該当する施策の部分を先ほど情報課長が

説明した部分から取り上げて、議論すれば動向編と施策編を同時に議論できるだろうと

思いますので、その方向で議論させていただきたいと思います。

それでは、まず第Ⅰ章の食料分野についてご議論したいと思いますが、どうぞ皆様の

方からご自由なご意見をお願いしたいと思います。

横川専門委員、お願いします。

○横川専門委員 おはようございます。

「参考資料１ 、動向（案）の13ページ「 ３）食料産業の動向」③では、外食産業の」 （

、市場規模について説明されています。発表の形式としてはこれでやむを得ないのですが

外食、内食という考え方の定義は既に壊れていると思います。家庭で調理をして食事を

するのか、調理をしないで食べるか、という考え方が必要なんです。主婦の方たちが働

きに出ると、調理をする時間がなくなるので、勤め帰りに買って帰る惣菜を中心に中食

といっていますが、定義としては不明確です。

家庭で調理をしない割合が40％を超え、50％になろうとしている現状下で、外食の売

上という数字だけでデータをとると、流通を含めた加工と生産の部分がわからなくなっ

てしまうのです。ですから、この言葉の使い方を少し考えていただく必要があると思い

ます。

○上原部会長 どうもありがとうございました。情報課長、お願いします。

○齋藤情報課長 それについてのご指摘はよくわかりました。外食の販売額等の試算に

ついては、外食総研をはじめ、色々なチャレンジも昔からされています。ここはあくま

でも産業連関表での分析ですので、それ以外についてこういうものがありますよなど、

図表の「注」で記述していくこととします。

○横川専門委員 そうですね。よろしくお願いいたします。
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。ついでに申し訳ありません。食料分野についていくつかお話しをさせていただきます

１つは「資料１」のポイント「Ⅰ－１ 食料自給率に向けての重点的に取り組むべき事

項」です。自給率向上の対策が幾つかありますが、先日も申し上げましたが 「自給力向、

上のためにお金をかける」という言い方をしてはいけないのでしょうか。例えば、土地

自身が痩せてきたということをどのようにして良い土地に戻すかというのも一つの対策

になると思いますので、この辺を含めて「自給力」の問題について、次からはもう少し

検討していただきたいと思います。

２つ目 「安全」と「安心」という言葉を分けていただいて本当にありがとうございま、

す。前回も申し上げた通り 「安全」と「安心」の対策は全く違うので、分けていただい、

たことによって、とてもやりやすくなるのではないかなと思います。

、３番目、輸入食品に対する日本の安全対策の不足についてです。例えば、農薬の数は

日本では百数十種類、世界中では何百種類になると思います。そうなると食べ物を買う

時に農薬の種類がよくわからない。どんな農薬を使っているのか、その薬品は安全基準

内なのかどうか、消費者の不安は大きくなります。また、検査をすること自体が非常に

、難しくなってきており、企業単位では全てを調べたりすることはなかなかできないので

国が今後の問題として考える必要があります。

また 「Ⅱ－３ 地産地消の推進」について、これは大変良いことなのですが、確認し、

たいことがあります。地産地消では、量のバランスを考えると生産したものを全部地域

内で消費できないと思うのです。ですから、食の考え方の一つとしては良いと思います

が、地産地消によって自給率が上がるとか、日本の農業問題が解決するような錯覚を起

こさせてはいけないのです。しかし、一方で食育としての地産地消は絶対に必要なもの

ですから、この辺を明確にする必要があると思います。

最後に表示についてです。明日、国会議員の先生方が外食産業の店舗の表示の現状を

視察されるご予定があり、すかいらーくグループのジョナサン、モスバーガー、シズラ

ーなど、外食の表示に関しては進歩的といわれる店をご覧になるとお聞きしています。

食べることの「安心」確保という場面で原産地等を表示することが消費者からの高い評

価につながり、結果として売上を伸ばしている、そういう意味で今回の表示の徹底は大

きな成功につながった、そんな事例にご興味をお持ちいただけたのではないかと思いま

す。外食が表示に取り組むことは、お客様に「安心」していただくための絶好の機会な

のです。
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その中で気になるのは賞味期限、これが消費者にうまく伝わっていません。厚生労働

省と農林水産省がいっていた過去２つの呼び名があって、定義の内容が確実に違うので

すけれども、実は「賞味期限」と「有効期限」といいますか 「おいしく食べられる期、

限」と「安全に食べられる期限」という２つがあるのですね。これをどちらかに一本化

していただかないと、消費者が間違ってしまう。特に、全体の２～３割を占めている知

識のあまりない人は、賞味期限が切れると捨てているのです。この問題を具体的にどう

するのでしょうか。

私など、食品の世界で生きてきましたので、駄目だ（賞味期限切れ）といってから１

カ月でも２カ月でも安全なことが分かっているので、食べることも多いのです。味も皆

さんが感じるほど違わないのにもかかわらず、賞味期限で区切ることによって食品ロス

が出る、これは資源の無駄遣いの最たるものです。この辺の「表示の問題」については、

後日、お考えいただきたいと思います。食料分野につきましては以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

関係部局の方がいらっしゃいますけれども、後でまとめて情報提供をさせていただき

たいと思います。

他に食料分野について、是非この点については注目して欲しいとか、考えて欲しいと

いうことはございませんか。

森野委員、お願いします。

○森野委員 質問ですが、第２節（食生活の現状と食料自給率向上の取組）のはじめ

（図－６ 我が国の食料消費支出における世帯主の年齢階層別構成比）に「55歳以上」

という分け方がされていますが 「55歳」というのには何か意味があるのですか。政策上、

に意味があるのか。55歳から食生活が顕著に変化しているとか、私はちょっとこの辺り

。のボーダーラインに入るので、何でここで線を引いているのかというのが気になります

○上原部会長 そうですね。私もちょっと気になっておりました。いかがでしょうか。

○齋藤情報課長 今回の白書の一つのポイントに政府全体の問題でもあります、いわゆ

る団塊の世代、少子高齢化があります。団塊の世代の変化というのをどう捉えるかとい

うのは、今回の農業白書の大きなポイントです。団塊の世代は57歳から59歳層を示して

いるわけですが、統計上、綺麗に切れているのがたまたまこの表の55歳であったので、

団塊世代層を含む統計であることから、ひとまずその実態に少しでも接近できるという

ことである意味仮置きさせていただいたものです。あと国民の皆さんはこの層（55歳以
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上）が消費の半分を占めているということを意外に知っておられないのでは、というこ

とで、その２つの面でひとまず「55歳～」統計を利用したものです。

○森野委員 ですから、人口の比率に比べてこうだとか、何かそういう半分というのな

らまだ説明はわかるんですけれども、ただ単純に半分というのでは、というか、統計が

ここまでだったら、むしろ「60歳以上」にして、それであとその内、大体「55～59歳」

まで何割ぐらいとわかるわけですよね。そこをもう少し精緻な数字を入れて欲しいと思

います。

○齋藤情報課長 統計の加工なり説明で、少し工夫したいと思います。

○上原部会長 どうぞ、ほかに。

伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 横川専門委員がおっしゃっていた地産地消のところですけれども 「Ⅱ－、

３」で「参考資料１」11ページの「 ２）地産地消の推進」③というところに 「地産地（ 、

消の取組は、産地直売所、農産加工場、学校給食での地場農産物の使用等、多様な形態

で進展。地場産農産物の利用拡大の意向は強いが、直売、加工等向けの地場農産物の確

保、販路の開拓等が課題」というふうにあります。ここで先ほどの横川専門委員がおっ

しゃったような地産地消で売っているだけでは限界があって、これから地産地消ではな

くて、広域連携みたいなものにこの後の話としては繋がっていくのだと思うのですが、

、この地産地消の課題となっている販路の開拓、それから畜産部会の方でも需要拡大とか

それから販売促進の必要というものが出ていたのですけれども、そういった部門につい

て、現状では課題ということで、12ページに出ているのですけれども、この課題がどの

ように解決されていくのか。地産地消で良いのかどうかということについて、もう一歩

踏み込んだものがあっても良いのではないかなというふうに思いましたもので、ご担当

者の方からご意見を伺えればと思います。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

大木委員。

○大木委員 私は食育のところですけれども 「参考資料２」48ページのところ。この体、

験学習というところで、都市部の児童・生徒を対象とした稲作という記述がありますけ

れども、今の子供たちは都市部だけではなく、農山村も含めたすべてで取り組むべきで

あると思います。農村の子供でも体験学習をしていない。これは都市部だけでなく、全

国一律に体験をするということを私は言いたいのですけれども、数年前にやはり同じよ
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うな文章がございまして、政策評価会でこれは全国一律に小中学生が体験すべきだとい

う意見を述べさせていただきましたら、その時にはそうなっていたのですが、また都市

部というふうに戻っている。これはどうなのかなというのが質問です。

それと、もう一つは食育ということは、栄養とか色々ときちんとここに施策として書

いてあります。これは非常に良いことだと思うのですが、その前に一番大切なことは、

。「食は命をいただく」という基本であると思うのですが、そういうことが謳っていない

そのこと（食は命をいただく）が「食べ物を残さない」という気持ちに繋がっていく。

これが食育の基本であると思うのですが、そういうことを文部科学省ですか、全部総合

していますので、どうにかここに書くべきではないかなというふうに思っております。

それから、もう一つは農産物輸入のところ（ 参考資料１」15ページ 「資料１」８ペ「 、

ージ）で、輸入に関する取組というものがございますけれども、これには「こういうこ

とをやります」と書いてありますけれども、なぜこの取組が必要であるのか。それはこ

こに「60％の食料を海外に依存している」と書いてありますよね。海外に依存した食料

事情。それも「安全を確保するためにこういう取組をしているのですよ」という記述が

ないと、わかっている人は見てわかるかもしれませんけれども、初めてこれを見るとわ

からないから 「どうしてこれが必要なのか」という補足を書いていただくと良いのでは、

ないかなというふうに思っております。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

今、皆さんからたくさんの質問が出ましたので、この段階で担当部局の方から情報提

供していただきたい。

まず、輸入問題と輸入食品の安全について総合食料局からお願いしたいんですが、い

かがでしょうか。

○髙橋消費・安全局審議官 消費・安全局でございますけれども、最初の横川専門委員

、のお話。輸入品に対する安全対策については、厚生労働省の方がいらっしゃいますので

そちらの方からお願いをするといたしまして 「賞味期限」と「消費期限」のお話が出ま、

した 「消費期限」は安全性の問題で、要はこの期限が過ぎ、食べるとちょっと健康上何。

か問題が出るかもしれませんということで 「消費期限」というものを設定しているわけ、

です。

それと 「賞味期限 。これは「賞味期限」という言い方の前は 「品質保持期限」とい、 」 、

う言い方がありましたけれども、これは「賞味期限」という言い方に統一しましたが、
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。これはこの期限を過ぎると味が落ちるということで、商品としてどうかというものです

安全性の問題ではなくて、味とかそういうものが落ちるので、商品としてはどうかとい

うことで、メーカー側が賞味期限を設定しているわけです。ですから「これを過ぎても

食べられるじゃないか」と、それはそのとおりなんですけれども、これはメーカー側の

一つのマーケティングの問題になりますので、その期限を過ぎても、それは食べられま

すけれども、その商品として暖簾とか看板とか、色々な問題がありますから、メーカー

としてはそれ以上の期限を過ぎたものを食べることは、お勧めしないということで、こ

この期限は別なんだということをひとつご理解賜りたいと思います。

仮に安全性だけの話をすれば「消費期限」だけなんです。ただ、メーカーとして味が

ものすごく落ちたものを我が社の製品ですといって店頭に並べることをどう思うかとい

う問題がもう一つ残っているということだろうと思います。

それから、あと大木委員の方から、都市部の記述の話は以前の経過がわかりませんの

で、今ここではお答えしかねるので、ちょっと調べてみます。

○内藤総合食料局次長 総合食料局でございます。

横川専門委員からご指摘のありました外食、中食の件ですが、ご承知のように市場規

模は外食総研で行っております推計でございまして、なかなか産業連関表の中に溶け込

ますことが難しいという事情がございます。したがって 「注」で書くというふうなこと、

で対応させていただきたいというふうに思っております。

それから、我々は当然、自給率だけではなくて自給力も大切だと思っておりまして、

消費、生産両面からということで、その生産の面からですと、土地のそういう扶養力と

いいますか、そういう土地の生産性、土地生産力というのも重要であると思っています

ので、その面からも取り組みたいと思っております。

ただ、その白書はちょっと概略で書いてございますので、生産対策ということで簡単

に記述されておりますが、中身としてはそういうものも入れてございます。

それから、地産地消の推進、我々は食育のみならず、自給率向上の点からも重要だと

思っておりまして、ただこれだけで確かに自給率が向上するというわけではございませ

ん。色々な取組の中の一つとして、地産地消も自給率の向上に貢献するという位置づけ

で考えております。あくまでも色々な取組の中の一つということでございます。

以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございます。
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厚生労働省、よろしくお願いします。

○南野企画情報課長（厚生労働省） 厚生労働省でございます。

横川専門委員からのご質問でございますが、消毒薬の件でございます。

消毒薬の輸入時の検査でございますけれども、基本的に消毒薬はポストハーベスト、

収穫後に使われるケースが多いと承知しておりますけれども、大きく分けて１つは防か

び剤や殺菌剤として使われるものがありますが、こういうものについてはいわゆる添加

物としての規格基準というものを国内的に定めておりまして、この規格基準に該当する

かどうかということについて、輸入時の検査を行っているということでございます。そ

れに合格したものでないと、輸入はできないということになるわけです。

それから、もう一つは農薬として使われているものもございまして、これらにつきま

しては、ご承知のように現在輸入食品等の残留農薬について制度の見直しを行っている

ところでございまして、従来は規格基準があるもの、これは国内で使われている農薬が

中心でございますけれども、約300ぐらいについて規格基準を定めまして、その規格基準

のないものについては、その規制が行われないというような仕組だったわけでございま

すけれども、平成15年の食品衛生法の改正におきまして、残留農薬についていわゆるポ

ジティブリスト制度というものを設けました。これによりまして、国際的にも使われて

いる農薬等も含めまして、約800ぐらいの農薬等が使われているわけですが、基本的にこ

ういうものについては、残留基準というものを定めまして規制し、この残留基準がない

ものについては、一律の基準により規制するというような仕組に改めております。これ

は３年間かけて準備を進めてきたところでございますけれども、この５月29日に施行さ

れるということになります。したがいまして、残留農薬については、より規制が強化さ

れるということになります。こういうような流れの中で、消毒薬についても規制の強化

が行われるということになるということです。

○上原部会長 今の関連質問ですか、簡単にお願いします。

○横川専門委員 輸入食品の何％程度が検査対象なのでしょうか。今、一番問題なのは

そのことで、全部についての検査は多分できないと思うのです。

それから、もう一つ国内では、農薬の散布回数です。例えば、キャベツの消毒の回数

は、一回に２つの仕事（殺菌と殺虫）をやるとすると38回ぐらいの回数になるそうです

し、トマトですと12段階について全部散布すると、10カ月の間に48回かける計算になる

のだそうです。こういう回数そのものに規制をするということはないのでしょうか。
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○南野企画情報課長（厚生労働省） 後者の農薬の規制、何回かけるかという規制、こ

れはむしろ農薬の使用の問題になりますので、私どもというよりはむしろ農水省の問題

だと思います。

それから、輸入時の検査でございますが、これは輸入食品監視指導計画というものを

毎年度つくりまして、一定の統計的な確率に基づきましてモニタリング検査というもの

、を実施しております。輸入食料品につきましては、先ほどお話がございましたけれども

大体国内で消費されている食料の約６割ということで、膨大な量になるわけでございま

す。これをすべて検査をするというのは、なかなか物理的にも困難な状況でございまし

て、基本的にはサンプル検査をやっておりますが、一定の違反率とか、過去の輸入量で

すとか、そういった統計的なデータに基づいて検査を行っておりまして、全体的には輸

入食品の１割ぐらいの検査を行っているという状況でございます。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

それでは、文部科学省から食育についてよろしくお願いします。

○佐藤生涯学習企画官（文部科学省） 大木委員からご質問のありました点でございま

すけれども、同じ「参考資料２」230ページをお開きいただきますと、下の方でございま

すが、魅力的なプログラムの提供、受け入れ体制整備が重要な農業体験学習とございま

す。

小・中学校の農業体験学習は現在一つ前のページにグラフがございますが、小学校で7

7％、中学校で34％が実施していると。また、実施上の課題として取組時間の不足や教師

、の技術、知識、情報の不足、適当な場所がない、といったことが挙げられておりますが

この中で農村部における小学校、中学校の体験学習も当然含まれているところでござい

ます。特に先ほどご指摘いただいた「参考資料１」48ページの都市と農山村の交流とい

う観点からも、特に都市部の児童・生徒を対象とした体験学習といったことを記述をさ

せていただいたわけでございますが、ちょっと過去の記述の方を、今、把握しておりま

せんので、そこはよく調べまして施策との関連でここの記述ぶりをどうするか、工夫を

させていただきたいと思います。

また、体験活動の中には特に記述がされておりませんでしたけれども、命の大切さを

学ばせるといったことがそもそも体験学習の観点に入ってございますので、そういう意

味からも、ここではちょっと記述としては含まれておらなかったということは、ご理解

いただければと思います。
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○上原部会長 どうもありがとうございました。

先ほどの大木委員の質問に対して、事務局の方からご説明がありますので、お願いし

ます。

○西岡情報分析室長 情報分析室の西岡でございます。

先ほど食育の関係で、そういう「大事さ」というような観点の記述につきましては、

「参考資料２」の45ページをお開きいただきたいと思います。

45ページのところに食育の関係の記述がございますが、この上から４行目から 「食べ、

る」という行為が動植物の命を受け継ぐものであるとか、そういう食生活が多くの生産

者によって成り立っているというような観点になり、これはまさしく食育推進基本計画

で今、ご議論されている部分は、しっかり盛り込んでまいりたい。

横川専門委員の方から、いわゆる自給率と供給力と、この関係につきましても、まさ

しく昨年の基本計画の際に大変な議論を経て整理されまして、その辺の中身につきまし

ては、同じく本体である「参考資料２」の75ページにまさに自給率目標の意義の中で、

真ん中ほどに食料自給率の目標を掲げて、そういう供給力、様々なそういう要素を確保

していく、これは供給量に繋がるという、この基本計画上の整理、意義なりというもの

を盛り込んでおります。

それから、伊藤委員から、地産地消の関係について、そういう広域的な取組に繋がっ

ていく点の課題なりについてというご指摘でございますが、この点につきましても、地

産地消について記述しております。これも同じく本文の中で記述をしておりますが、こ

れも本体の50ページをお開きいただきたいんですけれども、50ページで「様々な効果が

期待される地産地消」ということで、当然地産地消は距離が短ければ短いほどというこ

とで、中ほどに書いてございますが、そういう色々なメリットがあるということです。

ただ、先ほど申しましたように、現実的な農産物の広域流通というような実態を踏ま

えると、そういう距離の短さ以外にもそういう顔の見える関係、広域的な生産とか流通

という観点、ただそこは顔が見え、そういうまさに信頼を醸成するという取組の重要性

と、その場合の具体的な課題については、53ページにそういう地産地消の課題が書いて

ございますが、そういう生産者・実需者のマッチングとか、リーダーの育成と言われて

いるような様々な課題についても、一応整理をさせていただいております。

○上原部会長 それでは、陽専門委員、お願いしたいと思います。

○陽専門委員 今回の作成に当たって、随分努力された結果が出て、私は非常に感激し
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ています。その辺の具体的なお話をちょっと申し上げたい。大きく申し上げると２点で

す。

まず 「参考資料１」９ページに様々な項目があります。この項目が出てくるにあたり、、

厚生労働省あるいは文部科学省の方々と非常にうまく議論がされていて、うまく立派な

マッチングができているなと思います。かつて農業と環境の施策を合体するために、昔

の環境庁の頃に農水省とがそう簡単にマッチングできたわけではなかった。現在は農水

省や厚生労働省、あるいは文部科学省が非常にうまくマッチングされて、良いものがで

、きているということで感激しているのです。例えば「参考資料２」40～51ページですが

この40～51ページなどは、日本の農水省が白書を出すこととして協力を得た最高のもの

だろうと思います。例えば40ページに「食と健康と医療とのかかわり」なんていう話を

厚生労働省と議論されてこれができてきたとか。それから228～233ページにまたがりま

しては、文部科学省の方が今お話しになりましたけれども、農水省の活動が文部科学省

と一緒にできるようになった。そういうことをものすごく僕は評価したい。僕が評価す

るからどうということはないんだろうけれども、それは皆様方各省の人々の努力だろう

ということ。これはものすごい話じゃないかというふうに思っております。詳しい小さ

なことは申し上げません。

それから、もう一つは今日ここで問題になる話じゃなくて、次年度、あるいは次々年

度に出てくる話だろうと思うんですが 「参考資料１」９ページの「ウ 食育の推進」の、

ところに、豊かな人間性というふうな言葉が入っているわけです 「豊かな人間性をはぐ。

くむ」という項目が農水省の白書に出てくるような話になりますと、農業を営むこと、

あるいは農業の多面的機能とか、そういうものも含めて、総合的に１項目、章でも何で

もいいのですが、これは農水省として力強い国民のための農業ということになるだろう

と思うんです。言うなれば、農業そのものが豊かな人間性をつくるし、豊かな教育の場

。面であるということ。そのことは文部科学省の方々も認めていらっしゃるわけですから

、そういう項目が今回は無理としても新たにできることによって、農業あるいは農の営み

あるいは生業と言うのでしょうか、そういうものがいかに国民にとって大切だというこ

とが今回の９ページ（参考資料１）の中に芽としてあるような気がするんです。是非来

年には、こんな問題を一つ項目としてピックアップしていただければ、文部科学省、あ

。るいは厚生労働省の方々のご協力がさらに得られるんじゃないかというふうに思います

○上原部会長 どうもありがとうございました。
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生源寺委員、よろしくお願いします。

○生源寺委員 「参考資料２」のページに沿って２、３点、やや技術的なお願いといい

ますか、ご検討いただきたい点があるかなというふうに思っております。

１つは、37ページの下に放射状のグラフ（図Ⅰ－12 世帯主の年齢・収入階層別にみ

たエンゲル係数）があるんですけれども、これはちょっと私はよくわからないんですけ

れども、放射状のグラフではなく、横に開いた方がひょっとすると見やすいのかなとい

う気もします。ご検討の上、選んでいただければというふうに思います。

それから、その前のところ（図Ⅰ－11 世帯主の年齢・収入階層別にみた食料消費支

出）に世代別といいますか、年齢別の食料消費の分析がかなり詳しくあって、非常に興

味深く読みましたけれども、次年度にお考えいただければいいかと思いますが、既に恐

らく分析はされていると思いますけれども、家計調査等をお使いになれば、単価の分析

ができると思いますので、それによって家計の支出に占めるといいますか、家計支出に

おける食料消費の差が単価によるものなのか、あるいは外食率が高いことによるものな

のかというような分析が多分できるかなというふうに思います。

それから、73ページ（図Ⅰ－39 都道府県別自給率の増減）に供給熱量ベースと生産

額ベースの自給率の都道府県別のＸＹ図があるわけですが、これはこれでよろしいので

すけれども、むしろ最新の水準そのものについてお示しすることがあって、その後で変

化を見る方がわかりやすいのかなと。そもそも生産額ベースと供給熱量ベースを比較す

るという試み自体が今回初めてということもございますので、ちょっとご検討いただけ

ればと思います。かなり幅がありますので、グラフにするのはちょっと技術的に難しい

かなというふうに思いますけれども、ご検討いただければと思います。以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

今後の検討課題として重要な点をおっしゃっていただきましたので、これから取り組

んでいきたいと思っております。

それで、食料分野も色々とあると思うのですが、議事の進行上、もしありましたらま

た後でご意見を承る時間を設けたいと思います。

差し当たって次に農業分野についてご質問、ご意見等ありましたらお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。

はい、どうぞ、山崎委員、お願いします。

○山崎委員 女性の農業者のことなのですが 「参考資料２」113ページに女性農業経営、
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のかかわり方についての動向、それから労働報酬の受け取り状況があって、とてもよか

ったなと思っております。

次年度以降なのですが、もうちょっと深く分析をしていただくといいのかなと思うの

は、女性農業者の地位の問題です。これは労働報酬の数字は出ているんですが、事業主

という立場なのか、専従者給与をとっている立場なのか、そのことがデータとして出て

いないので、是非次年度以降そこまで突っ込んでくださるといいのかなと。あるいは今

あるのかどうか、ちょっとわかりませんが、それと女性の地位の向上と非常に深く関係

していると思いますので、そのことも。

○上原部会長 はい、わかりました。

ほかにいかがでしょうか、農業分野につきまして。

それでは、横川専門委員、お願いします。

○横川専門委員 １つは、飼料米の栽培について、前回も申し上げましたが、現状の国

内用飼料のほとんどは、アメリカのコーンを中心した輸入品です。しかし、以前から飼

料の国内生産について検討している日本鶏卵生産者協会では、国内で飼料米を栽培する

実験を計画しています。１ヘクタールあたり30万円ぐらいの経費ならば、アメリカの穀

物と競争ができそうだということです。それなら、米の減反と関連して導入することを、

国としてはやるべきではないのでしょうか。

飼料米栽培が実現されれば、自給率は相当上がります。これまでの米の研究は、戦後

すぐの研究は量を取るための稲の改良がされ、その次に美味しいお米を目指して品種改

良がされて来ましたが、飼料用の研究は未着手だと思います。例えば、１つの穂から10

0粒の米を収穫できる飼料向けの品種があって、それを120粒に増産することができれば、

この問題は大幅に改善されて国産の飼料が実現できると思います。

それから、２つ目に、花粉症が治るお米が開発されたこと。これは食料か農業かどち

らなのかわかりませんが、遺伝子を組み換えた米だそうです。そうなると、ますます、

遺伝子組み換えをどうしていくのかということについて、もっと研究や議論をしないと

いけないと思うのです 「わからないから反対だ」という声もありますし、専門家の中。

には 「環境破壊の方が心配で、安全性の問題ではない」という方もいる。私は専門家、

ではありませんが、もし花粉症の人がそのお米を食べて花粉症が治るのなら、これは一

つの方向として今後どうするのか考えるべきだと思うのです。白書では遺伝子問題につ

いては一切触れていませんが、何か触れるといけないみたいな雰囲気があるんでしょう
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か。何か方向を出していく必要はないのでしょうか。

それから、３つ目が肥料化の問題です。

外食でも家庭でも残渣が出ますし、畜産では、牛・豚・鳥などのの糞が出ます。そん

な状況下、リサイクルということに求められているのは、各地で様々なものが排出され

るものを堆肥化することです。しかし、今の制度は、国全体の法律ではなく、リサイク

ルをしやすくなっていないのです。環境省や農水省という担当官庁、都道府県によるが

色々なことをいって、なかなか堆肥化しようというときに規制をかけ流通できなくなる。

堆肥原料は資源ですから、用が済んだものは何でも「ごみ」と見るのではなく、リサイ

クルをするならもっと前向きな発想で国が先導しないと、いっていることとやることが

繋がらなくなってしまう。これは問題だと思います。他の省庁との関係があると思いま

すが、農水省はこれからもっと積極的に良い農業をするための、あるいは良い土地をつ

くるための堆肥化を、もう少し大事にしていただきたいと思います。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

ほかに。

マクドナルド専門委員、お願いします。

○マクドナルド専門委員 とてもよくまとめてくださって本当にありがとうございまし

た。素晴らしいですね。さすが農業白書を作成する人たちだなと思いました。

これは今年の課題ではないのですけれども、来年、あるいは再来年にでも考える必要

があるのではないかなと思うのは、以前も話していた研修生という資格でもって本当は

在日外国人農業労働者として日本の農業現場で、日本の農業に貢献している人たち。そ

の姿というか、実態を数字で明確に出していけたらいいなと思います。実際、いるのだ

し、それをファジーにしていくのがやむを得ない部分があるとは思うのですけれども、

今後は他の省とディスカッションをしていきながら、今は研修生という名目ですけれど

も、実際に労働者と全く関係のない人たちをどうやって今後数字として明確に表せれば

ということでお願いしたいと思います。以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

それでは、中村委員お願いします。

○中村委員 今、お話があったことと関連しますので、ちょっとこれもお願いです。白

書全体はかなりよくまとめられているというふうに思います。

厚い資料（参考資料２）112ページ。それから121ページと関連をいたしますが、112ペ
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ージで引き続き増加傾向が見られる農家の雇用労働力の問題が指摘されております。

それから、121ページの上では増加傾向が続く農業法人。これはこういうふうに進むん

だろうと思いますが、今お話がありましたように、雇用労働力の問題をこれから少し検

討されてはどうかなというふうに思っております。我々も多分、農水省の方も、担い手

の確保という話は出るのですが、これは経営者の確保を意味するのであろうと思うので

すね。

それから、先ほど山崎委員もご指摘がありましたけれども、女性の地位の問題と関連

しますが、いわゆる経営者と雇用者。家族の中でもいわゆる経営者と雇用者の問題が生

じてくるのだと思いますね。そういう時に、今は経営協定みたいなものできちっとした

位置づけをしていますけれども、さらにこれから法人化が進むに従って経営者といわゆ

る農業労働者の点をもう少し概念規定を含めて検討してもらったらどうかなと。

私のところ（全国農業会議所）でも今、外国人研修の試験によって期間を伸ばしてい

る外国人が約3,000人弱います。それがないと成り立たない農業経営も出てきております

ので、いわゆる経営者と農業労働者の概念規定をこれは厚生労働省の関係もあると思い

ますが、ご議論いただいたらどうかなというふうに思います。

それから、もう一つは先ほど横川専門委員からも出ましたが、自給力の問題で、さら

に遊休農地が38万ヘクタールまで増えているという数字が出ておりますし、それからこ

れらの基本計画の見直しの対応策で、今のところ一定の仕分けをして対応をするという

施策が出ておりますが、その中で地力回復の問題であるとか、それから化石燃料の代替

の問題であるとか、あるいは景観等含めて、幅広い視点で既に行われていると思います

けれども、積極的な施策を展開して将来の食料問題があるということがいわれているこ

とに備え、この遊休農地対策と潜在生産力の確保の問題を幅広くもう一回検討していた

だいたらどうかなというふうに思います。これは意見ですから。以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございます。

。この段階で関係各省からお願いしたいのですが、まず生産局、よろしくお願いします

○本川生産局審議官 まず、横川専門委員から指摘のあった飼料米についてでございま

すが、お米を飼料に用いるときの問題として幾つかございます。そもそもコストの問題

が一つございまして、我々が食べているお米ですと、大体トン当たり20万から25万円ぐ

らいでございますが、これを飼料に用いるということになると、２万円から３万円、10

分の１ぐらいの価格でないと畜産農家がぺイできないということになります。このコス
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ト差をどうするかという問題がそもそもございます。

それから、量的な問題としても、今、畜産用の飼料ですと、我が国の農地面積の1.5倍

か２倍ぐらいに相当する畑で生産された飼料がそもそも輸入されているということでご

ざいますので、我々が食べている米を全部飼料に転用しても、我が国の畜産のすべての

需要を賄い切れるものでは決してございません。ですから、米をそのまま飼料として用

いるということについては、例えば輸入したり、あるいは政府が買い入れたお米の古く

なったものを一部２万円とか３万円ぐらいまでトン当たりディスカウントし、用いると

いうことはやっておりますし、恐らく養鶏協会はそういうような古米を用いて、そうい

。う活用ができないかというような検討を始められるということではないかと思うのです

それから、飼料のことにつきましては、そうはいいながらも自給率を高めていかなけ

ればいかんということで、２つ観点がございまして、１つは粗飼料という「わら」や

「草」といった飼料。これについても一部輸入がございますが、これは国産で賄えるよ

うに何とかしていきたいということで今計画を立てて頑張っております。

その中で、ホールクロップサイレージというちょっと品種は違うんですが、お米をそ

のままサイレージという少し発酵させて、乳用牛に食べさせるというような方式も導入

をして頑張っていきたいというふうに思っております。

それから、濃厚飼料の方でございますが、こちらについては穀物を国産で自給するの

は、先ほど申し上げたように難しいのでございますので、例えば先ほど横川専門委員か

らご指摘いただいたような、そういう食べ残しの残渣であるとか、そういったものも含

めて、そういう飼料に転換をして、家畜に食わせていくというようなことで、少しでも

そういう濃厚飼料の自給率を上げられないかということで頑張っていきたいというふう

に思っております。

それから、もう１点、家畜排せつ物の堆肥化の問題などがございましたが、これにつ

きましては今、家畜排せつ物を適正に管理し利用の促進を図るための法律が完全施行さ

れておりまして、畜産農家は家畜排せつ物を処理する施設をつくって有効利用を図ると

いうことに取り組んでおります。そういうものとあわせて、全国的にリサイクルを進め

るというようなシステムをつくりまして、食品残渣も含めて堆肥化、有効利用を図って

いく。そのようなことで進められているところでございます。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

それでは、遺伝子組み換えについて、技術会議事務局からお願いしたいと思います。
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○丸山技術会議事務局研究総務官 ただいま花粉症緩和米の例がございましたので、状

況を説明させていただきます。

花粉症緩和米というのは、スギ花粉の表面にあるアレルゲンがございまして、それを

お米の中に入れましてつくったものでございまして、これはスギ花粉症のマウスをつく

りまして、それに対して実験を行うものです。まず、スギ花粉症のマウスをつくり、そ

。れに対して１週間ほどこの米を食べましたら、血液中の抗体の量が４分の１になります

くしゃみの回数も調べます。スギ花粉症のマウスは盛んにくしゃみをする。人間と同じ

でございますが、くしゃみの回数も４分の１となりました。今年度はサルで実験を行う

予定となっており、だんだんとこういうふうにやりませんと、国民のご理解をいただけ

ませんので、なるべくご理解いただけるようにということで、次の段階ではヒトという

ことですね。

これは実はマスメディアでは反対の声が大きいのですが、インターネットという新し

いメディアでは「花粉症緩和米を早く食わせろ」というご意見もたくさんいただいてい

まして、それは切実なんだろうと思います。なるべく早く必要な方が利用できるような

。形に持っていくように、色々と努力したいと思っていますので、よろしくお願いします

○上原部会長 どうもありがとうございました。

○横川専門委員 そのとき（ヒトにおける実験）には、丸山さんがやるのですか。

○丸山技術会議事務局研究総務官 実験台募集で。

○上原部会長 総合食料局次長にお願いします。

○内藤総合食料局次長 すみません、ちょっと２点補足したいと思いますが、１点は食

品残渣につきましては、ご案内のとおり懇談会を行いまして、基本方針の見直しについ

てご議論いただいております。特に収集面で制度的な課題があるということは、我々も

指摘を受けておりますので、関係省と十分これからも積極的に協議をしていきたいとい

うふうに思っております。

それから、生源寺委員からのご指摘にございました73ページ（参考資料２）の都道府

県別の自給率でございますけれども、我々もちょっと試みたのですけれども、現状を示

すとご指摘のように数値の幅が非常に広くて、なかなかうまく図示できないということ

と、一度それを出してしまうと固定化される恐れがある。それよりむしろ自給率向上に

向けて頑張っていただこうという意味では、こういう変化率、増減を出した方が自給率

向上に力を注いでいただけるのではないかということで、増減の図にしたところでござ
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います。

現状の数字の出し方については、またもう少し考えたいと思います。以上です。

○上原部会長 それでは、経営局の方から先ほど問題の出ました農業労働者の問題と遊

休地の問題について、情報提供をお願いしたい。

○稲田経営局総務課長 まず、女性農業者の地位の関係で山崎委員からご指摘がござい

ました。事業主か専従者なのかということについては、その調査をまだやっておりませ

ん。具体的に申しますと、アンケート調査をやるなり、あるいは統計部でやっている動

態調査で今後行うかどうかを検討していきたい、というふうに思っております。

それから、中村委員からありました農業労働者の概念規定の明確化というふうなこと

について、引き続き検討していきたいと思います。

また、マクドナルド委員から研修生という資格で農業に従事している者の数字につい

ても、事業者の方に当然調査をしていただかないといけないものですから、そういう点

についてもまた検討していきたいというふうに思っております。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

それでは、お願いいたします。

○宮本農村振興局企画部長 外国人労働者の問題でございますけれども、１つは外国人

研修制度がございます。先ほど中村委員の方からもお話がございましたけれども、１点

、プログラムを組みまして、いわゆる座学の研修から２年目以降の現場研修といいますか

実技研修と。ご指摘のとおり、実技研修が実質的には労働力の代替として相当活用され

ているのは、これは事実であろうと思っております。その数字につきましては、当然し

っかりとしたプログラムのもとで受けられておりますので、人数もわかりますし、場合

によってはその具体例というのも当然わかる、把握可能であろうとは思っています。そ

れについては、今年はともかくご指摘のとおり今後、その辺の分析をすることは可能で

あろうと思います。

ただ、一方いわゆる一般的な意味での外国人労働者問題ということになりますと、今

政府全体の中でこの取り扱いについて、正直言い方は悪いんですが、単純労働者の受け

入れ問題について、相当議論がされているところでございまして、これはもう少しこれ

がどうのこうのと、農水省として何か言うのはまだまだ難しい段階であろうというふう

に考えております。

○上原部会長 どうもありがとうございました。
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それでは、時間配分上、一旦ここで農業問題から今度は第Ⅲ章の農村に移っていきた

いと思いますが、どうぞ、生源寺委員。

○生源寺委員 農村のことについて１点ございますけれども、その前の農業のことにつ

いてよろしいでしょうか。

１つは非常に簡単なことでありまして 「参考資料２」187ページ。この下から２番目、

のパラグラフのところに 「飼料自給率を35％とする目標が掲げられている」というふう、

にございます。先ほど生産局の審議官の方からもご発言がございましたように、粗飼料

について自給率100％を目指すということになっているわけですので、ここは粗飼料を全

部国産で賄うということを目指すと記述された方がここで書かれていることの文脈から

いってもいいのかなということが１点です。

それから、もう１点は、これは動向編の記述についてどうのこうのということでは必

ずしもないんですが、171ページ（参考資料２）の事例の下のところに「農地・水・環境

保全向上対策」についての記述がございます。

それから、ほぼ同じ内容が209ページのバイオマスの前の前のパラグラフのところにご

ざいます。もちろん記述がダブっていても構わないというふうに思いますけれども、む

しろ内容的に関係の局なりで検討していただいた方がいいかなというふうに思うところ

がございまして、それは209ページの記述ですと、営農支援、農業生産環境政策の部分と

地域資源保全の部分がある意味でリンクしているという格好になっている点でございま

す。つまり資源保全施策の助成の対象になっているところで、あるまとまった形の環境

保全型農業を行う場合に支援の対象とするということであります。

恐らく水田農業であれば、これで先進的な取組について、リーズナブルにカバーされ

ると思いますけれども、畑作の有機農業とか、あるいは山地酪農なんかがこういうもの

に入るのかどうかわかりませんけれども、非常に個別性の強いもの、あるいはマーケテ

ィングの組織でもって繋がっているような、必ずしも地縁的な取組ではないような、し

かし、非常に先進的な取組についてどう考えるかということで、これはある意味で特例

的なことを考えるのかどうか。ここは少しお考えいただきたいというのが２点目でござ

います。

それから、３点目は農村の部分でありまして、これも非常に単純な話でありまして、

この228ページの「ニーズに対応した体制整備を」云々というところの２行目に「１泊２

日以上の温泉・名所旧跡等を訪ねる旅行が57％を占めている」とあります。それを受け
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て 「このように都市住民のグリーンツーリズムへの潜在的なニーズは高い」とあります、

が、１泊２日以上の温泉・名所旧跡等を訪ねる旅行とグリーンツーリズムというのはち

ょっとギャップがあるように思いますので、ご検討いただければと思います。

○西岡情報分析室長 今、先生からご指摘いただいたそういうワーディング、言葉の用

法の使い方なりは事務方の方で検討させていただきたいと思います。

いわゆる農地・水・環境保全向上施策の書きぶりにつきましては、今回の大綱をベー

スに、まさに白書として書ける範囲内という形で書いておりますので、白書としてその

範囲内で整理をしておりますので、ご理解いただければというふうに思います。

○上原部会長 それでは、駒谷委員、お願いします。

○駒谷委員 「参考資料２」144ページなんですけれども、農協の課題と改革というとこ

ろです。

ここに私も単協の組合長をしていたということから、ＪＡ改革の改革委員もこの15年

の時にやらせていただいたのですけれども、農協の課題というのは、ここに記してある

とおりたくさんあるのですね。ですけれども、なかなか改革が進まない原因としては、

組合員が、例えば私にしてみれば私の町の農協にしか入られないんですね。農協選択の

自由がないのですよ。組合員が農協を選択することができない。加入、脱退はできるの

ですけれども、ほかの農協に入ることができないということになっているんですよ。こ

の辺をこの時代ですから、組合員が農協を選択できるように改革すべきだと、このよう

に思います。ここは説明のところにも入っておりませんので、その辺をご検討いただき

たいなと思います

もう一つは評価をさせていただきたいと思うんですけれども、187ページ（参考資料

２）に私が主張していました「家畜の粗飼料を確保するために、耕作放棄地、あるいは

、隣地、河川敷地ということを有効活用する」と、記していただいたことに対しましては

非常に大きく評価をさせていただきたいと思います。

それから、これは19年度からのことなのですけれども、直接支払いが担い手に集中し

てということで、集落営農が認められましたよね。この集落営農はおおむね５年間経つ

と法人化を目指すということになっているのですけれども、万が一、法人化にできなか

った時にはどうなるのか。また、それがダラダラしてばらまきと言われる批判をされる

ことのないように、ひとつお願いをしたいと思います。

この３点です。
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○上原部会長 どうもありがとうございました。

農村問題も含めて、そのほか共通する問題、あるいは最初に言い忘れたことがありま

したら、総合的なものも含めて皆さんのご意見、ご質問をお願いしたいと思います。

森野委員、お願いします。

○森野委員 まず、農村の部分について１点、全部で３つ簡単に言います。

、１つは、グリーンツーリズムの話とか、その辺を取り上げるのは大変結構なのですが

、効用として都会の人が農村に行って農業を体験するということも大事なのですけれども

そこを訪れたのを契機にその土地の特産物を買うとか、そういう繋がりの方が実は重要

だろうと思います。例えば、私自身についていうと、よく最近会津に行くのですけれど

も、会津に行ってみて会津盆地というのは、非常にコシヒカリのうまいところだという

ことがよくわかって、そこからお米を買うようになったとか。そういうふうに単なる旅

行、観光というのが物見遊山ではなくて、それが今後、農産物なり、それに派生した

色々な商品を買うきっかけになるようなことに繋がるようなことを考えた方がいいのか

なというふうに思います。どうも教育というか、体験とかそこだけに切り口が限られて

いるというところにやや物足りなさを感じました。それが１点。

あと全体に編集上の話で２点ほど申し上げます。

簡単に言うと、１つは事例の中に「Ａ 「Ｂ 「Ｃ 「Ｄ」という事例がやたらと出」、 」、 」、

てくるんですね。要旨（参考資料１）の方でいうと、例えば24ページの「滋賀県甲賀市

のＣ集落は農事法人Ｄを設立し」とか、これは特にＡとかＢとかとくっつけなくても通

るようなものも多いんじゃないかなと思います。

例えば、48ページの一番最後の長崎県の西海市の後段の方で「地元の女性グループ」

と、これはＸとか何かつけないのかというのもあるんじゃないかなと思います。

それから、30ページの例えば本庄の例は、なぜ「東京農工大学教授」と、ここだけ固

有名詞なのか。このあたりも何となく想像はつくんですけれども、そのあたりがよくわ

からないというのが１点です。

もう１点、本体（参考資料２）の方でコラムが複数ページにまたがるというのはいか

がなものか。これは特に１ページ飛んでしまっている。例えば127ページのほ場整備の話

が129ページにまで続いているとか、例えば160ページの日本の食の話が162ページまで続

いている。これは１ページの中でコラムは完結させる。あるいは見開きの中で完結させ

る。少なくともこれは冊子としての基本的な編集の約束事なので、そういうところはき
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ちっとつくっていただければと思います。以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

それでは、今の点につきまして、事務局の方からお願いしたいと思います。

○西岡情報分析室長 先ほど生源寺委員から指摘のあったグリーンツーリズムの書きぶ

りがちょっと短絡的に繋ぎ過ぎておりましたので、その辺はもう少し繋がりをよくする

ように、記述を考えたいと。過去においても、まさにグリーンツーリズムで訪れた後の

いわゆる色々な経済効果とか、先ほど森野委員がいわれているような効果も過去の調査

内でもございますので、そういうものも盛り込みながら、もう少し話が通りやすくする

ように記述を考えたいというふうに思っております。

それから、編集上の留意点につきましては 「Ａ 「Ｂ 「Ｃ 「Ｄ」なり、何なりに、 」、 」、 」、

つきましては、ご指摘の点も含めて、ちょっと機械的に整理しているということもあり

まして、その辺はこれからこれは正直言いまして、まだドラフトといいますか、草案と

いう段階ですので、最終案までにきっちりその辺は機械的に入れずに、読みやすさとい

うことをかなり白書でも意識しておりますので、整理をしたいというふうに思っており

ます。

それから、固有名詞の扱いにつきましては、一応白書でも特に東京農工大学だから出

したということではなくて、いわゆる公益性なり不特定多数と。いわゆる個人の企業な

、り何なりという点については、白書という性格から出さないということです。それ以外

大学は別に公私問わず、そういう形で公益性の高いものについては記述するということ

で、一応ルールはつくっておりますけれども、そういうご理解をいただければと思いま

す。

それから、コラムなり事例の編集、これもちょっとそういう意味では最終形はもちろ

ん全部そういう繋がりを整理します。これはまだレイアウトが全部、版に組み込まれて

おりませんので、最終的には版に全部組み込んでもう一度整理をいたしますので、その

段階で全部そういう繋がりが途中で切れたりしないように、編集で注意をしたいという

ふうに考えております。

○上原部会長 この段階で、先ほど組合員加入問題と集落営農について出てきましたの

で、ちょっと経営局の方からこの点について情報提供をしていただければと思います。

よろしくお願いします。

○稲田経営局総務課長 駒谷委員からご質問がありました組合員が他の農協に入ること
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はできないという点でございますが、一般的に定款で確かにご指摘のように住所を持た

ない農業者が当該住所地を管轄する農協の正組合員になれないというふうにされている

事例がございます。これは、もともと農協同士の経済的な基盤の確保などの理由が多い

かというふうに思いますけれども、まずご指摘のように農業協同組合は農家のための組

織でございますので、そういう意味でまず農家に奉仕をするというんですか、農家のた

めの協同組合であるというふうなことを第１に考えなければならないというふうに思い

ますし、そういう点で今の運営が十分ではないというふうなことがあるのかなと思って

おります。

したがいまして、すぐに他の農協に入れるかということにしますと、先ほどのような

経済的な問題とかということがございますので、なかなか難しい課題かなと思います。

一応、他の農協の員外として、準組合員という指定は当然加入することができますの

で、そういう余地はあることはあるのですけれども、まず何よりも当該農協の中で組合

員のための農協であるような運営ができるようにすることが重要かなというふうに思っ

ております。

それから、品目横断の関係の交付金の関係ですが、５年後法人化を目指すというふう

なお願いをしているわけでございますが、それが仮にできなかったということは、余り

想像はしたくないのですけれども、できなかった時にあえてペナルティーを科すという

ことは今考えておりません。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

全体を通じまして、あるいは部分でもいいですが、よろしくお願いします。

伊藤委員、お願いします。

○伊藤委員 部分的なことなんですが、今回コラムにいろいろな事例を出していただい

て大変わかりやすく取材も大変だったと思います。また、感謝して興味深く読ませてい

ただいております。

ただ 「参考資料２」160ページに「世界に広がる日本の食」というコラムがあるので、

すが、ちょっと大変文章的なことで恐縮なんですが、韓流ブームから始まって、次にマ

ンガとアニメの話になって、そしていきなり日本食のブームに話が割と強引に展開して

いくのですけれども、ちょっとマンガとアニメが好きな人が日本に興味を持つというこ

とと、日本食のブームということは余り共通していないのではと思います。マーケット

も違いますし。ここはもうちょっと日本の食ということだけにフォーカスしたコラムに
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していただいた方がわかりやすいのではないかと思いました。

それから、食生活の現状というところで、もうちょっと柔らかい話題として食を取り

巻くトレンドというようなことで、何年前からかスローフードとか、それから昨今はＬ

、ＯＨＡＳ（ロハス）という言葉が随分出てきているんですけれども、地域に行きますと

まだ、ＬＯＨＡＳという言葉ではわからない方もたくさんいらっしゃいますが、トレン

ドとしてはＬＯＨＡＳという言葉が随分出てきておりますので、こういう食のトレンド

ということをどこかにちょっとコラムにでも入れていただくのが良いのではないかと。

それから、最後に同じく「参考資料２」の後ろの方に、用語解説をしていただいてい

るのがこれも大変わかりやすくてよいと思ったんですが、ここに例えば「エコファー

ム」とか、もうちょっとこの中で説明をしてもらいたいものがあるかなという感じなん

ですけれども、これを足していただくことができるのかどうかというのをちょっと聞き

たいところです。以上です。

○上原部会長 今の件について事務局、お願いします。

○西岡情報分析室長 先ほどのコラムの点につきましては、少しできるだけわかりやす

く、今流ではないのですが、話題になっているものから話を展開ということで、マンガ

とか、そういうものも出したのですけれども、背景といたしましては、政府の知的財産

推進計画の中で、いわゆる広い意味で日本のコンテンツとしてどういうものがあるのか

といった場合に、ソフトなものはマンガとか、例えばそういう色々なアニメとかもあり

ますし、その一つとして食文化というものは、非常に日本が誇るべきそういうコンテン

ツといいますか、価値のあるまさに知的財産であるというような観点もございましたの

で、少しそういう話題の中に繋げながら、記述をこのコラムではさせていただいたんで

すが。

ご指摘も踏まえてもう少し、食の部分が出るようなコラムでウエートを入れ込むよう

な形で少し書きぶりを検討させていただきたいと思います。

それから、トレンドの観点につきましては、スローフードなりも地産地消のところな

りで海外の動きという形で紹介をさせていただいておりますが、いわゆるＬＯＨＡＳに

つきましても、事務方で実は検討をさせていただいたのですけれども、これはいわゆる

言葉自体がある企業の商標登録になされているということで、白書としては特定企業の

商標というような形を引用するのは適当ではないのかなということで、今回は取り上げ

るのを控えさせていただいたということもありますので、一応できるだけそういうよう
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。な観点は盛り込むようにいたしましたので、その辺のご理解をいただければと思います

それから、用語解説につきましては、もう少しそういうご意見を伺って、できるだけ

そういう点は充実していきたいと思っておりますので、検討させていただきたいと思い

ます。以上です。

○上原部会長 時間が迫っておりますけれども、陽専門委員、よろしくお願いします。

○陽専門委員 簡単に３点ほど。

１点目は 「参考資料１」31～32ページの辺ですけれども、ここでは国内の強みを活か、

すと書いていらっしゃるんですが、この強みが国内にしか生きてないんですね。国内の

強みが国外に生きるような方法として、例えばエコファーマーというものはどんなもの

であるということを世界にも宣伝する。エコファーマーのつくったものは国内以外に国

外でも大変評価されるような、そういうことをやる。もし今回無理でしたら来年度にそ

ういう問題を入れて、国内の強みを国外に出すということはいかがでしょうかというこ

とが１点目です。

それから、２点目ですけれども、先ほども出ましたからいいませんけれども、用語、

索引。これは社系の用語、索引のように見えますね。技術系の用語、索引が非常に少な

いような気がします。大体つくられた方の顔が浮かぶような感じもしないでもないとい

う気もします。もう少し技術という言葉が入ってはいかがかなと思います。

それから、３点目は先ほどもちょっと横川さんと話して、この白書を褒め過ぎたかな

とかいっていたのですけれども、最後には本のデザインが大事なんですね。どこかにデ

ザインを相談するとか、この省はそういうのは余り上手じゃないですね。他の省は内容

はないじゃないけれども、格好よくやっています。読んでみたら「ああ、何だ」と思う

けれども。私がネクタイをしていて少しは賢そうに見えるのは、ネクタイしているから

で、ネクタイをしないでうろうろ歩いていたら、どこのおっさんだと、どこのおっさん

でもありますけれども、そういうもので、やはり外側の身だしなみみたいものをもう少

し格好よくしていただいたらいかがでしょうか。先ほどの話と共通しています。そうし

たら、もっともっと良いものに見えますよ。

○上原部会長 わかりました。それは先ほどの事務局の答えに代えたいと思います。

駒谷委員、先に手を挙げていますので、簡単にお願いします。

○駒谷委員 すみません。

先ほど経営局から回答をいただいたんですけれども、是非そのようないつまでも待て
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るような状況ではありませんので、実態を是非とも調査をしていただいて、農協改革が

うまくいかなければ事務次官の話でないですけれども、業務停止をさせるということが

出ていましたけれども、そのぐらいの覚悟で実態調査をして、本当の組合のための農協

になるようにご指導いただきたいと思います。

○上原部会長 大木委員どうぞ。

○大木委員 先ほどのご意見の関連なんですけれども、これはＷＴＯがあるから、でき

るだけ最新の情報を盛り込むということで、恐らく書店に出るのは遅くなるのだろうと

思うのですよね。それで、もう少し書き方なんですけれども、17年度版がいつごろ出る

かわかりませんけれども、知らない人が買うときに「何だ、もう随分遅いじゃないか」

と思われないような「最新版」とか、何か格好をつけるとか、そういう工夫が必要では

ないでしょうか。やはり今回は改革の初年度ということで結構買ってみたいと思う人も

いらっしゃると思うのですよね。そういう人たちのためにも、最新版ですよというアピ

ールができるような書き方にしていただけたら、なお良いのではないかと思います。

○上原部会長 はい、わかりました。

山崎委員。

○山崎委員 「参考資料２」36ページの「図Ⅰ－10 食に対する志向のうち最も強いも

の」という、大変これは興味深く見ました。この中で、国産志向というのがあって、こ

、の率は余り高くないんですね。大変すっとんきょうなことをいわせていただくんですが

農業それ自体を大事にしていく。それから国内の農業を大事にしていくということで、

何か単純なキャッチコピーのようないつもいつも使うような何かを考えるとか、歌をつ

くるのでも何でもいいんですけれども、何か繰り返し、繰り返し訴えかけるようなもの

があったらいいんじゃないかと思います。

○上原部会長 皆さんご意見が出ていますけれども、先ほどのエコファーマーを世界へ

ということについて、生産局か国際部で何か情報がありましたらお願いします。

○本川生産局審議官 国産の強みを生かした農業生産の展開ということで、幾つか観点

が書いてありますが、ここでまず私どもとして強調いたしたいのは安全性でありますと

か、そういった国産のご理解をいただいて、それを国内の農業生産を支えていただく消

費者の方々のお力を拝借できないかという観点から、書かせていただいております。そ

ういう施策の一貫として、エコファーマーという農薬とか肥料を余り使わないで、土づ

くりを中心にやられるような方々を認定をして、一定の支援をするという仕組もつくっ
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てございます。

それから、一方で国産の強みを生かして一層の促進というのも力を入れて展開をして

いるわけでございますが、ただこちらの方は外国にない産品でありますとか、あるいは

、国産の非常に品質のよいもの、こういったものをアピールとして打ち出しておりまして

例えば「参考資料１」32ページにも「農産物・食品等の輸出促進に向けた課題」という

ふうにございますが、まだまだこういうところでは海外市場のニーズの情報不足であり

ますとか、あるいはこういったところが課題でございまして、国産のエコファーマーが

つくる安全の高い、あるいはそういうものを海外で求めておられるというようなところ

までには、まだ繋がっておりません。輸出促進については、５年間で倍増するような取

組をいたしておりますので、そういう取組の中で、もし諸外国にそういう日本の安全性

なり、そういうエコファーマーがつくられたものに対するニーズが非常に強いというよ

うなことがございましたら、またそういう分野にも力を入れていきたいというふうに考

えております。

○上原部会長 色々なご意見等があると思いますが、そろそろ時間もまいりました。

皆様方のご意見を聞いておりますと、いい報告書じゃないかという流れが認められま

したので、議長としてはそれをそのまま受け取りたいと思います。

修正するところがあると思いますが、できる限り修正できるところは修正したいと思

います。どこを修正していくのかというのは、部会長にご一任願いたいと思いますがい

かがでしょうか。よろしくお願いしたい。

それから、表現について色々と指摘がありましたけれども、ご指摘を全て取り入れま

すと、全く個性のないものになってしまうこともあります。ですから、どうやって個性

を出すかということについても、できれば部会長にご一任願いたいと思います。よろし

くお願いします。

一応、ここで出た審議の結果は本審議会にご報告する予定でございますが、本審議会

に出すときに若干の修正点が出てくるかもしれませんが、これは大きな修正じゃないで

すので、これも部会長にお任せ願いたいと思います。どうもありがとうございました。

それでは、事務局の方から。

○齋藤情報課長 どうも貴重なご審議ありがとうございました。

18年度の食料・農業・農村政策にかかわる第13回本審議会の日程につきましては、既

に事務局から本審議会の委員の皆様にはご連絡を申し上げておりますけれども、来月の
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４月14日金曜日の午前10時から、この場所で開催を予定しておりますので、よろしくお

願いします。

今日はどうもありがとうございます。

○上原部会長 それでは、これで今日の部会を終わらせていただきます。

どうも皆さんありがとうございます。

──了──


