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食料・農業・農村政策審議会第15回施策部会議事録

日時：平成17年９月12日（月）14：00～16：00

場所：三田共用会議所第四特別会議室

○八木会長 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

議会第15回施策部会を開催いたします。

ご案内のとおり、去る７月22日に開催されました第12回食料・農業・農村政策審議会に

おきまして、分科会及び部会ごとの委員及び専門委員の構成につきましてはご一任いただ

いたことを受けまして、私の方でそれぞれの部会ごとの委員の構成を決めさせていただき、

本日、施策部会の皆様にお集まりいただきました。

本施策部会のメンバーは、お手元にお配りしてあるとおり、委員10名に専門委員３名を

加えた計13名でございます。

それでは、本日ご出席の皆様をご紹介させていただきます。

まず、私が会長の八木でございます。よろしくお願いいたします。

次に、五十音順に紹介させていただきます。上原委員でございます。駒谷委員でござい

ます。里吉委員でございます。生源寺委員でございます。中村委員でございます。森野委

員でございます。山崎委員でございます。

続きまして、専門委員の皆様方を紹介させていただきます。陽専門委員でございます。

横川専門委員でございます。

以上でございます。

なお、本日は、伊藤委員が遅れてまいる予定でございます。また、大木委員、マクドナ

ルド専門委員が所用によりご欠席となっております。

本日の施策部会は公開されており、一般公募によって傍聴者の方もおみえになっており

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

くお願いいたします。

まず、議事の進行に先立ちまして、当部会の部会長を選出していただく必要がございま

す。食料・農業・農村政策審議会令第７条第３項の規定により、部会長の選出は委員の互

選によることとされております。つきましては、部会長の互選について、委員の中で何か
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ご意見ございますでしょうか。

生源寺委員どうぞ。

○生源寺委員 食料・農業の問題について幅広いご見識をおもちであり、これまでも当

部会の部会長代理を務められております上原委員にお願いできればと思いますが、いかが

でしょうか。

○八木委員 ただいま生源寺委員から、上原委員に部会長をお願いしてはどうかという

ご提案がございました。いかがでございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

ご異論がないようでございますので、皆様の互選により、上原委員が部会長に選出され

ました。

それでは、上原委員、部会長席にお願いいたします。

それでは、ここで上原部会長からごあいさつをいただきたいと思います。

なお、これからは上原部会長に議事をお進めいただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○上原部会長 部会長をさせていただきます明治大学の上原と申します。よろしくお願

いします。

ごあいさつといわれましたけど、色々考えてみましたら、大学の委員会とかで議長をや

って、私が一体何が取り柄かと考えましたところ、なるべく早く会議を終わらせるのが得

意だということに気づきましたので、部会長のあいさつはやめまして、これから早速議事

に入らせていただきたいと思います。

議事に入る前に、まず、白須官房長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。

○白須官房長 官房長の白須でございます。食料・農業・農村政策審議会第15回の施策

部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様におかれましては、ご多用中のところご参加を賜りまして、ありがとうござ

います。厚く御礼を申し上げる次第でございます。

この施策部会におきましては、最近の食料・農業及び農村の動向を考慮いたしまして、

政府が毎年講じようとする食料・農業・農村施策につきましてご議論をいただくこととな

っているわけでございます。

特に今年は、政府といたしまして新たな基本計画に基づきまして、新たな施策の具体化
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あるいは創意工夫に満ちた攻めの農政への取組の支援、そういったスピード感をもった農

政改革の取組を推進しているさなかにあるわけでございます。

そこで、18年度に講じようといたします食料・農業・農村施策は、この取組を施策とし

て具体的に明らかにしていくという点で非常に重要な役割を担うというふうに考えている

次第でございます。

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まし

て、その運営に当たりまして、広く国民の皆様の理解と協力を得ていくということが何よ

りも重要でございます。このような観点から、幅広い分野の有識者の皆様方にご参集をい

ただいております本部会でのご議論に大いに期待をいたしているところでございます。

八木会長、上原部会長初め委員の皆様方には、幅広い観点から活発にご議論いただきま

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、ごあいさつとさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

それでは、議事に入りたいと思います。

本日は、今後作業が進められる予定の平成18年度「食料・農業・農村施策」と17年度の

「食料・農業・農村の動向」の作成の考え方等についてご審議をお願いしたいと思います。

本日の配付資料と会議の進め方につきまして、まず、事務局からご説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。

○齋藤情報課長 官房情報課長の齋藤でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、早速お手元の資料のご確認からお願いいたします。本日は、今、部会長から

お話がありました動向と施策の両面から議論をしていただくということでございまして、

密接にかかわりのある11の種類の資料を用意してございますので、出来るだけ簡単に説明

をします。座って説明させていただきます。

まず、お手元右上に「資料」と書いてございますのが施策です。18年度「食料・農業・

農村施策」作成に当たっての考え方。これは、後で私の方から説明をいたします。次に、

参考資料１というのがいわゆる動向、17年度の「食料・農業・農村の動向」でございます。

続きまして、当部会の位置づけ等記述してございます参考資料２でございます。参考資料

３が、この後、予算課長から説明がございます18年度の農林水産予算概算要求の概要でご

ざいます。この後、４―１と４―２がございますけれども、企画評価課の方から説明がご

ざいます政策評価のポイントと概要でございます。参考資料５―１が、先日発表になりま



- 4 -

した、自給率が記述してございます平成16年度食料需給表の概要で、５―２がその本体で

ございます。６―１が食料自給率の向上に向けた行動計画、６―２が生産努力目標の実現

に向けた行動計画。参考資料７が、フードガイド検討会の報告書、「食事バランスガイ

ド」でございます。あと、参考資料８が「外食における原産地表示に関するガイドライ

ン」。参考資料９が地産地消推進検討会、これは８月にとりまとめられたものでございま

すけれども、その報告書でございます。あと、参考資料10が「鳥獣による農林水産被害対

策に関する検討会報告書」。参考資料11は、「都市と農村の共生・対流の促進について」。

以上11点でございます。

あと、委員のお手元には、視覚障害者向けに作成しましたテープがございます。

次に、資料の説明につきましては、最初に、参考資料３の18年度農林水産予算概算要求

の概要について予算課長から、企画評価課調査官から政策評価について説明させていただ

きます。その後、一番最初に説明しました資料の施策編で私の方から説明、最終的には参

考資料１の動向編についても説明をさせていただきます。

以上でございます。

○上原部会長 それでは、予算課長からご説明をお願いします。

○本川予算課長 大臣官房の予算課長の本川と申します。18年度の概算要求についてご

説明を申し上げたいというふうに思います。

お配りしてあります18年度の予算概算要求の概要という厚い冊子をお取り出しいただけ

ればというふうに思います。これに沿いまして農業関係の概算要求についてご説明を申し

上げたいと思います。

２枚めくっていただきますと、総括表というふうに題している資料があろうかと思いま

す。総選挙の最中ではございましたが、８月11日に概算要求の基準が定められて、それに

従いまして18年度の概算要求を行っております。これが農林水産関係の総括表でございま

して、17年度の予算額２兆 9,672億円というものでございますが、18年度の概算要求の基

準に当てはめて、農林水産予算総額で３兆2,996億円の要求をいたしております。

ちなみに、この審議会は農業関係のご審議をいただくということでございますので、ち

ょっと書いてございませんが、農業関係の予算要求については、17年度が２兆 2,611億円

という数字でございますが、これを２兆 4,963億円の要求をいたしておるところでござい

ます。その内訳については、そこにあるような公共投資関係費、農道なりほ場整備をした

りといったような公共事業の関係費。それから義務的経費と申しますのは、年金でありま



- 5 -

すとか国家公務員の人件費でありますとか、あるいは農業センサスの実施経費だとか、そ

ういったような経費が含まれております。裁量的経費はその他の政策的な経費、こういっ

たような分類に大きく分けられるわけでございますが、こういう要求を行っているところ

でございます。

１枚おめくりいただくと、公共投資関係の経費の内訳が出てまいります。農業関係では、

一番上にあります農業農村整備事業でございますが、17年度 7,956億円、これを 9,257億

円強で要求をいたしておるということになっております。これ以外に農林水産関係の公共

事業では、治山事業でありますとか森林を整備する林野関係の公共事業、それから漁港だ

とか、いわゆる漁場を整備する水産関係の公共事業、こういうものがございますが、その

うち農業農村整備事業についてはこのような要求を行っておるところでございます。

それから、内訳について、時間の制約もありますが幾つか重点的なものをご説明申し上

げたいと思います。３ページ以降に農業関係の予算要求の重点事項が掲げられております。

今年度18年度の農業関係の要求につきましては、食料自給率を向上させると先ほど資料説

明の中にもございましたが、計画を定めて取り組んでいくということになっておりますけ

れども、そういう観点から、この３月に策定された新しい基本計画の工程管理をしっかり

と進めて、スピード感あふれる農政改革を実行していくということを基本に要求をいたし

ておるところでございます。

ちなみに、この新基本計画の工程管理と予算の関係でございますが、後ろの89ページを

少しご覧いただければというふうに思います。「新たな食料・農業・農村基本計画工程表

に基づく18年度予算の措置状況」というふうに書いてございます。この３月に新しい基本

計画が策定をされて、それを計画的に進めていくということで、工程を管理する工程表を

つくっておるわけでございますが、この下の表、ここから４ページにわたって整理をいた

しておりますけれども、基本計画で定められた、例えば１番で「食料の安定供給の確保に

関する施策」、こういう中に「食の安全と消費者の信頼の確保」という項目がございます。

それに対する予算が、右側の「18年度予算への反映状況」という形で整理をいたしておる

ところでございます。以下、４ページにわたって整理をさせていただいております。これ

はまた後でご参考にしていただくということで、私のご説明は３ページにお戻りをいただ

いて、そちらの方で数字等をみながら説明をさせていただきたいというふうに思います。

３ページに戻っていただきますと、農業関係は大きく分けて３つに分かれております。

ここの（１）から次の５ページの（３）まで、３つの項目に大きく分かれております。後
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でご審議をいただく食料分野の施策がおおむね（１）に該当して、農業分野の施策が

（２）、農村分野の施策が（３）。厳密にそのように当てはまるわけではございませんが、

おおむねそのようなものに対応しているのではないかというふうに考えております。

まず（１）でございますが、消費者が安心して納得できる食生活を実現していくという

観点から、食料の供給、消費システムの改革を推進するという観点から、幾つか重点を挙

げさせていただいております。そのうちの１つ目の○でございますが、「望ましい食生活

の実現に向けた食育・消費拡大の推進」ということで、先ほど資料紹介のときにも参考資

料７というところで、「食事バランスガイド」というものが添付されておることのご紹介

がございましたが、先般策定された「食事バランスガイド」の普及なり活用を図るという

こととともに、これまで米なら米、野菜なら野菜で、それぞれ単独に消費拡大の取組とい

うのはやってきたわけでございますけれども、食育という観点から予算も一括計上をして、

その時々、どういうものに消費拡大の施策を講じていくかということを判断した上でやっ

ていけるようにするという観点から、そういう個別の品目の消費拡大予算も合わせて48億

円の要求を行うということにいたしております。

それから、科学に基づくリスク管理などによる消費者の信頼確保でありますとか、３点

目は輸出拡大目標の達成に向けた施策の推進ということで、６億 6,000万円の予算を13億

3,000万円と、ほぼ倍増するような予算額を計上いたしております。これにつきましては、

25ページに少しわかりやすいものを挙げておりますので、ご参考いただければと思います。

上に表がございますが、５年間で倍増するという計画を立てております。これまで、下

に支援対象というところがございますが、輸出を始めようとする人への展示商談会であり

ますとか、あるいは輸出を軌道に乗せようとする方への常設店舗、こういったような施策

を17年度の予算までで講じてきたところでありますが、18年度につきましては、その右側

にある、輸出を本格的に展開しようとする人に対する重点的な支援といったところ。さら

には、右の一番上にあります日本食なり日本産食材の普及、こういったところに18年度は

力点を置いて取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。

それから、これを１枚おめくりいただきますと、27ページ、農産物の生産から流通にわ

たるフードシステムの改革ということで、新たに取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。今年度から成果重視事業という新しい事業のパターンが内閣の方で定められて

おるわけでございますけど、一定の目標を掲げて取り組んでいくということで、例えばモ

ーダルシフトという形で鉄道輸送へ切りかえていくでありますとか、あるいは市場の流通
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において商物分離取引、電子商取引を進めていくといったようなことを推進する予算を要

求いたしております。例えばこの商物分離直接流通のところでありますと、電子商取引を

導入する中央卸売市場の数を５年以内に30％以上にするといったような具体的な数値目標

を掲げて取り組んでいくということで、成果を出しながら、こういう流通をやれば抜本的

な改革ができるんだということを皆さんに納得していただきながら進めていきたいという

ふうに考えておるところでございます。

それから29ページ、もう１枚おめくりいただきますと、これも資料で地産地消の推進計

画のようなものが配られておりますが、地産地消対策について、ここにあるような全国60

0地域で計画策定とその推進を図っていく、そういう観点からいろんな取組ができるよう

な予算を要求いたしております。

以上が、３ページにお戻りをいただいて、（１）の重点的な事項でございます。

それから（２）、「担い手の育成、確保をはじめとする農業構造改革の推進」につきま

しては、基本計画の中でも重点的に位置づけられております、品目横断的な対策の構築に

向けた取組を進めるということにいたしておりまして、これもまた、恐縮でございますが

31ページにお進みをいただきますと、品目横断的な対策自体は、上の表にあるようなそれ

ぞれ品目ごとに講じておった品目支援策を品目横断的に講じるという仕組みに転換をして

いくというものでございますが、18年度の予算で、下にありますような新対策の啓発であ

りますとか、あるいは新対策の導入の準備、あるいは新対策の事務を開始する、要件に合

致した支援対象者を認定するような事務を18年度に開始して、19年産からスタートすると

いう、それに必要な事務的な経費が中心となりますが、要求を行っていこうということに

いたしております。

34ページにお進みをいただきまして、「集落営農の育成・確保支援対策」ということで

ございます。こういう品目横断的対策につきましては、担い手を中心に措置をしていくと

いうことになっておりますが、その担い手として集落営農を位置づけていく、それを育成

し称揚していくということで、ここにあるようなリーダーの育成から集落内の話し合い、

あるいは経理の一元化の支援、あるいは集落営農を促進できるような基盤整備の推進、自

己資本の充実、こういったような地域の現場のニーズに応じたきめの細かい施策を講じて

いくということで要求をいたしておるところでございます。

４ページに今度はお戻りをいただきまして、このページの一番上が、今申し上げた集落

営農の組織化など担い手の育成・確保施策でございます。これ以外に、２つ目にあります
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ような「担い手に対する農地の利用集積の促進」でありますとか、あるいは、その次にあ

る「革新的な未来農業技術を核とした生産性の向上」。この分野では、先ほど少し申し上

げた、数値目標を掲げてモデル的な先進的取組を構築していくという成果重視事業として、

例えばＩＴ技術による精密農業を推進する技術でありますとか、あるいは低コストの植物

農場を実証展示するようなことも取組として進めて、飛躍的な生産性の向上につなげてい

くような芽をつくっていきたいというふうに考えております。

一番下にございますような農業の生産基盤の整備につきましては、先ほど少し申し上げ

た、集落営農を育成するようなほ場整備事業でありますとか、あるいはため池、あるいは

農地防災の増進を図るような公共事業、こういったところも拡充をさせながら推進をして

いきたいというふうに考えております。

右に行っていただきまして、米政策については、新しい米政策の３年目に当たるわけで

ございまして、決まった仕組みのもとでの要求をきちんと行っていきたいということで要

求をいたしております。

（３）が「地域資源を生かした農村の活性化」でございます。これは、基本計画の中で

重点項目になっております農地・農業用水等の資源保全をする施策、あるいは農業生産環

境施策の確立をするための調査事業でありますとか、あるいは実験的な事業、こういうこ

とを行っていきたいと思っておりますし、これ以外にバイオマスの利活用でありますとか

都市と農山漁村の共生・対流の促進、こういったところの新しい施策を講じていきたいと

思っております。

さらには、今年度から第２期目のスタートが行われました中山間地域の直接支払い制度

については、２年度目でございます。同額の要求をして、きちんと対応していくというよ

うな考え方で予算の要求を行っておるところでございます。

以下、89ページあるいは93ページ以降には、またこの要求についてのいろんな観点を少

し整理しておりますので、後でご覧いただければというふうに思います。

私からは以上でございます。

○上原部会長 それでは、企画評価課お願いします。

○平形企画評価課調査官 企画評価課でございます。引き続き政策評価についてご説明

をいたします。

資料の方ですが、同じ参考資料３の冊子の94ページ、「３．政策評価の反映」というと

ころをご覧いただきたいと思います。
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当省では政策評価の目的としまして、１つは、国民への行政の説明責任を果たすという

ことと、もう１つは、見直しを何回も繰り返すことによって質の高い施策に誘導していこ

うということで、平成12年から政策評価を実施しておるところでございます。大きく分け

て２つの政策評価の方法がございまして、そのうちの１つが、この（１）実績評価という

ようなやり方でございます。これは個々の予算事業についてではなくて、一定のまとまり

のある政策の分野ごとに、年度が始まる前に数値目標を立て、毎年、年度が終わったとき

に、その目標に対しての実績値を測定する方法でございます。

94ページ、95ページのところに政策ツリーというのが出ているかと思いますが、農林水

産省の政策を大きく木のように立てていると。大目標、中目標があって、その下に政策分

野としまして、これは全部数えると57政策分野がございます。それぞれ大体２つずつぐら

い目標値がございまして、16年度については117、目標値を設定いたしました。その結果、

達成度をみてみましたところ、達成度が目標の９割以上達したものをＡというふうにして

おりますが、それが74項目ということで、６割以上が一応Ａになっております。そのほか、

50～90％の達成が24、50％未満が19というふうになっておりまして、特に50％未満のラン

クＣについては政策が十分うまくいってないところもございまして、これに関連するよう

な予算事業については抜本的に見直すようにしておりますが、例えば達成ランクがＡであ

っても、あるいはＢであっても、その内容を十分に検討しまして、施策の見直しに結びつ

くように考えております。

96ページをご覧いただきたいのですが、実績評価の反映の具体的な例を幾つか紹介させ

ていただきたいと思います。まず、大目標のⅠ、安全な食料を安心して購入・消費できる

体制を確立するという中に、家畜衛生対策というものがございます。16年度の目標、３つ

ほどございますが、真ん中の②、「牛、豚におけるヨーネ病、豚コレラ等の家畜伝染病の

発生率について、過去５年間の発生率の平均値（牛：0.0171％）ということを下回るこ

と。」という目標を掲げたところ、達成ランク（実績値）というところなんですが、②、

牛については発生率が0.0246％ということで、これはＣという判定になっております。こ

れにつきましては、評価結果としまして、牛の疾病については過去５年間の発生率の平均

を上回って目標を達成できなかった。改善の方向としましては、特定家畜伝染病防疫指針

等によりリスク管理を徹底することというふうな評価をいたしまして、改善といたしまし

て、18年度予算で家畜生産農場清浄化支援対策事業費（拡充）ということで、このように

掲げております。発生が増加している牛のヨーネ病の清浄化のための総合的な取組等、家
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畜伝染病の危機管理体制の充実を図るというような内容になっております。

また１つ飛んでいただきまして、大目標Ⅱの中の輸出促進対策、97ページなんですけれ

ども、16年度目標は、輸出促進のために諸外国で商談会等を開いた場合の事業参加者が平

均どのぐらい成約を得られるかということで、目標としては１社当たり 0.6件成約をしよ

うというふうに目標を立てておりましたが、16年度の実績値が 5.5件、大変成約に結びつ

く案件が多くて、達成ランクＡというふうになります。これについての改善の方向としま

して、新たな販路の開拓、産地づくり等官民一体となった取組が必要であるということで、

達成ランクＡになったんですが、さらにこういった取組を進めるように、ここに掲げてお

ります２つの新規事業プラス１拡充事業というのを実施する、そういうふうになったとこ

ろでございます。

それから、 100ページの方をご覧いただきたいのですけれども、政策評価の２つ目の手

法としまして、先ほどみていただいたのが分野ごとに評価を行う実績評価だったのですが、

それを補完するように各予算事業を対象に、１個１個の予算事業を対象に、必要性、有効

性、効率性から評価を行う政策手段別評価というものも併せて実施しております。16年度

は45の予算事業を対象に評価を行って、そのうち43については、改善だとか廃止を含めた

見直しが必要というふうに評価をいたしまして、実際、このようにすべて見直しを行った

ところでございます。

具体的な例としましては、ここの四角の中にありますけれども食品産業技術対策推進事

業。これは、食品企業が国産農産物の利用の促進ですとか、あと、食の安全・安心確保に

関するような技術開発をする場合、それを支援しようというような事業でございます。た

だ、これは２年間ほど続けてみたところ、いろんな課題について研究をしたところ、特許

の出願ですとか実用化に結びついたのは約半分で、残り半分はなかなか成果の活用に結び

つかなかったところがございまして、政策評価の概要としまして有効性及び効率性を改善

する必要がある、特に成果が広範な活用に結びつくような取組ですとか産学官の連携強化、

競争的資金の活用等の検討を行うようにという評価をいたしました。

それに対しまして政策評価結果の反映ということなんですが、この事業のうちの一部の

事業については平成17年度に再編をいたしまして、競争的資金制度の取組として新たに開

始をしておりますし、また、ある一部の事業については、所期の目的が達成されたという

ことから、廃止をするというような見直しにつなげているところでございます。

このような政策評価、実績評価と手段別評価で２つの評価を通じまして、施策の見直し



- 11 -

等に役立てているところでございます。

私の方からは以上でございます。

○上原部会長 それでは、情報課長お願いします。

○齋藤情報課長 それでは、先ほどの資料の『平成18年度「食料・農業・農村施策」

（施策編）』を説明します。作成に当たっての考え方（案）でございます。この施策編と、

その次の参考資料１が今回の主な施策部会の議論の対象になるものでございます。

施策部会は18年度検討の最初でございますし、こういう施策あるいは動向が全体の農政

のフレームとどう関連しているのか若干敷延しておきます。ご案内のように現在の農政は、

平成11年の食料・農業・農村基本法のフレームに従い、各般の施策を総合的・計画的に展

開しております。同法には４つの基本理念、すなわち食料の安定供給の確保、多面的機能

の発揮、農業の持続的発展及び農村の振興の実現などが明記されており、この実現のため

の基本的な方針ということで基本計画が示されているところです。現在の基本計画は、12

年に策定された当初の計画の反省に立って、農政全般の改革を加速する観点等を踏まえ、

今年の３月に、今後10年を見通して、食料・農業・農村に関し総合的・計画的に講ずべき

施策を明らかにしたものでございます。

したがいまして、今回の新基本計画とこの施策部会でご審議いただく動向編、施策編は、

基本計画の工程表と密接にリンクし、いわば裏腹の関係にあるというふうに考えておりま

す。具体的に動向編は、新基本計画の第１年度目である17年度の実情が、食料・農業・農

村全般にわたってどうであったか、これを包括的に、かつ実証的に分析していくものです。

一方、現在お手元にあります施策編については、こうした動向を考慮して、18年に講じよ

うとする施策を総合的・包括的に記述するものであると考えております。

そういう観点に立ちまして基本的な考え方が書かれているわけです。まず、基本的考え

方でございますけれども、「食料・農業・農村施策は、政府全部全体とて推進していく必

要があることから、平成18年度に講じようとする施策は、関係府省が、食料・農業・農村

基本計画に基づいて取り組むこととしている施策を総合的に記述することとする。」

「（２）構成については、①食料・農業・農村基本法に基づき施策の総合的かつ計画的

な推進を図るために基本計画が定められていること。」「②各施策の年度ごとの実施状況

や実施方針をわかりやすく示す必要があることを踏まえて、基本計画の項目立てを基本に

編集するものとする。なお、国際交渉への取組等基本計画で項目立てされていない施策に

ついても、当該施策の重要性等を踏まえ、必要に応じ、項目の追加を行うこととする。」
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というのが基本的考え方でございます。

２つ目に留意事項でございますけれども、３つあります。１つは、『17年度における基

本計画の「工程管理」の結果等を踏まえて、改善、見直し等が行われる施策については、

その経過等についても簡潔に記述するように努める。』できるだけぎりぎりまで分析をし

ていこうと思います。

「（２）18年度予算の政府案、次期通常国会の提出予定法案の概要について、可能な限

り記述する。」ということでございます。

（３）で、『「概説」の「施策の背景」等において、施策の全体像や重点的に推進すべ

き施策について、図表等を使ってわかりやすく記述する。』動向編等はわかりやすいとい

われているんですが、こちらの方がもう少し図表等を使うべきではないかといわれており

ますので、そういうことでございます。「また、各章のポイントとなる施策についても、

図表や写真、イラスト等を挿入することにより、わかりやすく、メリハリのある記述に努

める。」

次の２ページは、審議の進め方でございます。これは飛ばしていただきまして、３ペー

ジは『「17年度食料・農業・農村施策」の構成』、これが次回18年度食料・農業・農村施

策の構成ということでご議論していただくものになります。前年の施策部会でこれをつく

っていただきまして、このときは新基本計画に並行して議論が進められておりますので、

ほぼ新基本計画の項目立てに沿いましてこれがつくられております。したがって、今回も

18年度におきましても、ほぼ同じ項目立てで行うことになろうかと考えております。

したがいまして、その項目についての色々な濃淡等を議論していただくことと、あと、

具体的な内容についてご議論していただくということになろうかと思います。

概説のところは、施策の背景であるとか重点、財政措置とか立法、税制、金融、政策、

評価の全般をまず概説し、このところでかなり説明をシンプルに、かつ図表等を使って説

明をしていきたいと、これを今回の特色として出そうかというふうに考えております。

あと、ここ以下、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ以下はすべて基本計画に沿ったものでございますけれども、

Ⅰで食料自給率向上に向けた消費及び生産に関する施策。昨年は、食料自給率向上に向け

て重点的に取り組むべき事項ということで、具体的には、わかりやすく実践的な食育であ

るとか、あるいはまた農業者と消費者を結ぶ地産地消であるとかという項目が記述されて

おりました。２つ目は生産努力目標の実現に向けた施策ということで、昨年は国産農産物

の競争力強化に向けた生産面での取組強化等の記述がございました。３つ目が食料の需給
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に関する動向把握と情報提供ということで、これは、先ほどありました食料自給率レポー

ト等の作成・公表、わかりやすい情報提供の関係でございます。

Ⅱ点目の食料安定供給の確保に関する施策の食の安全及び消費者の信頼確保につきまし

ては、この段階ではリスク分析を通じた食の安全確保、あるいは消費者の信頼確保等の記

述でございます。２つ目、望ましい食生活の実現に向けた食育の推進は、「フードガイ

ド」等の策定等、国民運動としての食育関係でございます。あと、食生活、地産地消がご

ざいますけど、５番目の食品産業であれば、食品流通の構造改革とか、食品産業全体の事

業基盤の強化等の記述がございます。６番目が食の安定輸入、あるいは７番目が国際協力

の推進。

Ⅲ番目が農業の持続的な発展に関する施策関係でございます。１番目の望ましい農業構

造の確立に向けた担い手の確保関係は、担い手の明確化なり支援の集中・重点化関係でご

ざいます。２つ目が人材の育成・確保、これは新規就農であるとか女性の参画促進関係で

ございます。３つ目の農地の有効利用の関係が、担い手への農地の利用集積関係あるいは

耕作放棄発生防止関係でございます。４番目の経営安定対策確立が品目横断施策への転換

関係。５番目の経営発展に向けた多様な取組が、食品産業の連携であるとか、農業と食品

産業の連携であるとか、輸出の取組が記述されております。６番目の経営発展の基礎とな

る条件としては新技術関係。７番目の農業生産の基盤の整備は、構造改革加速のための農

地整備関係。８番目の自然循環機能の維持増進は、技術開発であるとかバイオマスの利活

用、あるいはまた地球環境保全関係が記述されております。

次のⅣ番目の農村の振興に関する施策の１番目、地域資源の保全管理関係は、農地であ

るとか農業用水の保全管理等でございます。あと、２番目の農村経済の活性化は、活性化

に向けた多様な取組、中山間振興等がここで記述されております。３つ目の都市と農村の

共生・対流関係は、グリーンツーリズム、交流、普及関係でございます。４番目の快適で

安全な農村の暮らし、これは衛生であるとかいわゆるデジタルデバイド、情報通信関係の

格差問題はここで記述されております。

Ⅴ番目の国際交渉関係、ＷＴＯ交渉関係は、現在取り組んでおります多様な農業の共存

という基本的なスタンスに関して、ＷＴＯでの現在の進捗状況、対応方向。あるいはＥＰ

Ａ／ＦＴＡの取組は、緑のアジアＥＰＡ推進戦略を踏まえた対応等でございます。

Ⅵ番目の団体の再編整備に関する施策関係は、いわゆる農協問題といいますか、農家で

あるとか消費者から選択される農協改革に向けた対応。
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最後のⅦ番目の食料・農業・農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための取

組。１つ目の政府一体となった施策の推進というのは、内閣総理大臣を本部長とする食料

・農業・農村政策推進本部、これを中心とした取組の記述。２つ目の施策の工程管理と評

価は、先ほどありました政策評価等との関係。３つ目の財政措置及び４つ目の的確な情報

提供、５つ目の効果的・効率的な施策関係でございますけれども、特に４、５については

農村分野の情報化、消費者との関係、電子政府の実現等、最近の動向がここで記述される

ということになっております。

これは昨年のことでございますけど、フレーム自体は、先ほどいいました基本計画との

関係から、ほぼこれに準じたものにさせていただいて、その中で、内容についてどのよう

に記述するかということをご意見等いただければというふうに考えております。

以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

今までのご説明を踏まえまして、施策を策定するに当たってどういうことを考慮に入れ

たらいいか、あるいはどんな18年度の施策案をつくるべきかということにつきまして、幅

広く皆様方のご意見を承りたいと思っております。

内容が非常に幅広くなっておりますので、いつものとおり分けて議論を進めていきたい。

食料・農業・農村の審議会でございますので、食料と農業と農村と、それ以外の横断的な

分野、この４つに分けて議論を進めていきたいと思います。具体的には、今、情報課長か

ら説明のありました平成17年度の食料・農業・農村の施策の構成、これを参考にして議論

を進めていきたいと思います。ちょうどⅠとⅡが食料に当たる部分、Ⅲが農業に当たる部

分で、Ⅳが農村に当たる部分。大体この辺のことを頭に置いて、あくまでも議論しやすい

ようにこれをベースにしていきたい。それから、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶがそのほか横断的な分野に当

たると思います。動向編については、この施策編の議論の後に審議したいと思っておりま

す。

まず、この施策編について議論していただきたいんですが、最初に、このⅠとⅡについ

てご議論していただきますが、少し遅くなって申しわけないんですが、伊藤委員がおみえ

になりましたので、ちょっとご紹介させていただきます。伊藤委員でございます。よろし

くお願いします。

それでは、食料について、いろんな観点からでよろしいですから、ご意見、ご質問等あ

りましたらお願いいたします。ある程度皆様方のご意見、ご質問をお伺いしまして、その
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後に事務局から情報等、あるいは何か質問にお答えすることがありましたらご提供させて

いただく、そういう形をとりたいと思いますが、いかがでしょうか。

最初は、なかなか皆さん意見をしゃべらないので、私から勝手に当てさせていただきま

すが、横川委員いかがでしょうか、食料と一番近いところにいらっしゃいますので。先ほ

どちょっと聞いたら、早く帰るそうでございますから（笑声）、よろしくお願いします。

○横川専門委員 いきなり振られても、まだちょっとまとまってないんですが、ちょっ

と幅が広過ぎますので、どの辺をやられるかということを絞っていただくと、専門委員な

ものですから余り幅広くありませんので、絞っていただければ、それについてご意見は申

し上げたいと思いますが。例えば国内の生産体制を強化するとか、今でいうと、大分海外

加工がふえてきていまして、食料加工を基本的にどう考えるのか。自給率４割、いいかえ

れば外国に６割も世話になって生きている日本というふうにもみえるわけですね。厳しく

いえば、本当に自給率の議論をこんなにやらなきゃいけないのかなということだって、原

点でいえばありまして。

ただ、それは抜きとしまして、最近の生活者変化に伴う食料供給ということが、どうも

今までの供給システムではこたえられなくなってきているということが僕はあると思いま

す。それは、１つは単身者世帯とか女性労働者によって日本の経済が支えられているとす

れば、今までのように原材料から食事をつくるという時代ではなくなってきて、材料から

食事をつくる、あるいはできたものに加熱、盛りつけで食事をするという時代にどんどん

変化をしてきている。じゃ、そういう変化に対して供給体制がどうなっているかというと、

実はできてないと申し上げた方がいいのかもしれません。

具体的に申し上げますと、国内第２次、第３次加工システムというのが今相当進んでい

るにもかかわらず、野菜でいえば市場流通が中心になっている。あるいはグローバル化時

代で海外加工品がふえているのに対して、輸入したところの品質チェックが甘くなること

によって、今、消費者が食の安全の確保に対する不安をもっているとか、広げるといっぱ

いあると思うんですね。どこから手をつけて、国内の加工体制をいうのか、グローバル化

に対する問題の提起をするのか、マーケット変化に対して今どうしなきゃいけない議論を

するのか、これだけやっても大きく３つあると思いますね。この辺をもっと分けていただ

かないと問題提起にはならないし、逆にいうと、問題提起が明確にならないでどうして工

程を組めるのかなと、単純な質問も出てきたりしますものですから、そこを少し整理して

いただく必要があるかなというふうに思います。すみません、せっかくまとめたのに、僕
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がまた広げて壊したような形になりますけれども。

○上原部会長 いえ、今のはまとめの方向として非常にすっきりしました。本当にあり

がとうございました。３つの観点から考えていくというのは極めて重要だと思います。

どうぞ、ほかに皆様方の方からご意見等ありましたら。特に食料部門についていかがで

しょうか。ございませんでしょうか。

では、陽委員お願いします。

○陽専門委員 今、横川委員のお話もそうなんですが、この施策を書くための切り口と

いうんですかね、そういうものがやはり様々あるだろうと思うんですね。この場合には、

食料・農業・農村という目標に対しての設定の仕方で書かれている。それも１つの方法だ

ろうと思うし、今横川委員がおっしゃったのも１つの方法だろうと思います。私、もう１

つ別の視点がこの中全体に、入ったらいかがかなと、思っています。実は平成12年前まで

は、いわゆる農水省のこういう目標等は、農業生産、農業ということが主体であったわけ

ですね。それが第１点だと思うんですが、その後、やっと農水省も環境という問題を取り

入れて、今では環境という問題を抜きにして農業は語れなくなった。指摘すればこの文章

の中に幾らも環境の問題は書かれていると思います。

さらに３点目に、医療といいますか健康といいますか、あるいはセラピーといいますか、

そういう農業と環境と今度は医の問題が必要です。健康といってもいいんです。それはど

んな言い方でもいいんです。それを新たに農水の中で獲得していかなければならない。農

水がもっともっと幅を広げ、ほかの部門と協調したりするところが欠けているだろうと思

っております。

したがいまして、今いいました３点の１と２、１はもう済んでいる、２も済んでいる、

３点目をどうクリアにしてこの問題にどうやって踏み込んでいくか。農は環境をやっと身

内に持ち込んだけれども、健康とか医療とかそういう問題についての踏み込みを早くから

やっていただかなければならないということです。長くなりますからここでやめます。具

体的にどんなことがあるかという考えをもし発表する時間があれば、そのときにお話し申

し上げます。

○上原部会長 山崎委員。

○山崎委員 ちょっと今の話に関連するんですが、食料自給率を向上するといいますと、

結局国内の生産物を具体的に、私、あまり消費者という言葉を使いたくないんですが、と

もかく買っていくという、それが積み重なって自給率が上がっていくわけです。今までの
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農林水産省の政策の向きというんでしょうか、まず生産者があって、それから生産者が色

々な安全性とかなんとか、そういうことでの消費者に対しての責任をどうするかという、

こういう視点がとても強く私は感じられているんですが、私は末端の消費活動を担ってい

る、いわゆる女性たちとうんとつながりがあるものですから、彼女たちの動向というのは、

安全で安心で安ければ、別に国内のものでなくてもいいわけです。そういうことが背後に

あって、なおかつ国内の自給率を上げていこうと思ったらば、日本の農業をなぜ守ってい

くのか。今の陽委員の話とつながってくると思うんですが、もっと日本の農業を守ってい

く理由というんでしょうか、そこのところがもっと明確に伝わっていくような、そういう

ことがこれから大事なのではないかと思うんです。

そういう点でいいますと、消費者を単に消費者として位置づけるということでは私は不

十分で、消費者も含めて、これは生産者も消費者であるわけですけれども、そこも含めて、

協働して日本の農業を守っていく責任といいますか、何かそういったものが明確になるよ

うな、そんなものがもう必要な時期になっているんじゃないかなと思いました。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

生源寺委員、先ほど手を挙げておられましたけど。

○生源寺委員 講じようとする施策に関してなかなか発言がしにくいといいますか、施

策そのものを、これはいかんとか、あれをやれとかいうレベルの話ではちょっとないと思

いますので、なかなか発言がしにくいんですけれども、関連ということでトレーサビリテ

ィ、特に牛あるいは牛肉のトレーサビリティに関連して、あるいはそれを例にとって、ち

ょっとお聞きしたい点がございます。

１つは政策評価のお話がありまして、これをパラパラみておりましたら、参考資料４―

１の５ページにトレーサビリティに関する評価があるわけです。これはこれで特にどうの

こうのというつもりはないのでありますけれども、牛と牛肉ということであれば、あると

ころまでは農林水産省でありますけれども、と場のある段階以降は厚生労働省ということ

ですね。一種のチェーンがあって、それぞれのところでいろんな努力がなされて、情報が

受け渡しされ、また記録されるという、全体が機能して初めて一つのシステムとして作動

するような、こういう形になっているというふうに思うんですけれども、そうしますと、

非常に単純にいいますと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅというパーツがあって、どっかがさぼれば

全部だめになってしまうわけですね。

そういう意味で、農林水産省のカバーしている部分についての評価という意味ではこれ
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でいいのかもしれませんけれども、当然関連して厚生労働省でも政策評価法にのっとって

やっておられることですので、あるわけですね。ですから、例えば関連するものを参考と

して、他省庁の評価のものもみることができるような形にするとか、もっとそれ以上のこ

とが必要であるような面もあるかもしれませんけれども、やはり全体のシステムとして動

くかどうかということが問われているような政策の場合には、パーツあるいは部分だけで

はちょっと心もとない面があるのではないかと思います。

それとの関連でありますけれども、トレーサビリティシステムが本来作動する必要がな

ければ、それが一番いいわけですね。しかし、仮に牛肉、牛に関連して何らかの問題が生

じて、トレースを行って、どこか問題のある部分が特定できて、そこからトラックという

んですか、川下にというような、こういうことが典型的な発動の形態だろうと思うんです

けれども、これはめったなことである話ではないというふうに思うわけでありますけれど

も、だとすれば、シミュレーションというかドリルというか、本当にこれがワークするか

どうかということをテストするというふうなことが当然考えられると思うんですけれども、

そういうことは既に行われているのかどうかということをちょっとお聞きしたいのであり

ます。私は、やり方は色々あるかと思いますけれども、この種のものをやっぱり行う必要

があるというふうに思っておりますけれども、その点も含めてお願いできればと思います。

○上原部会長 今まで幾つかご意見、ご質問出ましたので、ここでまとめて私の方から

ご質問しますので、よろしくお願いします。

まず、トレーサビリティにつきましては、消費・安全局からお願いしたいと思います。

特に各省庁との連携もどうなっているのかということも含めまして。

○高橋消費・安全局審議官 消費・安全局の審議官であります。

生源寺委員からのただいまのお話、参考資料４―１の５ページのところのお話だと思い

ます。例としてというふうに生源寺委員からもお話ございましたが、牛のトレーサビリテ

ィなどのように他省庁にもフードチェーンがまたがる場合に、そのトレーサビリティの各

部分について情報伝達を、この中では、今は牛肉とそれ以外のものについての評価をやっ

ていますけれども、そういったフードチェーンの中に他省庁のものが絡む場合どうするん

だということでございますけれども、ちょっと例で申し上げますと、牛肉の場合にはと畜

場そのものは、中での作業処理というのは厚生労働省の話でございますけれども、その生

産段階、牛が生まれてから、育てて、と畜場にもっていって、殺して、殺すというのはあ

れですけど、と畜して、それで枝肉になって今度流通ルートに乗って、最後はスーパーに
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行くわけですけれども、全体として情報伝達というのは、一応全部農林水産省で責任をも

ってやっています。厚生労働省がもっている部分というのはと畜場の中の衛生問題ですの

で、ある特定の牛の、番号がついていますけれども、それからとれた牛肉が、結局最後に

は小売店まで番号をつけていって、どこの農場で生まれて、だれが育てて、どこでと殺し

てという情報は、一応全部きちっと川下に送るというのは、そこはむしろチェーンの情報

伝達の問題としては、トレサ法は一貫して農水省の責任でやるということになっています

ので、ちょっとその問題は、牛のトレサの場合はないと思います。あと全体には、情報伝

達は線でどういうふうに情報伝達するかですから、ある部分だけ完全に例えば厚生労働省

にいっちゃうとか、そういうことは必ずしも一般的にないんだろうというふうに思ってお

ります。ただ、牛以外どういう場面になるのか、ちょっと具体的に申し上げられませんけ

れども、少なくとも今、例に出ているようなお話の場合には、特に問題ないということで

ございます。

それから、ドリルとか、ちょっと私、おっしゃった意味がよくわかってないのかもしれ

ませんけれども、牛のトレーサビリティの場合には、これはトレーサビリティ法をやる前

から家畜改良部門での牛のトレーサビリティというのは事実上やっていますので、番号を

つけて色々改良なんかやっていますけれども、牛の番号をつけて色々やるという作業は現

実にやられてきたわけですけれども、それについて、誤った番号が流れていった場合にど

ういうふうに修正するとか、そういうのは一応厳正にして、これまでに実際、例えばここ

にちょっと書いてございますけれども、例えばトレサ法を施行した後、実は生産農場へ行

ったら、農場の中で安い牛といい牛の耳標を取りかえて、番号を実際違うものをつけてい

たというような事例がありまして、そこは私どもで色々な情報から捕まえて、きちっと摘

発の対象にしているということでございますので、ドリルというのは、現実にそういう問

題があって、私ども色々経験しているということでございます。ちょっと、もしかしたら

ピントがずれたお答えかもしれませんけれども。

○生源寺委員 １点目は、端的にトレーサビリティに関して、厚生労働省でも牛、牛肉

に関して多分政策評価をやっておられる。これは審議官に聞くのは何か、聞いてもいいよ

うな気もしますけれども（笑声）、それもちょっと妙な感じもしますが、やっておられる

のであれば、関連するものとして併記するというようなことであればわかりやすいという

ようなことがあるんじゃないかと思います。

２番目は、端的にいうと、例えば迅速にトレースして、迅速にトラッキングをするとし
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て、実際にこれがどれくらいの時間でできるかとか、きちんとターゲットのところまで連

絡が行って、風評被害みたいなことを防ぐことができるかどうかという、そういうことに

ついて仮想訓練のようなことをしておく必要はないか、そういう意味合いでございます。

○上原部会長 ありがとうございました。

陽委員から、環境の視点はどうなっているのかという、これは環境政策課の方からよろ

しくお願いしたいと思います。

○陽専門委員 環境の視点は出ているけれども、健康とか医療の視点をどのように取り

組むか。環境の視点はたくさんいろんなところにでているし、医療の視点も若干でており

ますが、それの切り口をどのようにしていくかという、こういう話ですが。

○上原部会長 これは総合食料局の方がいいんですかね。今の問題は環境の視点と医療

の視点、幾つかを合わせて考えましょう。陽委員おっしゃったことは、今まで環境とか農

業の関係で議論したけど、これに今度は医療という関係も含めて、より幅広い視点からの

政策があるんじゃないかという、そういうことが問題となるということです。

○陽専門委員 具体的に申し上げますと、例えばⅡの１は、食の安全というのは健康で

あるし医療である。Ⅱの２の食育の促進も医療である。そうやってみていけば、たくさん

そういう問題でとらえられるんじゃないかと、具体的にはそういうのが幾らもあります。

○上原部会長 食育という問題もありますので、これは消費・安全局の方でそういうこ

とをお考えかどうか、あるいは検討するというお答えでいいのかもわかりません。よろし

くお願いします。

○高橋消費・安全局審議官 お話しされたのは、白書において分析の切り口としてそう

いう側面をどうするのかというお話でございますので、私はむしろ官房の方がお答えにな

る筋合いのものだと思いますけれども、健康とかそういった面で、先ほど「消費者」とい

う言葉はよくないんじゃないかというお話がありましたけど、消費をする段階でも、生産

したものをそのまま食べてもらうということじゃなくて、むしろ消費者の需要に合わせて

生産面をどうするかというのは、この前の基本計画のときもそういった視点は一つ提示さ

れたものであったろうと思いますし、そういった格好で基本計画にも記載されていたとい

うふうに考えております。

○上原部会長 環境政策課の方で、そういう広いとらえ方について何か情報はないかと

いう点について、もしありましたらお願いします。

○新井環境政策課資源循環室長 先ほどご紹介ありましたように、農林水産省としては、
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農林水産省の環境政策の基本方針というのを２年前に定めてございます。そういうような

取組を具体的に推進しておりますので、そういう観点からのまとめはしてございます。白

書でも、随時それぞれのパーツで紹介していると思いますし、また、必要あれば補ってい

きたいと思っています。

○上原部会長 どうぞ。

○陽専門委員 私が申し上げたのは、どういう答弁を聞きたいということじゃなくて、

むしろ官房がどういう視点で今度の施策や次の動向をお書きになるのかということであり

まして、決して問い詰めているわけじゃございませんので。

○上原部会長 どうぞ。

○齋藤情報課長 ご指摘のような「医」の問題はこれまでも色んな場面で、何らかの形

で取りあげるべきとのご指摘があるところです。医の問題で基本的によく課題になるのは、

医療費の数十兆円のことです。現在、１億 3,000万の国民の皆さんは80兆飲食費を出して

いるんですが、医療にも数十兆のお金がかかっているところです。食料関連産業がより健

康なものを提供していけば、その分が減っていくのではないかという観点。こうした点か

ら、もう少し医について書くべきではないか、あるいは「食と農の連携」について、もう

少し医の観点から書くべきではないかなどといった議論があります。ただ、やはり医それ

自体は基本的に厚生労働省の範疇のものであります。当省としては、食料・農業・農村基

本法に基づいて先ほどの４つの基本的な視点を達成するという観点で、あくまで安全・安

心の観点でこうした点にどこまで言及出来るか努力したいと考えております。

したがって、こうした安全・安心の観点で、どこまで直截的に盛り込めるかどうかわか

りませんけど、ご指摘を踏まえて検討していきたいと思います。

○上原部会長 どうもありがとうございます。

それでは、横川委員と山崎委員から出てきた問題、これは２つまとめまして、マーケッ

トの変化、グローバル化、食料加工、その中で食料自給率ってどうやって位置づけるのか。

それから、消費者に安全・安心なものであれば、別に自給率との関係はどうなっても、高

めなくてもいいんじゃないかというような話がありましたけど、その点について、総合食

料局の方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○内藤総合食料局次長 次長の内藤でございますが、今ご指摘のありましたように、グ

ローバリゼーションの高まり、消費者の嗜好の変化等あるわけでございます。残念ながら

昨年度の食料自給率、７年連続40％、横ばいであったわけでございますけれども、私ども、
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やはり27年度までにカロリーベースで45％に向上させていくという目標を掲げておりまし

て、そのためには、やはり生産、消費両面からの取組が必要だというふうに思っておりま

す。消費者のそういった食生活の変化にいかに対応していくか、そうした生産をどうやっ

て実現していくかという視点が重要だと思っております。

そういう意味から本年度に入りまして、政府のみならず地方公共団体、農業団体、食品

産業事業者、消費者団体など、多方面の方々から参画いただきました食料自給率向上協議

会というものを設置いたしまして、そこで既に３回いろんなご議論をいただいております。

その取組の一端が、参考資料６―１に書いてございますような行動計画でございます。こ

こに示されておりますように、食料の消費面、農業の生産面、この両面から、いろんな各

方面の方々がそれぞれできることをそれぞれ取り組んでいこうという視点でこういう行動

計画を立てております。こういった進捗状況を逐次我々も把握しながら、政府として各方

面の方々の協力を得ながら、この自給率の向上に取り組んでいきたい。その中には、当然

消費者の方々からの意見、消費者団体の方々にやっていただけることについてもお願いし

ているという形で、状況の変化を踏まえながらこれに取り組んでいきたいというふうに思

っているところです。白書には、そういった取組の結果を反映させていきたいというふう

に思っております。

○横川専門委員 幾つか申し上げた中の食品加工の問題でいいますと、相当やはり変わ

ってきていますので、自給率が落ちた原因が、食べるだけの問題で自給率が落ちた問題と、

供給体制が悪くて自給率が落ちた問題と、僕は２つあると思うんですね。そうすると、自

給率を上げることに対して国内体制をどうするかというあたりの原因究明をきちんとした

上で、問題を明確にして工程表を組んで、対策をどうするかというふうに考えていただか

ないと、今までのような市場流通とか、今までの小売業中心の流通システムでは、もう日

本の消費者に食の安定供給体制ができないんだという前提もある程度考えていただかない

といけない。だから、新しい時代の新しい商流を考えるということまでやっていただくこ

とが、どうも自給率を上げる一つの役割になるんじゃないかと思います。

○上原部会長 わかりました。十分考慮に入れたいと思います。

○吉田生産局審議官 今の関係、特に生産体制の方からみますと、先ほど横川専門委員

の方からありました、野菜が市場流通中心で、加工業務用についての対応ができていない

という点ですが、これは基本計画の中でも指摘を受けているところでございますので、加

工業務用に向けた産地体制の整備ということで新しい事業等対策も考えておりますので、
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そういったことについてもしっかり織り込んでいきたいというふうに思っています。

○横川専門委員 すみません、もう一言。野菜の加工と同時に、今度は肉とか野菜の加

工品だって、加工の範囲がものすごく広がっているということも含めて、これからお考え

いただきたい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。それでは、次、農業分野に行きたいと

思います。農業分野はⅢに書いてありますが、大体このようなことが今まで議論になって

いますけど、これをベースにご議論していただきたいと思います。それでは、駒谷さん、

よろしくお願いします。

○駒谷委員 私はただ１人の生産者、こんなふうに考えておりますけれども、先ほどの

食料の自給率の問題にも関係があるんですけれども、我々現場で農業をしている者にして

みれば、やはり農産物というものの品種という、品種改良なんでしょうけれども、品種と

いうものがどんな技術よりもまさるんですね。ですから、外国なんか行ってみると、例え

ば小麦だとか大豆なんかは、大豆をつくっている国の中で日本の大豆の収量が下から２番

目だというようなことで、農家にしてみれば、やはり消費者に安く物を供給するよという

ときは、たくさんとれて収量を上げることが一番コストを下げる近道なんですね。ですか

ら、品種にまさる技術なしというようなことで、やはり国として生産量をきちっと上げら

れるような品種改良に今後において力を入れていただければ、当然自給率も上がってくる

んだと思います。

やはり１つには、消費者が輸入ものの農産物を食べるよということは、安いということ

もあるわけですから、国内生産もやはり安い食料を生産しなきゃならん。片方では、農業、

私たちの所得もきちっと確保ができなければならんということがございますので、そうい

う意味で、品種改良の方に国がきちっとした予算をつけて、世界に負けない品種改良をお

願いしたいなと、こんなふうに考えております。

また、もう１つは、自給率を上げるという部分でいうと、日本の場合は、７割も国土が

山林原野ですから、やはり穀物に頼った家畜の飼い方、それをもう少し原点に戻して、国

内にある資源を有効に利用するような施策をとるべきだと、こういうふうに考えます。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

食料から農業に入り込んでいますが、どうぞ関連するご意見、ご質問等ありましたら。

山崎委員お願いします。

○山崎委員 女性農業者の問題はどこなのかなとちょっと思いつつ、質問させてくださ



- 24 -

い。「望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・確保」、多分このあたりなのかと

思うんですが、女性農業者の現在の不払い労働率が50.4％という非常に高い水準になって

いること、それから、家族経営協定で経営責任を女性だと明記していても、税務上、事業

主として申告できない、事業主として認められない状況、そんなことがどこで取り上げら

れるんだろうかと。

もう１つ、仮に不払い労働ではなくて給料を取っていて、49.6％の人が専従者給与をと

っておりますけれども、そのうち 100万円未満というのが60.5％ということで、不払い労

働か、あるいは非常に安い女性の労働力が基盤になっているわけです。ということは、日

本の農産物は価格が高いといいつつも、女性の労働力のコストが入っていないという非常

に深刻な問題があると思うんですが、そのあたりのことはどこでどういうふうに扱われる

んだろうかという質問です。

○上原部会長 はい、わかりました。

ほかにいかがでしょうか。それでは、今お二方から出ました問題について、ちょっと情

報をいただければと思います。まず、山崎委員の方の質問で、経営局の方から何か情報を

いただければと思います。よろしくお願いします。

○宮坂経営局審議官 まず、ご指摘の、女性が今どれだけ農業に従事しておられるかと

いうと、農業に従事しておられる方の55％ぐらい、６割弱が女性という実態というのが数

字としては出ております。今ご指摘の点は、そういう人たちの労働に対する正当な対価と

いうか、そういうものが支払われているのか、それが税制上不利益になっているのではな

いか、また、給与が支払われてないとか、そういうのはどうなっているのかということで

ございます。これはむしろ先生の方がご専門だと思います。税務上、事業所得の場合に１

世帯１事業主ということになる。１事業主というふうにした場合に、もちろんこれは男性

でも女性でも１事業主、どちらでもいいんですが、一方で過去の、過去のというか、今の

実態もある程度そういうところがあるわけでございますが、配偶者の１人が有職というか

農業以外に従事しておられる場合、当然給与所得者になりますので、そういった意味で扶

養控除とか配偶者控除とかいう一方での控除のメリットがあるわけで、そのメリットをど

ういうふうに生かすかといったときに、一方で１世帯で１事業主といったときに、そこは、

男性というかそういう他に働いて所得を得られている方を、その世帯の中での事業主とし

た方が何となく、何となくというか、メリットがあるというような実態がまず１つあるの

ではないかと。
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さはさりながら、社会情勢も変わってきたでしょうと。逆転をして、例えば女性が他に

働いて、一方で家庭の中で農業も営むと。男性の方がむしろ家におられて、という場合だ

ってあるじゃないかと。そういう場合は、もちろんあるというふうに思います。そういっ

た場合には、今でも別に女性が事業主になって、男性が今いっているように兼業している、

女性が農業の事業主の主体になり得るということは、制度的にはとれると。ただ、実態的

には今むしろそういうことが多いということで、女性が事業主になっているという例が非

常に少ないということではないか。

次に、所得をどういうふうに分配というか、女性が一生懸命働いているのに、正当な評

価がなされていないんじゃないか。これは、それぞれそういう労働をどういうふうに評価

をするかということなんだと思います。もちろん先生ご専門でございますので、青色申告

の場合には、確かに専業で、専従の従事者で家族労働している者に対しては、青天井でと

申し上げるとおかしいですけれども、その農家の農業所得に見合うような形で払われてい

る給与については、これはきちっと税務署が認めましょうということになっているわけで

ございますが、残念なことながら、そんなに農業が今もうかっているわけではないので、

別にそれは白色申告で一定認められる額ぐらいまででいいわというようなことに恐らくな

っているんだと思います。

ただ、そのときに、先生もおっしゃいましたようにまさにそういう矛盾があるので、女

性の労働が正当に評価をされないと。一生懸命働いているのに、何らの形で、給与という

か、労働の対価が保障されないということはいかんということで、家族経営協定というの

は我々も推進をしておりますし、また、そういう形で家族経営協定を結んだ場合には、税

制上はありませんが、一定の政策支援を与えると、政策支援の対象にするということをや

っておるわけでございます。

ただ、今後どうなるのかという問題でございます。今回の基本計画の中でも構造展望と

いうものを出しているわけでございます。構造展望というのは、将来10年後にどういうよ

うな労働力の賦存があって、その労働力によってどういう経営体が維持をされてというよ

うなことをやっているわけでございます。その中で、当然女性の労働力というものについ

てカウントいたしております。そういう意味では、女性の労働というものに対する対価の

支払い方というものについては、今後当然議論に、今後の全体の税制改正なりの中での話

だとは思いますが、当然ある。例えば扶養控除をどうするんだ、配偶者控除をどうするん

だというような問題というのは、税制全般、今はそういうある状況になっているから、そ
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ういう形の方が有利ねというふうになっているわけでありまして、そこのところをどうい

うふうに変えていくのかということと、パラレルと申しますか、時期を同じくして、見直

しが必要であれば行っていくというふうに考えています。

○山崎委員 色々議論すると長くなりますので、一応。

○上原部会長 お願いしたいのは、こういうことを質問したいというよりも、こういう

ことはどうですかという、提案の方にしていただければいいと思います。そういう質問と

いうのは、別のところで調べればわかりますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

それでは、先ほど駒谷委員から出てきた問題について、何か情報がありましたらどうぞ。

２つ出ております、品種改良の重要性と家畜の飼い方について。では、よろしく。

○石島技術会議研究総務官 技術会議の研究総務官です。

品種の関係で、優良種苗を供給するということは非常に重要な話でして、このために16

年度の施策編につきましても、この点について記述をいたしております。本日は、構成と

いうことで大枠のところしか示しておりませんので、ここに書き込んでないわけですが、

実際に17年度の施策編をつくっていく過程では、こういったことも書き込む形になるとい

うふうに考えております。

○上原部会長 どうぞ、家畜の方から。

○吉田生産局審議官 家畜の飼養方法について、今委員ご指摘のように、非常に海外の

えさに依存しているというところでありまして、これは問題だという意識はあります。そ

れで、できるだけ国産の資源を利用した飼育ということで、例えばホールクロップサイレ

ージ、こういったものの利用ですとか、国内でのそういう飼料の生産とあわせまして、地

域でそれを混合飼料に仕上げる、そういうセンターのようなものも整備していくだとか、

そういった国内の飼料基盤を確立するための対策というものも、先ほど時間の関係で具体

的には説明はなかったですけれども、我々来年度予算の中にもそういうのを織り込んでお

りますが、そういったものもしっかりとやっていきたいと思います。

○上原部会長 どうぞ。簡単にお願いします。

○駒谷委員 政策誘導をするために、例えば肉牛であれば、価格の安定の制度がありま

すよね。あるいは乳牛であれば、乳牛の制度がありますよね。そういう中で、そっちの方

に誘導していくような政策をきちっととらない限りは、なかなかホールクロップといって

も、いかないと思うんですね。だから、政策的にそういうふうに誘導していくような方向
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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。

それでは、次に農村分野の方に行きたいと思いますが、農村分野といいますと、ちょう

どⅣ番でございます。そこに書かれてあるⅣ番で、あるいはそれ以外の視野も含めまして

ご議論をお願いします。

里吉委員お願いします。

○里吉委員 都市と農村の共生・対流ということに非常に興味をもっておりまして、こ

のことに関連してちょっとお尋ねしたいんですが、この都市と農村の共生・対流という中

で必ずといっていいくらい出てくるのが、団塊の世代というキーワードがあると思います。

私自身もまさに団塊の世代なんですけれども、この団塊の世代を都市と農村の共生・対流

と関連づけた政策が色々な資料の中に出てくるんですが、果たしてこの団塊の世代の人た

ちが、農業あるいは農村というものに対してどの程度のレベルで意識をもっているのか、

関心をもっているのか。私自身も色々なデータ、資料を調べてみたんですが、非常に資料

によってばらつきがあるように感じております。ですから、農水省としてもっとここらの、

いわゆる団塊の世代が農村・農業にどれだけの志向性をもっているのかということをもっ

ともっと調査して、信頼できるデータを出していくべきじゃないかというように感じてお

ります。

○上原部会長 ほかに、農村に関して皆様方の方からございませんでしょうか。

もしなければ、次の横断的な問題、それから、今まで食料・農業とやってきましたけど、

その中でちょっと発言し忘れたことを含めまして、これからご意見等ありましたらお願い

したいと思うんですが、いかがでしょうか。

中村委員お願いします。

○中村委員 どういうふうに申し上げたらいいか、少し総体に、全部にわたる問題でも

あります、あるいは一定の細かい問題なのかもわかりませんので、どこでどういうふうに

いっていいかということもわからないんですが、１つ事例を挙げて、かなり広い問題点に

なるので、これは意見として聞いてもらえばいいと思っています。ある県で大型の店舗が

出店計画を出していまして、そこは20数ヘクタールの２億3,000万ですか、かなりの金を

かけて基盤整備をしたところなんですが、そこでいろんな問題が起こってきておりまして、

これは自給率も関係するし、農村環境問題、全体の環境問題、あるいは台風とか国土保全

の問題すべてに絡んでくる問題だと思うんですが、そこで借地経営、15ヘクタールの生産
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法人ができております。我々が、また政府もいっている、いわゆる法人の理想的な経営が

実現をしている。ある点でそれが一夜にして壊れてしまうという状況に立たされている。

そこで問題になりますのは、政府の一体性みたいな話も最後に出てきますけれども、そ

の農地をめぐって農業委員会は反対だと、首長さんも今のところは反対だと、こういう議

論になっておりますが、地権者は半分以上賛成をしている。地方分権あるいは規制緩和の

中で、推進されるのは我々も悪いと思いませんけれども、そういう事例をみていますと、

やっぱり社会的規制あるいは経済的規制、特に社会的規制ですね、一体的にもっと国のレ

ベルでちゃんとしたものがないと、こういう政策を挙げても、そういう点から全部崩れて

しまうということになるんだと思うんですね。

したがって、例えば農地の確保とか有効利用、あるいはそれに基づいた理想的な経営が

成り立って、それをどう守るのかという点については、もうこれは現場では守れないとい

う実態が起きてきておりまして、そういう地権者との調整をだれがやるのかとか、そうい

うものをもっと幅広く、どの段階でだれが守るのかということを少し考えていただかない

と、この中でも、もう既に基本計画のときにかなり個別問題は詰まってきているわけです

から、それに対して僕はいうことはありませんが、もう少し視野を、この基本法の４つの

理念の前２つの国民、農業の普及であるというところを、自給率の問題を含めて、安全性

を含めて実現するための、そういうもう少し広い視野での検討も行っていただきたいなと。

これは意見として申し上げておきます。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

ほかに。

里吉委員お願いします。

○里吉委員 先ほど食料自給ということでお話、特に私が印象的なのが、山崎委員の、

女性が、安心で安全で低価格のものであれば国産にこだわらない、輸入品でもいいじゃな

いかという、山崎委員、そういうように理解していいんですかね。

○山崎委員 それがいいといっているわけではありません。

○里吉委員 そういう意見、実は若い方からよく聞きます。この食料自給というのをな

ぜ第一義として、農政の第１番の目標として挙げているのか、挙げなければならないのか

ということをはっきり明確に訴える必要が私はあるんじゃないかと思います。これは色々

な、例えば安全保障上の問題、国民の生存権にかかわる非常に根幹的な問題ということが

あるんだろうとは思うんですが、食料自給は絶対に守らないといけないんだという何か思
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い込み、前提の中で色々な施策が進んでいるような、私、公募委員として初めて加わらせ

てもらって、そういう印象をもっております。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

ほかにご意見等、どうしてもこういうご提案をしたいということがありましたらお願い

したいと思うんですが、いかがでしょうか。

では、伊藤委員。

○伊藤委員 先日、キャベツが大変とれ過ぎて捨てるしかないということをテレビのニ

ュースでみまして、非常に心を痛めると同時に、何でそういうものが売れないんだろうと

いうことが非常に消費者側としては不思議に思ったんですけれど、例えば山形県の尾花沢

というところはスイカの産地なんですけれど、今年の夏だけで大体 2,000万円ぐらい売れ

ないスイカの処理料がかかるということで、話を聞いてみますと、産業廃棄物扱いという

ことでわざわざ高い重油を買って処理しなければいけないと。じゃ本当に売れないものば

っかりなのかというと、そうではないものもどうもあるみたいなんですね。そういう各地、

各生産者の人たちに聞いてみると、何で売らないのかというと、価格破壊が起こってしま

うから、安く売ってしまうよりは処分した方がいいというような形で、ばくちをやってい

るような感覚で野菜をつくっていると。そこを、例えば農業というものをマーケティング

して、生産調整するという考え方も一つあると思いますし、それから、別の視点でいうと、

生産調整するのではなくて、過剰生産したものをどのようにスピーディーに処理するかと

いうような新しい加工技術を促進する、それを知らしめるというような、そちらの方向に

もっていくような働きかけも必要なのではないかというふうに感じました。そういうもの

がもうちょっとこの中に、細かいところでは入っていると思うんですけれど、入ってくる

といいなと思いました。

もう１つ、農村の振興に関する部分、何にお金がかかるかというと、実際、野菜をつく

ったりすること以上に、ロジスティックとか交通費がめちゃくちゃかかるんですね。農村

に行ってみたいとか体験したいという声はいっぱいあるんですけれど、泊まるのは安いん

ですけど、行き帰りが大変高いと。何とかここの交通費を軽減するような方法はないだろ

うか。それから、地産地消も大変いいんですけれど、産地のおいしいものを食べるときに、

実際、野菜は 1,000円ぐらいなのに、送料が 1,500円かかるとか 2,000円かかるとか、や

はりこれはなかなか買う側としては納得がいかない。そういう部分を解消する施策ができ

ないかと望んでおります。
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○上原部会長 どうもありがとうございました。

色々ご議論、農村関係で出ましたけれども、先ほどの土地利用問題、あるいは農地転用

問題、団塊の世代という話が出ましたけど、もし農村振興局から何かご参考になることが

あればお願いしたいと思います。よろしく。

○宮本農村振興局計画部長 農村振興局の計画部長でございます。

まず、里吉委員の方から、いわゆる団塊の世代の話が出ました。この中の資料にも、一

番最後の方に共生・対流のプロジェクトチームの報告書が出ておりますが、これは関係各

省７省庁の副大臣が集まったプロジェクトチームというところで、共生・対流の推進を図

っていこうということで提言がされております。その中でも団塊の世代について触れられ

ています。ご案内かと思いますが、いろんなアンケート調査等でも、いわゆる田舎体験を

してみたい、あるいは将来は田舎に住んでみたいという人は、基本的には諸調査でも相当

程度おられます。ただ、現実には住宅の確保、あるいは農業をやってみたいという場合の

農地の確保とか、こういった部分でいろんな問題が現実にはあるということがございます。

ただ、いずれにしても、ある意味じゃこれまた共生・対流といったときに、団塊の世代

の方々というのは、どちらかというとまだ農業をある程度ご存じなり、農村から出てこら

れたなり、その年代の方はある程度農業もご存じだということで、正直、共生・対流の推

進ということに当たっては、この団塊の世代の方にどれだけ農業・農村に対する理解を深

めていただくか、極めて大事なことだと思っております。そういう意味で、委員ご指摘も

踏まえながら、十分ニーズも把握しながら、実際の来年度予算要求におきましても、情報

提供なり、あるいはあっせんみたいな話も含めた予算もやっておりますけれども、引き続

きこれに向けては努力していきたいと思っております。当然、白書でもそういった部分も

触れることになろうかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。

それから、中村委員からの農地の転用問題、端的にいえば転用問題でございます。これ

は、むしろ中村委員の方がある意味ではご専門でございまして、今お話がございましたよ

うな、農村部に立地したいという大規模商業施設がいろんな地域で大問題になっているの

は事実でございます。当然のことながら私ども農林水産省としては、農振法なり農地法な

り、こういったものの中で優良農地の確保は図っていくという観点のもとで、農地転用に

しましても、あるいは農振からの除外にしましても、それが必要だと考えております。

ただ、現実にやや問題なのは、今、中村委員からもございましたように、ちょっと今の

地方分権の中で、特に農振関係は基本的に地方の自治事務という形になっておりますし、
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そういう中で現実に市町村がある程度の判断をすると、やや厳しい面があると。ただ、そ

ういった部分でも農地転用関係からすれば、優良農地の転用というのは認めないという原

則が当然ございますので、正直、中村委員まさに現地の実態もご存じの方からこういうご

意見が出るというだけ難しいことではございますが、引き続き私どもとしましては、農地

法、農振法の適切な運用を図っていくとしか、とりあえずはいいようがないところでござ

います。先般の基盤強化法の改正とあわせて農振法も一部改正等が行われ、基本計画の中

でも適切な農地の確保というのがうたわれておりますので、今後とも、それに向けて引き

続き努力はしていきたいと思っております。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

今までたくさんご議論が出ましたけれども、これは施策をつくるに当たって的確に反映

していきたいと思います。

ちょっとこの段階で動向編の検討に移りたいと思いますが、まず、事務局から動向編に

ついてご説明をお願いしたいと思います。

○齋藤情報課長 それでは、時間もあまりございませんが動向編、先ほどの資料の次、

参考資料１というところにあります２枚ペーパーでございます。平成17年度「食料・農業

・農村の動向」、これがいわゆる動向編と呼ばれているものでございまして、その作成に

当たっての考え方を説明いたします。

いわゆる白書と呼ばれているものでございますけれども、これは年々の食料・農業・農

村の特徴的な動向といいますか、その施策の効果を最新の統計データであるとか事例の分

析とか、そういう検証を通じて浮き彫りにすると。そのことを通じて国民各階層に関心を

高めていただく、理解をしていただく、そういう役割を基本的にもっているものと考えま

す。そういう前提のもと、まず基本的な考え方でございます。

１つは、「食料・農業・農村白書の動向編は、食料・農業・農村に関する動向や主要施

策についての国民の理解の促進に役立つように、わかりやすい情報を提供する観点に立っ

て作成する必要がある。」

（２）で、「その際の基本的考え方は、以下の通りである。①17年度は、新たな食料・

農業・農村基本計画に基づく農政改革の最初の年であることを踏まえて、新基本計画のも

とでの主要政策課題に関わる最近の動向の変化、主要施策の推進状況、農村現場や各主体、

各主体というのは、行政はもとより、農業団体であるとか生産者、事業者、事業者という

のは外食産業あるいは製造メーカー、あるいは卸も含めてですけれども、あるいは消費者
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等の具体的な取組を明らかにしつつ、検討・分析を行うこと」。ここではキーワードとし

ては、やはり食の安全及び消費者の信頼確保とか食育の推進、地産地消ということ等々で

ございます。２つ目は、②は、「食料・農業・農村の各分野を通じた統一的な分析・検討

の視点（テーマ）を設定すること」。

大きく３つ、具体的な分析・検討に当たってはございます。１つは、『新基本計画のも

とでの主要施策にかかわる「工程管理」の実効確保の現状並びに課題の整理。』基本計画、

工程管理、基本法との関連、リンクについては先ほどご説明したとおりでございますので、

何よりもここのところの最新の状況というものをぎりぎりまで分析をしていきたいという

ふうに考えております。

２つ目は、現在の社会全体が抱えている大きなテーマでございますけれども、先ほども

議論がございましたけれども、少子高齢化、人口減少が本格化する中で、社会経済的にそ

の動向と役割が注目を集めておりますいわゆる団塊世代、先ほど議論がありました団塊世

代について、食料・農業・農村の各分野における実態、今後の役割というのにも光を当て

ていきたい。

３つ目は、「地域の立地特性や条件の違いに応じた、地域での様々な改革や変革に向け

た取組の紹介とこれらの取組の推進上の課題の整理」。白書は、これまでいろんなご批判

とかありますけれども、よりビビットの具体的な事例をもっと出すべきだというのは一番

大きな議論でございますので、ここのところにさらに力を入れるというようなことでござ

います。

２番目に、主な分析・検討の視点でございます。食料分野、「①食の安全及び消費者の

信頼確保に向けた取組、国内及び米国とのＢＳＥ問題への取組等についての分析と課題の

整理」でございます。

２つ目が、「食料消費や食生活等の現状についての団塊世代層の特徴も含めた分析と課

題の整理。食料自給率協議会のもとでの食料自給率の向上の取組、食育基本法のもとでの

総合的な食育の推進、地産地消の取組についての分析と課題の整理」。

３つが、「我が国の農産物輸入の最近の特徴、経済発展が続く最近の中国、インド、ブ

ラジル等の世界の主要な穀物生産・輸出国の農産物貿易の動向の分析」。

４つ目が、「農産物貿易をめぐる国際交渉の動向、我が国の取組状況の整理」。

（２）が農業分野でございますけれども、１つが、「農業労働力の動向についての団塊

世代層の特徴も含めた分析と課題の整理、担い手協議会等のもとでの認定農業者や集落営
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農等の担い手の育成・確保に向けた取組の分析と課題の整理」。

２つが、「最近における耕作放棄地や担い手への農地の利用集積、農業構造の変化につ

いての分析、地域農業振興の推進体制についての現状の分析と課題の整理」。

３つが、「国産の強みを活かしていくための食の安全確保、地域ブランドの確立、新た

な技術の開発・普及、戦略的な農産物輸出の取組、環境保全型農業の推進等についての分

析と課題の整理」。

４つが、「米、麦、大豆、野菜・果実、畜産等個別の農産物の最近の需給動向、新基本

計画のもとでの施策の取組についての分析と今後の課題の整理」でございます。

（３）が農村分野でございます。①が、「最近の農業集落の構造変化の実態とそれらが

もたらす農業生産や社会活動等への影響の分析、課題の整理」。

２つが、「農地・農業用水等の農村資源の保全についての地域における多様な取組状況

や課題、バイオマスの利活用の現状と課題についての分析、整理」。

３つが、「地域資源を活用した地域の創意工夫による活性化への取組についての分析と

課題の整理」。ここでも、「団塊世代層の動向やニーズ等も分析しつつ、都市と農村の共

生・対流の取組状況と一層の促進を図るための課題の整理」。

これをまとめまして、３つの作成上の留意点でございます。これまでも施策部会等各分

野から色々いわれている指摘事項、よりわかりやすくしろ、親しみやすい白書となるよう

にしろというようなことでございますので、以下の点に留意ということで６点あります。

１つは、「重点的な分野とそうでない分野での記述のメリハリ」。特に議論していただき

たいのは、どこに重点を置くかというのを、今日も含めて今後も教えていただければとい

うように考えています。２つ目が、夏以降に公表予定の2005年農林業センサスがあります。

この最新データを活用する。３つが、読者の関心や興味を喚起するようなコラム、地域の

取組の事例、ここに注力をしていきたい。４つが、この裏腹ですけれども、図表、写真、

イラストの活用。５つが、長い文章、専門用語、片仮名使用の回避、徹底して駆逐するよ

うにというようなことを考えています。あと、分量はできるだけ合理的に、量のための量

ではなくて、内容で決めていくというようなことでございます。いずれにせよ、データ等

について利用可能なぎりぎりの直近まで織り込み、分析をしていきたいというふうに考え

ております。

以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございました。
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今、17年度の動向編をつくるに当たりまして、幾つかのこういう項目ということで示さ

れましたけれども、新しい視点あるいは追加事項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。

どうぞ。

○陽専門委員 この本ができたということを想像して聞いておりましたけれども、施策

編と今度の動向編というのは、どうみたってやはり同じストーリーでいく書き方ですね。

ただ、それにもう少し工夫して、重点的な分野とかデータの活用とかコラムとか、地域の

取組事例という形で、色をつけるというのかな、トピックスが入ったりして、そういうふ

うに工夫されるということが大体想像できますが、本を開けてみたら、やっぱり施策編と

余り変わっておらんような感じを受けるんですね。

それで、大変難しい話かと思いますが、私はむしろ、こういうアイデアが通るか知りま

せんけれども、横川さんやら私がいったり山崎さんがおっしゃったような視点というんで

すかね、切り口というんですかね、もう少し切り口を変えてみたらば、いわゆる動向編が

おもしろくなると思います。そちらの方が前面に出て、後ろの方に少し、いわゆる施策と

関連したような書き方をした方が、読んだ人はきっとおもしろいかなと。おもしろいため

に書くわけじゃないでしょうけど、やっぱり読ませるということであれば、そういう技術

とか、あるいは工夫とかいうのもあっていいんじゃないかということです。多分この意見

は、いっても余り聞いてもらえないと思いますけど（笑声）。

○上原部会長 いや、そんなことないですよ。ちゃんと聞いていますから大丈夫ですよ。

○陽専門委員 聞いてもらうというのは、物ができた後のことで、今の話じゃなくて。

できた後にそうなっちゃうんじゃないかと思うんだけど。

○上原部会長 ただ、いろんな視点が入っていますから、今、陽委員のいわれたことは、

かなりいろんな視点のうちどれを強調していくかという問題を含んでいますよね。その点

について十分検討の余地があると思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

○陽専門委員 私の方のやり方でやりますと、やはり農水省の本質がみえると思います

よ。要するにプライオリティーは何であるかというところがそこに出てまいりますのでね。

だから、大変難しいと思います。

○上原部会長 それは十分考慮せざるを得ないと思います。

ほかにいかがでしょうか。

どうぞ、会長お願いします。
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○八木会長 今日の参考資料３の予算のところの93ページに「クロス・コンプライアン

ス」の活用というのがありまして、平成17年度からは農業環境規範、18年度から地産地消

推進計画、飼料自給率向上計画、女性の参画目標というのが載っておりますが、17年度は

農業環境規範からスタートするという新しい手法でございますので、このあたりの手法の

効果等についても、動向編なのか施策編かわかりませんけれども、十分吟味いただければ

ということであります。

○上原部会長 どうぞ、簡単にお願いします、伊藤委員。

○伊藤委員 農業分野の農業労働力の動向というところで、団塊世代と挙げてあります

けれど、ここで、先ほど山崎委員がおっしゃっていたような女性について、それから家庭

と農業のすみ分けというのがどうなっているのかという部分について、できれば知りたい

なと思いました。

それから、プレ農業従事者というんですか、農業高校とか農大とかそういうところの人

たちがどういうふうに考えているのかということ、これは農林水産省のジャンルじゃない

かもしれないんですけれど、やはりそこの部分を入れていただきたいなと思います。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

色々皆さんからご意見等出ていますが、中には動向編と施策編両方に絡んでいるものも

ありましたし、施策編でありながら動向編で考慮した方がいいものもありました。動向編

でありながら施策編で考慮した方がいいものもありました。こういうことを踏まえまして、

早速作業に入りたいと思います。

どうぞ、お願いします。

○山崎委員 すみません、大体こういうのって、つくるところまでは皆さん熱心に議論

なさるんだと思うんですが、その後、どこへ配布するのか、そこまでイメージをわかせて

できたらいいんじゃないかと思うんですが。

○上原部会長 これ、実際皆さんの目に当たっているはずなんですよ。

○山崎委員 そうなんですが、今までのやり方じゃなくて、もっと違うところに行かれ

るような工夫が必要かなと思ったものですから。

○西岡情報分析室長 白書を担当しております情報分析室長の西岡でございます。

白書は通常、公表した後、本体、こういう分厚い冊子以外にも白書のポイントというよ

うなものを２万 5,000部ぐらい刷りまして、各地方局なりを通じていろんな講演会とか説

明会なりに使って活用しております。これが、どちらかというと従来のそういう取組です
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けれども、最近は、まさにインターネットとかそういうものも、農水省のホームページも

かなり充実してきておりますので、ホームページに色々検索機能をつけて提供したりとか、

あとは白書を、パワーポイントという図表中心の資料なりもつくっておりまして、そうい

うものなりも、ご指摘を踏まえながら、できるだけいろんな情報媒体とか段階で提供なり

できるように改善をしてまいりたいというふうに思っております。

○上原部会長 どうぞ、森野委員。

○森野委員 施策と動向両方にまたがる話で、今の室長の指摘について１点だけ申し上

げたいと思います。今日の議論、ずっと皆さん話している中でも、生産者、流通、消費者

とあるんですけど、もう１つ読者の対象として重要なのは、１つは納税者、もう１つは有

権者。国民って十把一からげにしていますけれども、その視点をきちっと、特にこの白書

をつくるに当たっては重要であるということと、先日、実は室長に申し上げたんですけど、

わざわざ白書のポイントというのが別添で冊子になっていなきゃいけないというのは、白

書そのものが読みにくいということそのもので、やっぱり白書そのもので、一発でわかる

ようなものをつくるというふうに、これから少し、わかりやすい図とかなんかいっぱいか

いてあるんですけど、編集技術上、まず見出しがやたらと長過ぎるとか基本的なことがで

きていませんので、来年は抜本的にきちっと編集していただきたいと思います。

以上です。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

生源寺委員。

○生源寺委員 食料分野Ⅱの（１）の③、④に関係するのではないかと思うんですが、

ちょっとお考えいただいてはどうかということです。これ、深く分析するということにな

りますと、少し手間暇がかかると思いますので、必ずしもこの年度でなくてもいいと思う

んですけれども、日本は、とにかく世界で最大の食料輸入国であるわけですよね。今、Ｗ

ＴＯ、ＦＴＡ／ＥＰＡもそうなんですけれども、途上国からむしろ先進国の保護的な政策

についていろんな不満、不平があるわけで、それが国際交渉の一つの暗礁に乗り上げるよ

うな要因になっているんですけれども、日本の場合は、幸か不幸か最大の輸入国であるわ

けですが、その対価は相手国に行っているはずなんですね。これ、国際協力という視点に

なるのかもしれませんけれども、それが相手国の農業あるいは食品産業、あるいは大きく

経済なりにどういう形で貢献しているのか、あるいは貢献していないのか。日本の場合、

アメリカからの輸入が３分の１を超えるレベルですし、先進国からのものが比較的多いと
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いうことがございますけれども、しかし、途上国からのものもあるわけですね。アジアか

らのものもあるわけですよね。これは、日本の立場をある意味ではきちんと説明するとい

う意味でも非常に重要なことではないかなと私自身は思っております。もっと早くやれば

よかったなという感じもしないでもないのでありますけれども、少し検討していただけれ

ばと思います。

○上原部会長 ありがとうございました。

もう時間もそろそろ迫って、もう４時に近くなっている、あるいはもう４時になってい

るかもしれません。

はい。

○内藤総合食料局次長 先ほど里吉委員から、食料自給率について訴える必要性が弱い

んじゃないかという指摘がございました。実は先ほどは施策編のご議論でしたので申し上

げませんでしたけど、動向編で国際需給の不安定要因、特に中国が輸入国に転じておりま

す。それからインドも経済成長、発展しており、えさ、油糧種子、そういったものの需要

が今後急速にふえると思われます。ますます不安定要因は高まっていくんだろうと思って

います。そういった国際需給上の不安定要因、あるいは農業がもちます多面的機能、環境

とかそういった面を果たす上でも、いかに国内生産の維持向上が重要かということについ

て、昨年度の白書でも記述したんですけれども、委員のご指摘も受けながら、もっと充実

していきたいというふうに思っております。

それから、蛇足かもしれませんけど、先ほどの途上国からの輸入の話でございますけれ

ども、国民１人当たりでみますと、日本は途上国からの輸入が世界第１位と記憶していま

すので、そういった点も書いた方があるいはいいのかもしれません。

○上原部会長 どうもありがとうございました。

それでは、終わりに近づきましたので、事務局の方から今後の日程等についてお願いし

たいと思います。

○齋藤情報課長 色々なご意見ありがとうございました。

全般的には、動向編とか施策編でいろんなプレゼンテーション、視点なり、視角とかそ

ういう「観点」が非常に重要だというご指摘がありました。また、特に一般的な国民とい

うのではなくて、国民各階層の特色をとらえて対応する必要性、その際、とにかく読ませ

るにはどうしたらいいかというふうな観点など、極めて重要な、多様な指摘をいただいた

と思います。ただ、こうした多様な観点で今後見直していきますけれども、大きな基本フ
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レームにつきましては、先ほど説明致しましたように基本法と基本計画、工程表及び動向

編と施策編が密接にリンクしておりますので、これがばらばらになると全くよくわからな

くなります。このため、こうした大きな枠の中で、できるだけ有意義な視点等を色々提供

していきたいと思いますし、その方向でお知恵をかりていきたいと思いますので、今後の

ご議論をよろしくお願いします。

あと、次回の施策部会の日程ですけれども、各委員に既にご案内のように11月18日金曜

日、なかなか予定が皆さんいっぱいなので、最初の方で決めさせていただきたいんですけ

れども、10時ごろからということで予定をさせていただいております。

内容としては、今日ご議論いただいた、18年に講じようとする施策の主なポイントや動

向の主要検討課題についてご審議をしていただくということでございます。今日、まだ言

い足りないこととか、あるいは、もう少しこうしたらという、むしろサジェスチョンをい

ただければと思います。なお、輸入国であることによる海外への影響など、先ほど生源寺

先生からのお話ですが、これは多分学会的にも分析に当たってのいい手法がないのではな

いかと思うんですか、もし何かサジェスチョンがありましたら、手法等も含めて教えてい

ただければと思います。そういうことも可能な限り色々チャレンジはしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

以上です。

○上原部会長 それでは、これで閉会させていただきます。どうもありがとうございま

した。

――了――


