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食料・農業・農村政策審議会第14回施策部会議事録

日時：平成17年３月31日（木） 14:00～16:00

場所：三田共用会議所第四特別会議室

○涌野情報課長 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14回施策部会を開催させていただきます。

各委員の皆様には既にお知らせしておりますが、甲斐部会長におかれましては、去る３

月12日をもちまして本審議会の前身に当たります農政審議会の委員ご就任から通算した任

期が10年になられましたために、委員をご退任されました。これに伴いまして、本日は食

料・農業・農村政策審議会令第７条第５項の規定によりまして、上原部会長代理に議事を

運営していただくこととなります。

それでは、上原部会長代理、よろしくお願いいたします。

○上原部会長代理 本日は私が議事運営することになりましたけれども、ご協力をよろ

しくお願いします。

本日は「平成17年度において講じようとする食料・農業・農村施策」及び「平成16年度

食料・農業・農村の動向に関する年次報告」、この２つについて審議をしていただくこと

になっております。

古賀委員と虫明委員が今日ご都合により欠席されております。それから、一般公募によ

りまして10名の傍聴者がいらっしゃいます。なお、資料、議事録等につきましては、すべ

て公開することになりますので、ご了解をお願いしたいと思います。

なお、本日は、ご多忙のところ、大口政務官にご出席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。よろしくお願いします。

○大口政務官 ただいまご紹介賜りました政務官の大口でございます。食料・農業・農

村政策審議会第14回施策部会の開催に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、年度末の大変ご多忙にもかかわりませずご参集いただ

きまして、まことにありがとうございます。厚く御礼申し上げます。

本日、この施策部会でご審議いただく「食料・農業・農村施策」（案）は、最近の食料、

農業及び農村の動向を考慮し、平成17年度において政府が講じようとする施策をとりまと

めたものであります。特に、去る３月25日には、今後の農政推進の基本方向を定める新た
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な「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、今後スピード感をもって各般の政策改

革を推進していくことになっているわけでございます。八木会長、あるいは生源寺委員を

始め、本当に多くの先生方、ご出席の先生方もそうでございますが、ご協力していただい

たものでございます。このため、平成17年度の「講じようとする施策」は、これらの政策

改革を推進するに当たり非常に重要な役割を担うものであります。

また、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

ります。また、農業は未来産業でもあると思っているわけでございますが、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ために、これらの施策を広く情報提供し

ていくことが重要であります。

上原部会長代理を始め、委員の皆様には、幅広い観点から活発にご議論をいただき、忌

憚のないご意見を賜りますよう心からお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていた

だきます。どうかよろしくお願いいたします。

○上原部会長代理 どうもありがとうございました。政務官におかれましては、公務の

ため、ここでご退席させていただきます。

それでは、議事に入ります。

施策部会は、「講じようとする施策」について議論をする場なのですけれども、基本法

の第14条に基づきまして、食料・農業・農村の動向を考慮して施策を作成することになっ

ております。このため、いわゆる動向と「講じようとする施策」、両方あわせて事務局か

ら説明していただきまして、それを踏まえて、これはいつもの施策部会の方針なのですけ

れども、これまでと同様に「動向編」及び「施策編」の食料、農業、農村、この３つの分

野ごとに議論をしていきたいと思っておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思

います。

なお、本日は「講じようとする施策」を議論する最後の場となりますので、皆様方のご

協力をお願いします。

では、質疑等の時間を確保するため、手短に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。

○涌野情報課長 それでは、まず、お手元に資料を配付させていただいておりますので、

ご確認をいただきたいと思います。資料１、２及び参考資料１から４、さらに25日に閣議

決定されました「食料・農業・農村基本計画」関連の資料を配付させていただいておりま

すので、ご確認いただければと思います、
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それでは、早速、「講じようとする施策」等についてご説明を申し上げたいと思います。

最初に、参考資料２の、第１部「食料・農業・農村の動向」（案）、これは本文といって

おりますが、これをごらんいただきたいと思います。まず、このポイントや特徴について

ご説明させていただきます。

今年の「動向編」の最大のねらいは、新たな「食料・農業・農村基本計画」に基づきま

す農政改革の方向について、国民の皆様の理解と関心を深めていただくことにございます。

このため、表紙をめくっていただきますと目次がございますが、特集を冒頭に設けており

ます。特集の設定につきましては、前回の基本法に基づきます最初の基本計画策定直後の

12年度白書以来５年ぶりでございます。

次に、トピックスといたしまして、「昨年のたび重なる気象災害や新潟県中越地震」が

第１点目でございます。第２点目が攻めの農政の柱の１つであります「農産物輸出」と、

第３点目が「地域ブランド化」、第４点目が「農産物交渉関係」について取り上げており

ます。

次に、目次に沿って各章の特徴を簡単にご紹介させていただきます。第Ⅰ章につきまし

ては、第１節で食の安全確保に向けた取組状況と課題、各主体別の役割について記述して

おります。第２節では、食料消費、食料産業、輸入の動向を踏まえまして、 (4)に食料自

給率の動向と課題を、(5)にその改善の方向を記述しております。特に自給率につきまして

は、前基本計画の検証や新たな基本計画のもとでの今後の課題や取り組むべき事項の整理

に力点を置いております。

第３節では、東アジアの農産物貿易の動向を生産、消費、貿易について多角的に取り上

げております。特に中国が既に農産物純輸入国になっていること等含めて、その貿易動向

を整理しております。

第Ⅱ章につきましては、第２節におきまして、特に今回の基本計画の見直し議論の主要

検討課題でありました事項を (4)として整理しております。農業構造面の改革の方向性を

提起しているところでございます。

第３節では、本節を新たに設けまして、第４節の環境保全の取組も含めて消費者・実需

者ニーズに即して、国産の強みを活かした農業生産への転換の必要性や現場での取組の状

況について紹介しております。

第Ⅲ章につきましては、第２節では(2)の農地、農業用水を始めとする農村地域資源の保

全管理の動向や課題、第３節では、農村における経済のサービス化の動き等を踏まえた直
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売所、農業と他産業との連携、人材・組織づくりなどについて、事例を多用しながら課題

を整理しているところでございます。

また、よりわかりやすく、読みやすい白書となるよう、いくつかの工夫をさせていただ

いております。１点目は、本文でいうと24ページでございますが、各章の冒頭にその章の

ポイントを１枚紙にして設けております。２点目は、１つの文章はできるだけ４行以内を

原則にしております。３点目は、専門用語やカタカナ用語についてはできるだけ避けると

いうことでありますし、使う場合は注をつけるなどの工夫をしております。４点目は現場

の動きを反映するように、できるだけ事例の掲載をふやすということで、昨年に比べまし

て事例を５割増しで載せております。このような改善を図っているところでございます。

３ページをお開きいただきたいと思います。３ページから14ページまでが基本計画関係

の特集でございます。４ページからは、食料、農業、農村分野の情勢変化の特徴を記述し

ておりますし、10ページから13ページまでは、この情勢変化を踏まえました改革の必要性

や基本的視点、自給率目標と重点的取組事項、適切な役割分担のもとでの関係者の主体的

な取組の必要性、施策の的確な工程管理を紹介しております。14ページは、17年度の主要

施策のポイントを図にして掲載しているところでございます。

次に、トピックスでございますが、15ページ以降、トピックスを４点載せております。

16ページ、17ページは、「頻発する気象災害と新潟県中越地震」でございます。16年の記

録的な台風上陸や新潟県中越地震等による被害の大きさ、自然災害の影響を受ける農林水

産業の維持・発展が多面的機能の発揮の観点からも重要であることを記述しております。

18ページ、19ページは、「戦略的な農産物輸出の促進」でございます。我が国の攻めの

農業の柱の１つである農産物輸出につきましては、2009年までに倍増することを目指して

取り組むこととされており、その可能性の大きさや、さまざまな取組、民と官が一体とな

った取組の推進の重要性を訴えております。

20ページから21ページでございますが、ここは「地域ブランドの確立への動き」でござ

います。国産品種の海外流出の問題と対策に触れながら、地域ブランド化や国産の強みを

活かすことの重要性を記述しております。

22ページから23ページは、「本格化する農産物貿易交渉への取組」でございます。ＷＴ

ＯやＦＴＡの農産物貿易交渉の取組状況や成果、今後の基本的なスタンスについて記述し

ております。

ここまでが特集、トピックスでございます。
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これ以降につきましては、恐縮でございますが、参考資料１をごらんいただきたいと思

います。これは、先ほど申し上げました「食料・農業・農村の動向」本文の要旨でござい

ます。従来から食料、農業、農村のそれぞれの分野ごとに記述しているところですが、第

Ⅰ章は食料の部分ということでございまして、まず５ページ目をごらん下さい。第１節は、

「食の安全・安心をめぐる動向と課題」でございます。「食の安全・安心をめぐる情勢の

変化」につきましては、このような変化の中で、右の図―１にございますけれども、食品

の安全性に関する知識がふえた消費者は値段よりも安全性を重視する購買行動へと変化し

ていることがうかがわれます。

(2)、「食の安全及び消費者の信頼の確保に向けた取組と課題」につきましては、①から

④にかけて、行政の取組、ＪＡＳ等の食品表示、トレーサビリティシステムの構築、生産

者・事業者の法令遵守等の取組について、実態や課題を整理しております。

７ページでございます。図―３にありますように、食の安全性を確保するためには自ら

が適切な判断能力を身につけることの大切さを、消費者自身も認識していることを紹介さ

せていただいております。⑥では、食のさまざまな問題の背景に食と農の距離の拡大があ

りますので、今後、消費者と生産者等のお互いの顔のみえる関係づくりの重要性を指摘し

ております。

(3)の「ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザ問題への対応」につきましては、特に①で、

国内のＢＳＥ対策の見直しの検討状況やリスクコミュニケーションの重要性、②で米国Ｂ

ＳＥ問題では、下の表にありますように、米国との協議経過や食の安全を基本とした我が

国の交渉スタンスを中心に、最新の動きも含めて記述したいと考えております。

９ページでございます。第２節「食料消費と食料自給率の動向」でございますが、(1)

「食料消費の動向につきましては、例えば、少子高齢化が加速する中で、食の変化を促す

要因といたしましては、右の図にございますように、60歳以上層と20歳代や30歳代の食料

品の購入単価に大きな違いがみられるというような、年齢による違いがございます。また、

年齢の高まりに伴い、健康、安全性志向も高まっております。

(2)「食料産業の動向」につきましては、現在、国内総生産の約１割を占めております

食料産業では、図－５のように食生活の多様化、高度化の進展に伴いまして、関連製造業

や関連流通業の割合が増加しております。このような中で、関連製造業につきましては、

生産者に対する農業生産資材の低廉な価格での供給等が重要であること、また、関連流通

業を中心として、物流の合理化や小売業者と納入業者の取引方法の改善など、食品流通シ
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ステムの構造改革が重要であることを記述しております。

11ページでございます。12ページの図―６のように最近は最終製品や外食向け生鮮品の

輸入が増加しておりますほか、図―７のように海外に進出いたしました食品企業の現地法

人が、現地や第三国から調達した原材料をもとに製造・加工を行いまして、我が国に製品

を輸出するという動きも顕在化しております。このような動きの一方で、食品産業から国

内産地と結びつきを強める動きも出ており、今後、これら加工・業務用需要に対応する国

内生産体制整備の重要性を記述しております。

(3)の「農産物輸入の動向」につきましては、最近の特徴として、輸入品の加工の高度

化や輸入ロットの小口化、中国への依存度の高まりを指摘しております。また、図―８に

ありますように、我が国の主要農産物の輸入は特定国に偏っており、食料の安全や安定供

給確保の観点から脆弱であることを記述しております。

13ページでございます。(4)の「食料自給率の動向」につきましては、基本計画の内容に

沿って記述しております。アの我が国の食料自給率の特徴では、自給率低下要因として、

従来の食生活の変化に加えまして、生産面での作付延べ面積の大幅な減少が影響している

ことを記述しております。

イの前基本計画策定以降の食料自給率の動向では、前基本計画の検証の観点から、図―

９にありますように、小麦や大豆の国産熱量は増加しておりますが、米を始めとする多く

の品目で減少していること、図―10にありますように、多くの品目で前基本計画の消費、

生産の22年度目標と大きく乖離していること等を記述しております。

15ページでございますが、その上で、右の16ページの図―11にもございますように、加

工や外食への輸入食品仕向けの割合が増加していること、食生活指針が具体的な食生活の

見直しにつながっていないこと等々について、自給率向上の取組が不十分であった要因に

ついても記述しております。

ウの「新たな基本計画のもとでの自給率向上に向けた課題」につきましては、今回の基

本計画の内容に沿いまして自給率目標設定の基本的考え方、重点的取組事項の明確化と関

係者の具体的行動の喚起、食料供給力の強化の重要性を記述しております。

(5)は、「食生活の現状と地産地消及び食育の推進」でございます。飽食のもとでの食の

乱れや、大量の食品ロスの問題を指摘いたしまして、食生活の見直しや地産地消、フード

ガイドの策定と活用、食育の推進の重要性を記述しております。

17ページでございます。第３節、「世界の農産物需給と農産物貿易交渉の動向」でござ
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います。 (1)の「穀物等の国際需給とアジアの農産物貿易の動向」につきましては、特に

東アジアの生産、消費、農産物貿易の動向の分析に力を入れております。東アジアでは、

生産、消費構造の変化を受けて、図―12にありますように、輸入、輸出の増加と域内依存

度の上昇等がみられます。今後、その影響力が強まる可能性を指摘しております。

(2)の「農産物貿易交渉の動向」につきましては、先ほどトピックスで触れさせていた

だきましたので省略させていただきます。

19ページからは第Ⅱ章、農業分野でございます。

(3)の「農業労働力の動向」では、図―13にございますが、基幹的農業従事者の昭和一

けた世代のリタイアの加速化や農業法人への就業など就農経路の多様化を取り上げており

ます。また、ウの「女性農業者の動向」では、その重要な役割、活動の場を広げている実

態等について取り上げますほか、白書本文ではさらに家族経営協定、認定農業者の拡大、

農協や農業委員会への参画促進、農家の女性だけで設立運営されております農事組合法人

の事例も紹介させていただいているところでございます。

21ページは第２節、「農業の構造改革の加速化」でございます。 (1)の「担い手の育成

・確保」をめぐる動向では、①から④に整理しておりますが、認定農業者、農業生産法人、

集落営農組織、農業サービス事業体の動向や課題をまとめております。

(2)の「農地等の確保と有効利用」では、耕地利用率や農地の利用集積、優良農地や水

の確保等の動向や課題を整理しております。

(3)の「農業構造の動向」では、図―16にありますように、65歳未満の農業専従者がい

る主業農家が占める経営耕地面積の割合は、都府県の水田作部門では２割未満であること

や、多くの経営部門で７年から15年にかけて占有率が低下している旨記述しております。

23ページでございます。(4)の「担い手・経営対策、農地制度の改革と地域農業の再編・

活性化」では、これら担い手や農業構造の動向等を踏まえまして、望ましい農業構造の確

立に向けて基本計画の下での主要施策の展開方向を整理しております。ア「担い手政策の

改革」といたしましては、地域での担い手の明確化と育成、施策の集中・重点化、小規模

農家等を含む集落を基礎とした営農組織の育成、担い手の育成・確保の全国的な運動の展

開を、イの「経営安定対策の新たな展開」といたしましては、図―18にありますように、

品目横断的政策について、その導入の必要性を記述しております。ウの「農地制度の改

革」といたしましては、今国会に提出されております農業経営基盤強化法の改正案を始め

とした農地制度の改革の必要性を、最後にエの「地域における農業の再編・活性化」とい
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たしましては、兼業農家、高齢農家を含めて多様な担い手による地域農業再編に取り組む

重要性を記述しております。また、さまざまなタイプの地域農業再編の事例につきまして

は、本文で紹介させていただいているところでございます。

25ページでございます。今年の白書で、「第３節、国産の強みを活かした農業生産の展

開」として力点を置いて新たに整理をした節でございます。 (1)の「国内農業生産をめぐ

る情勢の変化」では、消費者や実需者は、国産農産物について、安全性、品質、おいしさ

の面を評価し、ある程度割高でも国産を購入する意向があります。しかしながら、図―19

にございますけれども、多くの品目でかなり割高であるということが実態でございますの

で、このような環境下で国内農業の競争力強化等を図るためには、国産の強みを最大限に

活かした生産体制に転換する必要があることを指摘しております。

その具体的な方向といたしまして、１点目は、アの「食の安全及び消費者の信頼の確保

に向けた取組」でございます。図―20にありますように、各産地では栽培管理情報の記録

・保管の取組が進んでおります。この取組にはコストや労力等の問題もありますが、この

取組とあわせて、適正農業規範の推進の重要性を記述しております。

27ページでございます。２点目は、イの「地域ブランドの確立に向けた取組」でござい

ますが、これはトピックで紹介させていただきました。

３点目はウの「食品産業の需要にこたえる取組」でございます。図―21にありますよう

に、食品産業の中には安全や安心、おいしく質の高いものを求めて、国産の調達を増やす

動きもあります。この動きに対応いたしまして、生産者や産地が主体的に取り組むことの

重要性を記述しております。

４点目はエの「技術の革新・開発を核とした取組」でございます。ここでは公的研究機

関や民間企業の役割分担による産学官の連携の取組の重要性を指摘した上で、図―22にあ

りますように、担い手が技術指導体制の強化や新技術情報の迅速な提供を求めていること

を踏まえまして、現場ニーズに直結した新技術開発の重要性を指摘しております。

29ページでございます。「(3) 農産物輸出の取組の推進」でございます。農産物輸出は

2,000億円程度でございますけれども、図―23にありますように、りんご、長いもなどは、

着実に輸出を伸ばしております。その要因といたしましては、日本の食文化への関心に加

えまして、図―24にみられますように、香港、シンガポール、中国など、アジアの高額所

得者層の出現がございます。具体的な取組の成功事例を右下に記述しております。農産物

輸出は、攻めの農業を担う分野であり、事前の市場調査、販売・流通体制の整備、ブラン
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ドイメージの確立等の重要性を記述しているところでございます。

31ページでございます。「第４節 環境保全を重視した農業生産の推進」でございます。

京都議定書が２月に発効しているなど、地球環境問題への取組強化が求められております。

農業生産活動につきましても、図―25にありますように、さまざまな環境負荷のリスクが

ございまして、今後、環境保全を重視した農業の転換が必要となっております。しかしな

がら、環境保全型の栽培は通常の栽培に比べて労力面やコスト面で負担が大きいなどの問

題がありますので、これらを踏まえまして、今後農業者が取り組む環境農業規範の策定、

規範を実践する者への各種支援の実施、地域の環境保全を目指した取組の重要性を記述し

ているところでございます。

33ページからは、「第５節 需要に即した生産の促進」でございまして、米、麦、大豆、

野菜、畜産の生産、消費の動向と課題を記述しております。以下は省略させていただきま

す。

37ページでございます。第Ⅲ章、農村に当たる部分でございます。

第１節の「農村の現状」につきましては、今後の人口減少局面の下でも、東京圏への集

中が続き、地域社会の活力の低下等が懸念されていること、地方圏の依然厳しい経済の状

況やその中でのサービス化の進展、農家率の高い農業集落の構成比の低下、社会基盤整備

の格差の存在等を記述しております。

39ページは、「第２節 農村の有する資源の現状」でございます。 (1)の「農業の有する

多面的機能」につきましては、その効果は国民が広く享受しておりますけれども、農業生

産活動の停滞により、その発揮に支障のおそれがあります。今後、地域での取組等を通じ

て、その具体的な役割等について国民に理解を求めることの重要性を記述しております。

(2)の「農村の地域資源の保全管理の動向」では、図―38にありますように、農村の多

様な資源について、農家は、これまでの農家主体の保全管理に対して負担感を増しており

ます。特に国民生活に不可欠な社会共通資本であります農地、農業用水等の保全管理の負

担感が高くなっております。

41ページに入りますが、このような状況下にありまして、図―39にございますように、

農家は資源を保全管理していくためには、地域住民、行政、農業関係団体との連携を強く

望んでおります。今後は地域住民等が幅広く参加する組織づくりや効果の高い保全管理活

動の促進が重要であることを述べております。

(3)は、「バイオマスの利活用の動向」でございます。バイオマスは、循環型社会の実
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現等に役立つものと期待されておりますけれども、実際の利活用はまだまだ不十分であり

まして、図―40のように、初期投資や収集、流通にかかるコスト負担増の課題があります。

今後、「バイオマス・ニッポン総合戦略」の下で、利活用の高度化や地域特性に応じたシ

ステム構築等の推進の重要性を記述しております。

43ページ、最後の「第３節 活力ある農村の創造」でございます。「(2) 活力ある農村の

創造に向けて」のア、「地域資源の積極的な活用による都市と農村の共生・対流の促進」

では、図―41にありますように、地域資源として活用しているものでは、農林水産物の活

用が最も多いわけですが、都市住民の方からみますと、農村生活体験などのサービスの提

供に対して満足度が高い傾向にあります。今後、これらの点も踏まえて、「人とものと情

報」が双方向で行き交う共生・対流の取組が重要だと考えております。また、都市農業に

つきましても、その役割や課題、事例等を紹介しております。

43ページから45ページにかけまして記述しておりますイの「農村経済の活性化と農業と

他産業の連携の推進」につきましては、先ほど申しましたように、経済のサービス化が進

展する中で、図―42にありますように、農林水産業が食品製造業やサービス業等第三次産

業にもたらす波及効果が拡大しております。このような状況の下で、農業のソフト化、サ

ービス化、他産業との連携の観点から、農産物直売所の動向、グリーンツーリズム、次の

ページでありますが、図－44のような地域内の異業種連携や図―45にありますような地場

産業振興の連携・協力の動向等を取り上げながら、地域の多様な主体や地域を越えた連携

の重要性を指摘しております。46ページの図―44は、食料産業クラスターの事例でござい

ます。

45ページでございます。ウの「地域活性化を支える人材や組織間の連携とその育成」で

ございます。図―46にございますように、都市と農村の共生・対流活動の推進につきまし

ては、地域住民の参加やリーダーの確保が課題であることを踏まえまして、女性、高齢者

の活用も含めた人材の育成や組織づくり、市町村合併が進展する中での農業委員会等によ

る農村現場での関係機関の連携等の重要性について記述しております。

以上が「動向編」でございます。

引き続きまして、長くなって恐縮ですが、資料２をごらんいただきたいと思います。資

料２の目次をごらん下さい。「講じようとする施策」につきましては、ただいまご説明申

し上げました動向を考慮いたしまして、平成17年度予算及び今国会提出法案等の概要をと

りまとめたものでございます。「講じようとする施策」の構成、この目次の構成でござい
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ますが、これにつきましては前回の部会で新たな基本計画の項目に沿ってこれを行うこと

についてご了解いただいておりますので、その考え方に沿って整理させていただいており

ます。

まず冒頭の概説でございますが、施策の全体の概要を前年度の「講じようとする施策」

と同様に記述しております。施策の背景や施策の重点の中では、前基本計画策定以降のこ

れまでの主な農政改革の年表や新たな基本計画の施策、改革の進め方などを図表を用いて

解説するなど、できるだけわかりやすく編集したつもりでございます。

また、Ⅰ章からⅦ章までございますけれども、基本的には先ほど申しましたように新た

な基本計画の項目に沿って整理をいたしております。このうち、第Ⅴ章にあります、次の

ページですが、国際交渉への取組につきましては、農産物貿易交渉にかかわる施策の重要

性を踏まえまして、昨年度から入れさせていただいておりますが、今年度も引き続き同じ

項目を立てさせていただいております。

中身につきましては、時間の関係もありますので、ごく簡単に、順番が逆になって恐縮

ですが、資料１の施策のポイントをごらんいただきたいと思います。１枚めくっていただ

きまして２ページをごらん下さい。第Ⅰ章といたしまして、「食料自給率の向上に向けた

消費及び生産に関する施策」では、基本計画の「食料自給率向上に向けて重点的に取り組

むべき事項」の中で掲げられました「食料消費」、「農業生産」、「関係者の役割」とし

て取り組むべき事項を中心に整理しております。１の 「(1) 食料消費」につきましては、

フードガイドの策定・活用を始めとして、実践的な食育と地産地消の全国展開、国産農産

物の消費拡大、国産農産物に対する消費者の信頼の確保を記述しております。

「(2) 農業生産」につきましては、担い手による需要に即した生産の促進、食品産業と

農業の連携の強化、効率的な農地利用の推進を記述しております。

さらに 「(3) 関係者の役割」につきましては、関係者の適切な役割分担の下での主体的

な取組、関係者から成る協議会の設立と施策の計画的な取組の推進を記述しております。

第Ⅱ章以降につきましては先ほどご説明申し上げました基本計画の項目に沿って整理し

ております。第Ⅱ章から第Ⅶ章まで、食の安全及び消費者の信頼の確保、担い手の育成・

確保、経営安定対策の確立、輸出の促進、新技術の開発・普及、バイオマスの利活用の推

進、地域資源の保全管理政策の構築など、新たな基本計画の下での「攻めの農政への転

換」や主要政策課題にかかわる施策をそれぞれ整理させていただいております。

なお、一番最後の25ページでございますが、第Ⅶ章の２の「施策の工程管理と評価」の



- 12 -

うち (1)の「施策の工程管理」につきまして、基本計画の閣議決定に合わせて公表されて

おり、主要施策の複数年にわたる着実な展開を図る上で重要な役割を果たします「工程

表」の的確な管理と施策の計画的な推進について記述しているところでございます。

かなり省略させていただきましたけれども、以上でございます。

○上原部会長代理 どうもありがとうございました。

それでは、食料分野、農業分野、農村分野に分けて質疑をしていきたいと思います。食

料分野というのは一体どういうところなのかということは、今までのご説明を聞けばわか

ると思いますが、念のために、施策と分野を合わせたものがこちら参考に出ておりますの

で、これをみながら、食料分野とは大体こういうものだと。農業分野はこういうもの、こ

ういうご理解でお願いしたいと思います。

それでは、食料分野につきましてご質問、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。ございませんでしょうか。――斎藤委員、お願いします。

○斎藤専門委員 急にこられると、すぐに答えられるものと答えられないものとあるの

ですけれども、１つは、年齢ごとの消費行動を非常に克明に分析されて、私も感銘で大変

びっくりしているぐらい、わかりやすかったと思いますが、これからのことを考えますと、

今、ブランドまで含めて、そういう高級品を食べている方の年齢がかなり上に上がってま

いります。

それで、ちょっと気になりますのは、やはり私は日本でも階層消費の可能性が今後出て

くるのではなかろうかと。階層消費です。といいますのは、多分、年金生活者等、そんな

ブランド品は買えない、あるいは輸入に依存するかもしれない。簡便性の方に走るかもし

れない。そういったことを少し念頭に置いてやらないと、中国の場合についてだけ高所得

者の分析をされていますが、日本でもこの分析をしていかないとどうもまずいのではなか

ろうか。正しい消費者行動にならないのではないかという感じがするわけでございます。

まず、そのことが１つです。

それと、これは後半にかかわる問題とも連動するのですが、大分農村政策のところで食

品産業との連携が出てまいります。私、大変いいことで、クラスターという言葉、これは

後ほどまた言葉についてはお伺いしたいこともございますけれども、市町村を越えて広域

的な連携になりますと、地産地消という議論とどうかみ合うのか。一部の説明によります

と、もう新しい地産地消という言葉も見出しとしまして言葉の中には入っております。そ

うすると、どうも私も運動論としての単純な地産地消論は先行き危ないだろうと。やはり
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システムとしてどうつくるか。それも市町村から越えて広域連携まで入っていくという意

味での地産地消論を、もうそろそろ検討された方がいいのではないかという感じがいたし

ます。この２点です。

○上原部会長代理 どうもありがとうございます。後ほど各関係部局からのお話をお伺

いしたいと思いますが、まとめて議論したいと思います。日和佐委員、よろしくお願いし

ます。

○日和佐委員 リスクコミュニケーションが非常に重要だという認識に基づいて、きち

んと記述がされておりますけれども、さらに加えて、ぜひ考慮していただきたいことがあ

ります。リスクコミュニケーションは、非常に新しくなったリスク分析という考え方を食

品安全行政の中に導入したという、その中でリスクコミュニケーションが非常に重要で、

これが不十分であるがゆえに、リスクについて消費者のところで理解が進んでいないとい

うのが現状で、積極的にリスクコミュニケーションの場は設けていらっしゃるのですけれ

ども、それに参加した方の意見は、非常に説明が学術的で難しかった。それは説明をする

ということが、リスク評価については科学的でなければいけないというのがあるのですけ

れども、そのまま、まさに専門家が専門家にお話になるような形での説明がされがちで、

大学の授業のようであったという感想が出されているわけですが、ぜひ専門家の難しい話

を一般の人にわかりやすいように説明するリスクコミュニケーターというような人がやは

り必要だと思います。そういう方たちを養成すること。

それと、リスクコミュニケーションというのは担当する方の資質に頼るようなことでは

ないと思うのです。それはもっとスキル的であって、ですから、やはり手法として、堪能

な方を養成するという考え方が一方では必要なのではないかと思っております。

もう１つ、リスクコミュニケーションを行って得たものは何だったのか。そのことに対

してどう行政として対応するのかという返しがない、非常に不十分だと思うのです。結果

について返していただきたい。そして、どうだったのかということと、その意見に対して

どう対応するのか。ぜひ返していただきたい。そのことをご配慮いただきたいと思います。

○上原部会長代理 どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。関連する

ことでも構いませんし……どうぞ、生源寺委員、お願いします。

○生源寺委員 「動向編」の食料関係のところでちょっと表現の気になったところだけ

申し上げたいと思います。今の日和佐さんのような非常に積極的といいますか建設的なお

話とはちょっと違いまして、まさに表現で気になったところだけなのですけれども、本文
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の28ページに、まさにリスクコミュニケーションの話があるのです。全体として特に記述

は結構かと思うのですけれども、１ヵ所だけ。これ、配られているものは事前の資料と同

じですよね。 (2)の最初の一固まりの下から５行目に、「適切なリスクコミュニケーショ

ンを実施している」と言い切っておられるのがちょっと気になりました。「に努めてい

る」というぐらいのことかなと思いました。

本当に細かな話についてはちょこちょこ気がついたところはありますけれども、事務局

に残してまいりたいと思っています。

それからもう１つ、81ページ。これは例の食料需給表と国民栄養調査のロスの関係で、

用語の解説のところにきちっと調査の方法が違うということを書かれているのでこれは結

構なのですけれども、ただ、 258ページのまとめのところに、ロスがほぼ１食分に相当す

るというように言い切っておられて、ここはちょっと言い過ぎではないかと思いました。

ですから、１食分のロスというにはちょっと根拠が弱いところがあると思いました。

それからもう１つ、74ページの一番下のところに、国内の生産によって熱量効率の高い

作物への転換を図ることにより云々ということがございますけれども、これは恐らく図Ⅰ

―39と対応しているということだと思うのですが、その場合、27年度の自給率目標が達成

された場合における面積、あるいは技術の水準を前提にしているということでございます

ので、これは注でも結構かと思いますが、やはり前提を書いておいた方がいいのではない

かと思います。これはかなり話題になる可能性の高い部分だと思いますので、少し丁寧に

された方がいいのかなということでございます。

以上です。

○上原部会長代理 この部分だけ、報告書の品位とかかわると思いますので、ちょっと

確認しておきたいと思います。まず、リスクコミュニケーションを実施しているとありま

すが、実施に努めているという形にしてよろしいでしょうか。もう１つは、74ページにつ

きましてはしっかりと前提を書いてもらうこと。それからもう１つは、ロスが１食分とい

うのはかなり言い切りではないか、という点、修正の方向で考えていただきたい。

○涌野情報課長 誤解のないようにさせていただきます。

○上原部会長代理 よろしくお願いします。

それでは、ほかにご意見、ご質問等ございませんでしょうか。

それでは、この段階でちょっと関係部局にお答え願いたいのですけれども、まず１つは、

消費行動が階層化していくということに関して、この点について今後どう扱っていくのか
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ということにつきまして、ちょっと情報課長の方からお願いしたいと思います。

○涌野情報課長 階層消費の件につきましては、今回間に合うかどうかわかりませんけ

れども、勉強させていただきます。

○上原部会長代理 わかりました。それから、リスクコミュニケーション、つまりリス

クコミュニケーターの必要性について、それからもう１つ、その成果と今後の生かし方を

どうするのか、これについてちょっとお答え願いたいと思うのですが。よろしくお願いし

ます。

○高橋消費・安全局審議官 リスクコミュニケーションの実施、それからできるだけわ

かりやすくというのは、資料１「17年度に講じようとする施策」の中でも、７ページでご

ざいますが、そういったわかりやすい説明、意見交換会の実施、こういうことでやってい

きますと書いております。もちろん私どももそのつもりでございます。

なお、お話がありましたリスクコミュニケーター、資格とかそういう話では必ずしもな

いのだと思いますけれども、そういったスキルをもった、お話では、やっている人間の資

質にもう依存するのではなくて、そういう格好できちっとスキルが組織的にうまく伝達さ

れるような仕掛けをつくれということについては、ちょっと17年度にどうするかは別にし

て、長期的な課題として受けとめさせていただきたいと思います。

それから、リスクコミュニケーションの結果がどうであったかと。これは実は私どもだ

けではなくて、食品安全委員会、厚生労働省も同じでございますけれども、リスクコミュ

ニケーションそのものが実際やってみてまだ１年半、そろそろ夏になりますと２年ぐらい

です。そういった段階で、しかも、やっているもののほとんどが焦眉の問題であるＢＳＥ

に絡んだ話でして、やっているテーマとそれから、率直にいえば、意見がかなり対立して

いるところなので、私もやりながらなかなか難しいなというところは痛感しているのです

けれども、結果として、それぞれ会議の結果こういうことがありましたというのはもちろ

ん議事録として公開していますけれども、よく話に出てくるのは、例えば施策に実際どう

反映されたのですかと。私たちはここでいろいろしゃべっているけれども、行政側として

どう受けとめて、どう変えたのですかというようなお話で、例えば今週の火曜日に食品安

全委員会からＢＳＥの国内対策見直しの答申の案が出されています。これは厚生労働省の

お話になりますけれども、今、国内の牛の全頭検査をやっているものを、20ヵ月以下の牛

については今後しない方向だといっても、即全部やめるということではなくて、しばらく

当面、３年ほどは実施する県については補助をするといった格好になる。そういったリス
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コミに出た意見で、そこは必ずしもイコール科学ではないのですけれども、全体の状況を

みながら緩和措置として３年間継続というようなことで、私どもとしては、やはり施策に

反映している部分というのは出てきたのかなとは考えております。

○上原部会長代理 よろしいでしょうか。

それでは、まだ斎藤委員からのご質問に対してお答えしていないので、まず、広域的な

地産地消について、これは生産局にお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○皆川生産局審議官 地産地消の問題については、当然にさまざまなあり方があると思

いますけれども、例えば野菜などの取組１つとってみますと、今回、野菜の別途研究会の

報告の中でも取り上げさせていただいているのですけれども、要は個々の地域ごとの地域

ブランドの確立ということにあわせて、やはり全体として、例えば山地ごとの取組という

ことも１つの追求するべき点でございますけれども、もう一方、例えば産地間の連携だと

かいったようなことも同時に図っていくということで、ただ単に地域のものを地域でとい

うだけでは、なかなか施策として十分にならないという面、それぞれ補い合いながらとい

う形で、例えば野菜等でいうと考えているというようなことでございます。

○上原部会長代理 どうもありがとうございます。それでは、食品産業と農業の連携に

つきまして、総合食料局の方からお答え願います。

○佐久間総合食料局審議官 食品産業においては、農産物の利用の非常に重要な需要先

であるということでございます。そして、食品産業の展開と農業の動きというものがうま

く連携するような形で進んでいくことが、新しい農業の展開の中で非常に重要な部分にな

っているということはご指摘のとおりでございます。その点において、おっしゃられます

ように、地域という問題と国全体との関係といいますか、大きな動きとのところで違いが

あるというのはご指摘のとおりで、システムとしてつくっていくということを考えますと、

産業の側からの働きかけと農業の側との間でうまくコーディネートしていくことが非常に

大事であると考えております。

○上原部会長代理 どうもありがとうございます。今のご回答に関しまして委員の方々

から関連する質問、ご意見等はないでしょうか。

なければ、後ほど全体の質疑がありますので、ここで、農業分野の方に行きたいと思い

ます。農業分野につきましては、次の段落に関連項目との対照ができております。これに

ついてご意見、ご質問等ありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。どう

ぞ、お願いします。
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○安髙委員 農業分野のところになると思うのですが、資料１の２ページの真ん中辺、

農業生産のところの言葉の問題なのですが、「経営感覚にすぐれた担い手」という表現が

ありますが、経営感覚というのを具体的にどのようにとらえればいいのだろうかと。先ほ

ど一般にわかりやすい表現が必要だというような発言もありましたけれども、農業者に対

してこの場合の経営感覚というのはどういうものを求めていくのかと。例えばこういうも

のだという具体的なご説明があればなと。

それから、そこの中で、「担い手を地域の実情を踏まえて」と書いてある。この場合の

地域の実情というのはどの程度の、どのレベルの地域の実情だと考えておけばよいのかな

と。この２つの言葉に対するイメージをちょっとご説明いただきたい。

それから、同じ資料１の12ページでございますが、経営安定対策の確立というところで、

(1)の品目横断的政策への転換の中の３行目に、「経営規模・経営改善の取組に関する要

件等を具体化」ということがありますが、これはいわゆる直接支払いの要件ということで

ございましょうが、ここが19年あたりから視野に入れていくとなると、経営規模の部分で

農業委員会の役割というのが非常に重要になってくるのではなかろうかと思っております。

農地の制度というものも今の農地制度で耐えられるのか。そうすると、この辺の改革はか

なり急を要しますし、かといっていろいろな歴史がありますので、簡単に制度改革も難し

いのではないか。そうすると、早く取り組まなければならないのではないかと思っており

ます。特に農業委員会の部分に関しましては、今、農業委員会がもっている権限というも

のは農地に対してかなり大きなものがあるだろうと。それに対して、その農地に対するさ

まざまな権限、あるいは耕作証明だとかいろいろな部分も含めて、今度、直接支払い制度

に対して大きく関与するときに、その責任が明確でない。責任を明確にしたところで、そ

の責任をとれるような農業委員会の制度の仕組みになっているか。品目横断的政策を導入

するのであれば、この辺の周辺対策に取り組むのは、もう時間のゆとりがないのではない

か。17年度から何らか着手するような形を織り込んでおく必要があるのではないかと思っ

ております。

それともう１つ、その経営規模の次に経営改善と来ております。この経営改善に関しま

しても、手法が示せるのか。かなり経営規模も大きくなっていきますので、例えば市町村

レベルのもっている経営改善の手法でいいのか。あるいは県レベル、国レベルできちんと

した手法を示していかなければ、ただかけ声の見出しだけに終わる可能性がある。そうす

ると、この辺は17年度から具体的に取組を開始するような方向性をどこかに織り込んでい
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なくていいのかというところを思っておりますので、意見として申し上げます。

以上です。

○上原部会長代理 どうもありがとうございました。ほかに農業に関して、あるいは今

のに関連してご議論することはありませんか、斎藤専門委員、お願いします。

○斎藤専門委員 主にブランド化についてでございます。これは今後新しいこちらの目

玉になるということで、その記述がございます。ただ、読んでみますと、かなり重要なポ

イントだと思いますが、どうも地域ブランドと企業ブランドと製品ブランド、もっといえ

ばプライベートブランドとナショナルブランド、この概念がよくわかっていらっしゃらな

いような感じがします。それで、今後恐らく地域ブランドというのがここにある以上に地

域呼称とつながってくる。恐らくヨーロッパスタイルのいろいろな意味でのブランド価値

をつくるような、そういう総合的な管理手法が今後とられてくるだろうと思うのでござい

ますが、それについてブランド化という言葉が乱発されていまして、管理手法がよくみえ

ないのです。これは農水省として、今後こういうところにいろいろな場面に登場する言葉

につきましては、もうちょっと概念を明確にされて、それといろいろな事例を説明すると

きにはどの程度の管理手法まで高度化されてきているのか、この辺の説明がちょっと欲し

いのです。

それで、部分的にはどのように説明されているかというと、消費者との位置づけが余り

明確ではございません。特に21ページについて申し上げますと、これは技術的な地域ブラ

ンドが確立される経路が書いてございます。これですと消費者がよくみえません。やはり

消費者に向けた必要性をもっと強調されるのが筋だろうと思います。

それと、品質管理全体につきまして、安全性、品質、おいしさ、これを強調されている

わけです。この評価手法が、実は先ほどのブランド管理手法につながっていく問題だろう

と思うのでございますが、その辺の位置づけがちょっとよくわかりにくい表現だと思いま

す。 以上、それだけ申し上げておきます。

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

○生源寺委員 やはり表現的なことで、ちょっとご検討いただきたい点が何点かござい

ます。いずれも「動向編」の本文ですけれども、 118ページの一番下のところに、販売農

家、特に稲作の販売農家の離脱、あるいは経営縮小の分析といいますか議論があるわけで

すけれども、この３行目に、「農産物価格が米価を中心に下落傾向にある中で、その影響

を大きく受けていると考えられる」と。このこと自体は稲作経営全般に関していえばその
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とおりだと思いますけれども、ただ、その後が、販売農家のうち15％が離農、あるいは10

％が自給的農家へ移行ということですけれども、あるいは販売実績がなくなると。これは

いずれもいわば小規模の販売農家の移行、移動といいますか、によって生じている現象と

考えるのが、いろいろあるかと思いますけれども、それが主たる理由だと思いますので、

この米価の下落と後段の減少の説明を結びつけるのはちょっと難しいような気がいたしま

した。それが１点です。

もう１つは、 186ページ、それから先ほどのご説明でいいますと要旨では31ページに同

じようなところがございますけれども、環境保全型農業に関する部分で、農業生産活動規

範を策定されたということで、問題は、その後の表現でありまして、 186ページでいいま

すと、括弧でタイトルといいますか見出しがありまして、リード文がありまして、６行目

から、「この規範を実践する農業者に対し、17年度より可能なものから、各種支援策を講

じていくこととしている」というようにございます。これは基本計画の文章そのものかと

思いますので、基本計画の文章が余りよくないのでありますけれども（笑声）、ただ、基

本計画の文章では誤解を招かないように、「（クロス・コンプライアンス）」と書いてあ

ったわけでございまして、これが外れますと、この規範を実践された方にはいろいろな助

成が行くというように誤解をされ、また妙な過大な期待を招くことになりかねないと思い

ますので、ここはちょっと適切に、例えばクロスコンプライアンスと括弧書きをして、そ

れを注で説明するような形で対処していただくことができるのかなと思いました。

それから、もう１点ですけれども、 195ページ以降あたりに、麦、大豆、あるいは畜産

物、果樹についてのいろいろな生産上の問題点なりが書かれております。それで、いずれ

もコストの削減ということが書かれていまして、これはこれで結構なのですけれども、ち

ょっと気になりましたのは、これは担当の局なり課の観点からこのように書かれていると

いうことかと思いますけれども、生産資材費の資材の価格の問題について、この部分では

一切触れていないわけです。 113ページの農家経済なり農業経営の分析のところでは、資

材費について下方硬直的であると。したがって、交易条件が悪化しているということが書

かれていて、分析としてまさにそうだと思いますけれども、そうであるとすれば、ここの

部分でも多少資材費の削減というか、むしろ資材の価格の低減なり取引条件の農業からみ

た改善というようなことにちょっと触れてみてはどうかというような気がいたしました。

以上です。

○上原部会長代理 この３つにつきましては修正検討の方向をとるということでよろし
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いでしょうか。事務局の方から何かご意見ありますか。ないですね。――わかりました。

生源寺委員の発言を踏まえまして、直す方向で検討しておきます。

ほかにいかがでしょうか。増田委員、よろしくお願いします。

○増田委員 本文の 125ページです。この中に、女性農業者のくだりです。私はどうも

口を開けば、家族経営協定と認定農業者のことを女性の立場から申し上げるばかりで恐縮

なのでございますが、ここのところの分析のなさり方が、格調の高いこういうあれの中で

はちょっと甘いかなという気がいたしますので、申し上げてみます。

ウの女性農業者の動向のところ、このパラグラフの下から３行目、「男性を始めとした

関係者の理解の醸成」というところがありますけれども、無理解な男性への説得というの

は、女性の農業者の向上のために、それはないよりましかもしれませんけれども、ややそ

れよりも、具体的な農村部の保育とか、介護についての地域ぐるみの取組とか、公的な支

援というのが都市部と比べてどうなのでしょうか。まだ整っていないというようにも聞い

ておりまして、そこのところを少し指摘していただいて、それがあって、女性が認定農業

者の道へ進んでいかれる、それから家族経営協定も締結できるような条件が整うというこ

とにつながるのではないかと思います。

それから、また、ちょっとそれと関連して言葉じりをとらえるようで恐縮でございます

が、 264ページの用語の解説のところなのですが、食の外部化というところで、これもち

ょっと女性の立場でいわせていただきます。「さ」の５つ目、「食の外部化」という用語

解説のところに、「女性の社会進出や単身世帯の増加」と書いていらっしゃいますけれど

も、このように書かれると女性の立場から、被害妄想だとおっしゃられるかもしれません

が、飯をつくるのは女性の仕事であるという大前提があって、こういう表現が出てくるの

ではないかと受け取ってしまいがちでございます。私などにいわせると、男性がなかなか

料理をしないから食が外部化するしかしようがないのだというようにさえいいたくなるよ

うなのですが、ちょっと極端ですが、これは言葉の並べ方で工夫をしていただければと思

います。

以上でございます。

○上原部会長代理 今の外部化問題については検討してみます。

それでは、最初の質問につきましては、安髙委員の質問と一緒にお答え願いたいと思い

ますが、ほかに関連した質問等がありますか。

○畑中専門委員 資料２の48ページの太い文字のエの今後の食料産業の発展基盤の強化
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というのと、オの競争的研究資金の拡充、それから農林水産研究基盤の充実・強化という

ところまでが技術の問題で書いてあるのです。これ、全体が技術の問題だと思うのですけ

れども、エの今後の食料産業の発展基盤の強化というところにゲノム関係のものが、カイ

コの利用までみんな入ってしまっているので、これはむしろ、後ろの方の農林水産研究基

盤の充実・強化とかそういうところにまとめられてもいいのかなという感じがします。発

展基盤の強化の次に競争的研究資金が来て、それから一般的な研究基盤の充実・強化が来

るというのは、何となくがたがたとするなという感じがしますので、中身は結構でござい

ますので特にこだわりませんが、食料産業の発展基盤のところにいろんな、ゲノム創薬か

らみんな何か入ってきてしまうというのもちょっと変かなということだけでございます。

○上原部会長代理 今のことは検討しておきたいと思います。

それでは、中村委員、お願いします。

○中村委員 両方とも全体的にはあらためて意見はございませんが、２点、これは18年

度の年次報告なり施策とも関連して検討いただきたいということの意見でありますが、１

点は、資料でいいますと資料１の11ページになりますか、例の担い手問題との関連であり

ます。担い手につきましては、今回の基本計画でかなり明確になりましたし、これを我々

もきちっと実行していかなければいかんと思っておりますが、私も参加しておりましてち

ょっとうかつだったなと思いましたのは、いわゆる経営者、先ほど安髙さんからも経営者

についてのご意見ございましたが、いわゆる効率的、あるいは安定的な農業経営者の議論、

集落営農含めてされましたけれども、これはこれで重要なものだと思っておりますが、実

は私も実務的に今かかわっている問題からいきますと、むしろ単純労働者の確保問題をか

なりやっておかないと、いわゆる今ある群馬等の野菜の産地形成、あるいは畜産経営につ

いてはきちっと経営者はできておりますが、むしろそういう単純労働者がいないという問

題がありますし、今後人口が減る中で、さらにこれは農業だけの問題ではないと思います

けれども、また農林省だけの問題ではないと思いますが、やはり一度きちっと議論してお

く必要があるのかなというように思います。

それから、もう１点は、これも企画部会で何回も申し上げてきた点でありますが、あす

から個人情報保護法が具体的になってきますが、今我々が、例えば農業委員さんの中でい

ろいろな講師を頼みたいというようなことで条件や何かをいってお願いしても、そういう

ことがあってなかなかいえませんなというところまで来ております。したがって、これは

農地の流動化と絡めまして、有効利用と絡めて、不在村の農地所有の問題だとか有効利用
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の問題で、企画委員会でも何回か意見をいわせていただいておりますけれども、特にこれ

からまた税務課と台帳のすり合わせみたいなのが困難になってまいりまして、あるいは個

人情報もなかなか聞き出せないというような事態が生じかねないということになるので、

ぜひ基礎資料としてどうしても使わなければいけない農地基本台帳の法定化についてお願

いしてきましたが、これは大変難しい問題だと思いますけれども、引き続きそういう状況

が厳しくなりますので、さらなるご検討を18年に向けてお願いしたいという２点です。

○上原部会長代理 ありがとうございます。経営局の方にちょっとお答え願いたいので

す。幾つかあると思いますが、まず１つは、経営者の経営感覚の問題、それから地域の実

情とか農村の実情を踏まえた、とあるが、これはどういうことなのかということ。次に、

経営安定対策の要件の具体化、それから農地制度と農業委員会とのかかわり、さらに経営

改善の手法を示せるかどうか、それと絡めまして、農業者と女性との問題があると思いま

す。また、単純労働をどう確保していくのかという問題。もう１つは、個人情報とのかか

わりで、農地の流動化を図るときのきちっとした情報が必要だということ。それを確保し

ていくためにどうしたらいいのか。たくさんの問題ありますけれども、よろしくお願いし

ます。

○佐藤経営局審議会 多岐にわたるご質問でございましたので、若干漏れるところがあ

るかもしれませんけれども、お答え申し上げます。

安髙委員から経営感覚ということでご質問ございましたけれども、横長の資料１、ここ

の２ページのところで直接的にはご言及になったわけでございますが、ここのページでい

きますとややトートロジー的になるかもしれませんけれども、主体性と創意工夫を十分発

揮して、需要に即した生産ができるような、そういう感覚をもった担い手ということにな

るわけでございますが、実際には経済的な状況、社会的な状況、あるいは消費者が何を生

産者に求めるかというようなことを十分感じながら、経営の具体的なあり方を設計できる

ような方ということだろうと思います。

それからもう１点、地域の実情を踏まえてということで、これは経営安定対策の対象者

等々につきまして、あるいはどんな形でやっていくのかということにつきまして、いろい

ろなご議論が企画部会の方でもあったわけでございますけれども、実際に地域ごとでいろ

いろなご主張が既にいわれておりまして、私どもも耳にしております。この春から地域で

考える担い手創成プロジェクトチームというものを省内につくりまして、また、関係の団

体の方々に集まっていただいて、全国担い手育成総合支援協議会ということで、こことの
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連携もいたしまして、地域ごとに説明、あるいは意見交換の場を今後かなり設けていこう

と思っております。そういう中でお話が出てまいると思いますけれども、そうしたそれぞ

れ地域ごと、さまざまだと思いますけれども、そういったものを踏まえてそういう条件を

検討してまいりたいと考えているところでございます。

それから、農業委員会の関係でございますが、担い手育成というような中で、農地の利

用権の集積等大変重要になってくると思います。そうした中で、先ほど協議会の話が出て

まいりましたけれども、その中での農業委員会の役割というのは重要性をさらに増してく

ると認識しているところでございます。

経営改善につきましては、集落営農のあり方といいますか、大変ご質問も多くて、地域

でのご説明の中心課題の１つだと思っております。これは役所としてどのようにすべきだ

ということよりも、むしろ先進的なといいますか、すぐれた事例等示しながら、こういう

形も考えられるというようなことをお示しして、地域で考えていただくということだと思

いますが、個別の経営のことだとすれば、現在、それぞれの経営に対して、こういう経営

がいい、悪というようなことを直接農林省が指導していく体制というのは、まだまだ弱い

のかなとは思っております。

それから、増田委員の女性問題の関係でございますが、ここにつきましては、保育、あ

るいは介護の施設等、なかなか不十分ではないかということでございました。手元に実績

といいますか、データが十分あるかどうか、ちょっと今の時点でわかりませんけれども、

戻りまして確認いたしまして、そのような確認ができるようであれば、また記述等につき

ましては官房の方とご相談もしてまいりたいと思います。

実際、農村部の場合には、人口の集積度が少ないので、都市のようにそういう施設が同

じ密度であるかというと、そうではないと思いますが、特に介護問題につきましてはＪＡ

の婦人部会とかいろいろなところで、ヘルパーさんの育成とか大分なさっておりまして、

従来に比べると介護の方々のマンパワーといいますか、かなりふえてきているとは思って

おります。ただ、現地で聞きますと、オン・ザ・ジョブ・トレーニングといいますか、資

格はとったのだけれども、実際にすぐれた介護をするという方の数はまだ少ないのかなと

いう感想を、地域によってはおっしゃる方もございます。この辺、確認してまいりたいと

思っております。

それから、中村委員からの単純労働者の確保の問題でございますが、なかなか難しい問

題ですけれども、これからの課題だとは思っております。
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それから、個人情報の関係でございますが、これは個人情報保護法が出る前から重要な

問題といいますか、そこはきちんとしなければいけない問題だと認識しておりますけれど

も、ご指摘のありました基本台帳の扱いの問題についてはいろいろこれから研究してまい

りたいと思っております。

漏れたところがあるかもしれませんが、以上です。

○上原部会長代理 どうもありがとうございました。中村委員、こういう方向でよろし

いでしょうか。

○中村委員 特にＦＴＡの問題、東南アジアの中で人の問題が看護師含めて出ておりま

す。農業労働力も今、専業的な農業経営を支えている大規模は、かなりの人数がいないと

やっていけないという状況になっておりますので、幅広くご検討いただきたいと思います。

○上原部会長代理 それから、斎藤委員の方からブランド化というのが出ていますが、

よろしいでしょうか。

○涌野情報課長 斎藤委員にご指摘いただきました。確かに、一定の考え方の下で整理

したつもりですけれども、まだよく消費者の方々にも理解されないということであれば、

この後、先生のご意見も伺いまして至急再整理したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

○上原部会長代理 私自身がマーケティング学者で、ブランドの研究をやっているので

すけれども、今出された斎藤委員の問題は理論的には結構難しい問題を含んでおりまして、

私は農水省としてはまあまあ素人としてはよく分析したと（笑声）、高く評価しておりま

すので、私と事務局とで、どこまで書けるかということを検討させていただきたい。

ほかにあるかもわかりませんけれども、次に、農村分野に行きましてから、後ほどまた

皆さんからご意見等をお伺いしたいと思います。よろしいでしょうか。――はい。

○安髙委員 今のお答えに関連して申し上げておきたいと思います。経営感覚といった

ときに、そういう答えが来るのではないかと。例えば主体的、創意工夫、市場動向だとか。

そういう言葉であれば、農家にはやはりわかりにくい。それは経営感覚の理念だとか、経

営感覚という言葉の意味というようなものであって、農業者に経営感覚にすぐれた者にな

りなさいといったときに、農業者が頭の中にイメージとして浮かばない。イメージとして

浮かぶようなものでなければ、市町村段階までは伝わるでしょうけれども、農業者に伝わ

らない。農業者に伝わらなければ、農業生産の現場は変わらない。だから、ここは、やは

り私はさらに具体的に示せる努力をしてほしい。
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それから、地域の実情の部分は、私は２通りあると思っておりました。地理とかその土

地のもつ気象ですね。そういうものから来る地域の実情と、この地域は小規模・零細農家

が多いだとか、農業以外の所得がかなり多い地域だとか、そういう部分ですね。実情にも

２通りあるのではないか。そこら辺を、どの辺を織り込んで、どの辺を織り込まないでい

くのかなと。この辺がまた具体化するときには現場で難しいのかなと。

それともう１つ、経営改善の手法の中で、事例というものが来ますけれども、先ほど申

しましたように、地理とかそれによって農業というのは随分変わります。それでよく事例

を示されるのです。なぜかというと、事例を超えた手法をもっていないから、事例を示さ

れるのです。しかし、事例というのは個別の状況の中で成り立っていますから、深く考え

ない農家がそれを聞いたときに勘違いしてしまって、そのとおりして失敗するというのが

多いわけです。だから、事例の中から集めてきた、その経営改善の本質というか、コアに

なる部分をきちっと抽出して、それを示してあげるのが私は手法だと思っておりますので、

そういう意味で実際にされるときに内容をそういう点に注意していただきたいと思います。

以上です。

○上原部会長代理 どうもありがとうございます。今の件につきましては、施策を展開

していく具体的な行動の中で実現していくということにさせていただきたいと思います。

それでは、農村分野につきまして、ご意見、ご質問等ありましたらお願いしたいのです

が、いかがでしょうか。どうぞ、生源寺委員、お願いします。

○生源寺委員 何度も恐縮です。１つは、やはりちょっとお考えいただいた方がいいか

なというところがございまして、「動向編」の本文の 242ページの一番上のパラグラフの

部分なのですけれども、農林水産業部門で最終需要が生じた場合に、どういう波及効果が

あるかということを、産業連関表をお使いになって計測されていると思います。農林水産

業部門で最終需要が生じた場合の関連の波及効果ですので、恐らく農林水産業へのインプ

ットの産業への波及ということだと考えられますので、計算式そのものはちょっとよくわ

からないところがありますけれども、そうしますと、４行目にあります、「このような動

きは、農産物の流通・消費の多様化等に伴い、農林水産業と他産業分野が関連性を深めて

いることをあらわしているとみることができる」とありますが、そうみることはちょっと

無理があるのではないかと思います。

243ページに、波及効果の構成が書いてありますけれども、農林水産業、食品製造業と

かあるのです。これ、想像ですけれども、この食品製造業の中には多分、えさの部門が入
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っていたりとか、多分川上のインプットの部分がここに出てきているのではないかと想像

しますので、ここは、この計算とこの表現ぶりが対応しているかどうかというのをちょっ

とご検討いただければと思います。

それからもう１つは、これは質問なのですけれども、 239ページに都市農業についての

文章がございます。ここでの都市農業のボリュームは、一応都市的地域の農業粗生産額で

はかっておられますので、これはこれで結構なのですけれども、概念として多分、都市農

地といった場合には、市街化区域内の農地ということでずっと使われてきたと思いますけ

れども、都市農業という言葉については、これまで何らかの形で農林水産省として概念な

りがあって、それとこの記述の都市農業というものが同じものなのか、あるいは新しく今

回つくられたものなのかということについて、ちょっと知りたいということです。

○上原部会長代理 これはちょっと調べさせてください。よろしくお願いします。

斎藤委員どうぞ。

○斎藤専門委員 流れとして、これまでのものからかなり踏み込んで、活力ある農村の

ところに、直売所、ツーリズムの後にいろいろな他業種との連携とか、非常にこれがシス

テム的な設計をされているというので、私はこれを大変評価しております。

ただ、ちょっと細かいところで申し上げますと、例えば直売所のところですけれども、

これで売り上げがかなり厳しくなっているという説明がございますが、１億円以上。実は

直売所はほとんど１億円以上が当たり前になってきているわけです。それと、この多様性

という言葉を使っておりますが、これはむしろここにいろいろな機能を埋め込まれて、レ

ストランが入ったり、加工所が入ったり、もうそういうシステム化されているわけです。

それがないと、直売所だけで機能するところもあると思いますが、大規模化すればするほ

どそういうシステム的になっているということだと思いますので、その説明がちょっと弱

いかなという感じがします。

それと、流れとしては、集落のコミュニティーの再編の事例として、 255ページ、大分

県の事例があって、安心院ですね、これは大変高く評価されるのですが、集落段階でのこ

ういうのと、 250ページにこれは福島県全体での取組が入っております。こういうものの

どのような主体のレベルをみていくかによって違うのですが、ただ、 248ページ、一応幾

つかの取組の整理がされているので、非常にわかりやすいのですけれども、こういうもの

を扱うとき、集落段階のものは農村施策の中でわかるのですけれども、かなり広域的にな

った場合に、これはクラスターになってしまうだろうと思うのですが、そのクラスターと
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いう言葉を使わないのです。ほかのところでは使っていらっしゃるので、なぜ使わないの

か。その方がわかりやすいかなと思います。コミュニティービジネスと集落クラスターは

大分違ってきますので、その辺の概念とか、特にシステム的になれば当然、技術革新能力

だとか、あるいはかなり深い連携の形がありますので、その辺の説明がちょっと同一レベ

ルではできないだろうということです。

それともう１つは、異業種との垂直的な関係、この辺、結構です。ただ、同業者同士の

横の連携も随分進んでおります。これはクラスターというような意味合いでいえば集積で

すね。新しい集積の役割が出てまいります。これは環境についても、いろいろなところに

ついても、いろいろな意味での新しい集積が発生しているわけです。水があればそこにい

ろいろなところが入り込んでくるとか、そのようなもっと地域資源と密接化したような問

題、新しい集積の意味合いみたいなものを説明すると、もっと生きるかなという感じがい

たしました。

○上原部会長代理 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、日和佐委員、お願いします。

○日和佐委員 畜産環境対策のことでちょっと気になっていることを申し上げたいと思

います。バイオガスの装置を個人酪農家で導入しているというケースがぼつぼつ出始めて

いるわけなのですが、これ、導入に当たってはさまざまな補助金が利用できますので、導

入費の５％から７％ぐらいの自己負担でできるわけです。ですけれども、これは減価償却

を当然していくわけで、更新の時期になったときには、そういう補助金を出ないというわ

けで、あれをみていますと、将来、あれが酪農家の経営をつぶすことになっては本当に困

るな、そういうことにならなければいいのにという危惧を非常に抱くわけです。酪農家は

余り将来的に考えないで、今できる、そしてその大きいものどんと導入することによって、

最新の技術の導入ですから、後継者を確保していくというような思いもあって導入してい

るようなのですが、これは非常に心配であります。ですから、将来的にも持続可能な形で

ぜひこういう大規模なプラントというものに関しては導入されていくような方針をもって

いただきたいと思いました。

○上原部会長代理 ほかにいかがでしょうか。

ちょっとこの段階で関係部署からお願いします。まず、畜産環境対策のバイオガスに関

する補助金問題は、生産局の方でよろしくお願いします。

○皆川生産局審議官 日和佐委員からの酪農家のバイオガスプラントについて、導入に

ついて補助はあるのだけれども、その後のメンテナンス、さらには更新時期にどうなのか
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というご懸念だったと思います。私どもも例えば北海道の十勝等でバイオガスプラント等

の導入の状況などもみてきたこともございますけれども、やはり導入時期には、当然、ま

さに補助事業自体は先進的、先導的なものを、その導入負担を軽減するということであっ

て、後はやはり自力で回転していかなければいかんという前提のものでございますから、

そういう意味では事前の、まさに導入時においてしっかりしたその後の採算性だとかも考

えた上で導入するという、そこの基本を揺るがさないようにするということなのだろうと

思います。ただ、バイオガスプラントの中で、例えば一部売電等をするとか、そういった

形で一部どこかに売れないかみたいな議論もありまして、それは制度、政策の中でまだ十

分に出口がないところでございます。そういう意味では、そこら辺はまだ先導的な施設と

いう意味でのやり方なので、余り甘い言葉で誘わないようにということだと思いますので、

そこら辺はよく気をつけながらということでやっていきたいと思います。

○上原部会長代理 どうもありがとうございます。それでは、直売所の問題とか集落コ

ミュニティーと広域化の問題、それから同業者同士の連携、これは情報課長の方からお願

いします。

○涌野情報課長 斎藤委員からの直売所の多様性については、現実を踏まえてそこは少

し修正したい、盛り込みたいと思います。

それから、クラスターですとかコミュニティーですとか、そういう言葉については、な

るべくわかりやすくという観点から対応しておりますが再整理をさせていただきたいと思

います。

生源寺委員の都市農業についてのご指摘については、都市農業がこうだとここで改めて

定義したわけではありません。ここに書いてあるとおりの範囲の中で記述しているという

ことでございます。

○上原部会長代理 それから、生源寺委員の、農林水産業へのインプットとしてとらえ

てますが、それと波及効果との問題につきまして調べてください。

○涌野情報課長 精査させていただいた上で、ご相談させていただきます。

○上原部会長代理 ほかに、農村分野についてご意見、ご質問等いかがでしょうか。

それでは、全体を通じて、あるいはどの領域にも属しにくいという問題がありましたら、

ぜひここで提起していただきたいと思います。安髙委員、よろしくお願いします。

○安髙委員 資料１の24ページの団体の再編のところで、 (4)の土地改良区のところな

のですが、土地改良区の合併を促進すると書いてあるところが、ちょっと理解しづらいと
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ころなのです。事業運営基盤の強化を図るためとしてありますので、運営主体としての人

の問題があるのだろう。それから経理、財務などの金の問題から発しているのかなと思い

ますけれども、土地改良区は土地改良法に基づく農地の集まりですから、人と金の問題を

土地をくっつけることによって片づけていこうという形になると、問題が発生するのでは

ないか。土地にまつわるさまざまな利害によって改良区は分かれておりますし、例えば水

利権も含めた事情があって分かれておりますから、それをくっつけていくというのは問題

をややこしくするだけではないだろうかと。土地改良区の問題を思いますときに、土地と

いう非常に公共性の高いところでございますので、私は土地改良区の将来的なあり方とし

て、もう少し行政がきちっと介入していく、行政が土地改良区を管理していくという方向

でこの事業運営基盤の問題はいくべきであって、土地改良区の合併を促進と言い切ってし

まうよりも、土地改良区のあり方を見直す、再検討、そういう方向から着手する必要があ

るのではないかと思っておりますので、合併の促進というのはちょっとひっかかりますし、

根本的な改革については意見として申し上げておきます。

以上です。

○上原部会長代理 この問題につきましては、農村振興局からお答え願いたいと思いま

す。

○宮本農村振興局計画部長 今、安髙委員ご指摘のとおり、土地改良区はもともとはま

さに地域の農地を中心、あるいは水施設を中心とした固まりでございますので、単純にく

っつければいいというものではない部分は確かにございます。ただ、一方におきまして、

特に現在、事業をしているところはともかくとしまして、そうではなくて、維持管理を中

心になっているところでは、人も全くいない、事実上、市町村が事務局役をやっていると。

しかも、それがいろいろな、ばらばらある、あるいは広域土地改良区のもとにまた小さな

土地改良区がある。そういう面でいえば、そういう実態のもとで事実上、全く力を発揮で

きていない土地改良区というのが相当ございます。そういう面では、すべて何でもかんで

も合併すればいいというものでは確かにないかもしれませんが、今の全く零細な土地改良

区については何らかの形で結合して、むしろその中で経理区分的なもので区分するなりと

いう方向をやはり目指す必要があると考えております。

ただ、もう１つ、一方におきまして、今ご指摘もございましたけれども、土地改良区を

めぐる状況というのは相当変わってきております。あるいは今回の基本計画でも担い手育

成ということは、逆にいえば、農家の階層分化的なこともある意味では生じてくるだろう。
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もともと土地改良区は、ある意味では均一の農家がみんなで集まって事業をしましょう、

あるいは施設を管理しましょうという発想でできていたものが、そういう農業を取り巻く、

あるいは農家の状況が変わった状態における土地改良区のあり方。もう１つは、これまで

はトンカチ、新設というのが中心でしたけれども、いわゆる更新、あるいは実際の維持管

理、こういったものが中心の業務にだんだん移行してきております。これからますますそ

ういう状況になります。そういった状況に応じた土地改良区のあり方、あるいは土地改良

事業のあり方については、これから検討していくということで対応させていただきたいと

思っております。

○上原部会長代理 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょう。横川委員、

お願いします。

○横川専門委員 食料分野について何点か申し上げます。

まず、「安全・安心」という言葉につきましては、何度も申し上げていますが、「安

全」と「安心」は全く違うものなので、ここでしっかり区別をするべきだと思います。安

全基準のないものを言うと、安全と安心が一緒にされてしまい、かえって誤解を招きます。

いい例がＢＳＥで、私は、安全の基準と状況の説明をきちんとせずに、安心のための対策

や検査だけを進めたことが、消費者の誤解を生んだ原因だと思っています。今まで使って

きたから使うというだけなら、そろそろご検討いただきたいと思います。

それから、「消費者の信頼回復」がこの中に入っていない、これは大きな問題です。さ

きほど、マーケティングの話が出ましたが、大事なことは、農産物は、つくったら売れる

のではなくて、売れるからつくるのだという基本の概念のところが、この中に余り出てい

ないのではないかと思います。消費者の信頼回復はどんな方法で出来るのかということで

すが、リスクコミュニケーションも、表示も、トレーサビリティというやり方もあると思

います。いろいろな手段がある中で、消費者の信頼を得るために、具体的にどの辺までを

どうするのかをはっきりする必要があります。トレーサビリティを例にしますと、今、消

費者が本当に欲しがっているのは、産地・流通経路・加工地・種の種類などではなく、野

菜では殺菌剤の利用回数、殺虫剤の利用回数、土壌改良剤使用の有無、その人体有害性な

どについての情報ではないのでしょうか？そうすると、消費者の信頼回復のためにトレー

サビリティに取り組んだことはいいのですが、どこまで入っていくのか、肉の場合、野菜

の場合、魚の場合、加工食品の場合と、もう少し明確に出す必要性があるのではないかと

思います。
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自給率向上の件、今までは市場流通をベースとしてきた日本の歴史の中で、市場外流通

が急増してきた、その中に輸入品も含まれます。市場外流通によってもたらされた仕組み

の変更とか物流体制の変化、あるいはその中で起きるコストの問題もありますので、市場

流通と並んで市場外流通をどうしていくのか、明確にする必要があると思います。

また、フードガイドの件、これはその取り組む範囲が非常に大切で、消費者の信頼を得

る切り口になると思いますので、明確にしていく必要があるかなと思います。

最後に、マーケティングの話、さきほどブランドのことが出ていたのですが、地域ブラ

ンドとメーカーブランドと販売ブランドと品種ブランドと言い始めると、ブランドはたく

さんあるのです。一体どこまで整理をして、どこまで使うのかということをしないと、つ

くる側の論理と売る側の論理が出てくる。皆が自分の使いたいイメージで「ブランド」を

使ってしまってはバラバラになります。ブランドという言葉を、一体どのように位置づけ

し整理して進めていくのかということも含める必要があります。

それから、私が注意すべきだと思いますのは食べ方の変化のことです。先ほど、年齢層、

男女別のことが出ていましたけれども、これからの若い子供たちや年配も含めて、どんな

ものを食べていくかによって何を生産するのかという議論をしないといけません。今まで

のやり方論だけでは、例えば霜降り肉が足りないから輸入しようと、輸入品に頼るように

なってしまいますので、日本の消費者がどう変化していくのか、あるいは食育の中でどう

いう食生活をしてほしいかということを踏まえたうえで、生産体制としてはどうしていく

かという順に議論をしないと問題が解決しないのではないかと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○上原部会長代理 非常に重要な課題をいただきました。これからじっくりと考えてい

かなければならない問題等もありますが、まず消費・安全局から安心と安全の言葉の使い

方と、トレーサビリティについてお願いします。それから、今、フードガイドについても

どう考えるのか。この３つ、消費・安全局からお答え願いたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

○高橋消費・安全局審議官 今３点ほどございましたが、食の安全・安心、横川委員か

らは、言葉として安全、安心という並びといいますか、その辺がちょっと違うのではない

かと。安全というのは、私流に翻訳させていただければ、客観的な指標とかそういったも

のでアプローチできるだろうと。安心というのはものすごく主観的な概念だから、ちょっ

と違うのではないかというお話がございましたが、基本計画の中ではその辺を少し意識し
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て、食の安全とそれから消費者の信頼という格好で表現しております。白書の方はやはり

これまでの経緯もございますので、この辺でちょっとご容赦願いたいなと考えております。

それから、トレーサビリティについて、これは「講じようとする施策」とか動向とはち

ょっとまた話が違って、一般的な政策論かなと受けとめましたけれども、お話のように、

例えば「講じようとする施策」では、資料１の８ページの上の方に、ここは消費者の信頼

の確保というくくりになっていますけれども、トレーサビリティの確立ということで「講

じようとする施策」の１つで挙げています。これも私ども内部でも若干いろいろな議論を

やっているのですけれども、トレーサビリティシステムの確立をやった場合に、ここにあ

りますように生産、加工、流通段階でそれぞれの段階の情報が川下の方に行って、最後に

小売段階でその情報にアクセスできると。それと同時に、例えば衛生対策面からいけば、

何か末端で問題が起きたときに、すぐにさかのぼれるようにする。この２つの側面がある

わけでございますけれども、消費者の方々は一般的にどのように受けとめられているかと

いうのは、いろいろな意見、見方があると思いますが、今、横川委員ご指摘のように、確

かにかなり必要とされている情報と衛生的な問題の発生といろいろ考えてみると、ほとん

どは生産段階の情報なり、生産段階でどういうことがあったのかということに関する情報

と、その段階で実際にどういうことが行われたのかというような関心であります。実際の

衛生面での問題との関係では衛生的に加工流通問題で何が問題なのかというと、運び方が

悪かったのでカビが生えてしまいましたとか、保温が悪かったので腐ってしまいましたと

いう話ぐらいなのですけれども、そういった意味でちょっとその辺の整理は必要だろうと

考えております。

施策の中では、トレーサビリティと生産情報の履歴を、「動向編」の中でも書いていま

すが、その蓄積というのはかなり農業団体でもやっていらっしゃいますけれども、ただ、

その情報の開示については名前ぐらいしかどうも出さないというのが傾向でございまして、

その辺は全体の施策の整理を少し私どもやりたいと考えております。「講じようとする施

策」でずばり書いて、このようにやるのだというところまでは、まだ私どもの中でも整理

できていないのではないかと考えております。

それから、フードガイドにつきまして、実は今日の午前中もフードガイドの検討会をや

っていましたが、来年度のできれば早い時期にこのフードガイドを実際に策定して、現在、

食生活指針というのを設けていますが、現実に、特に栄養とかそういった専門の方が教え

込んでいって広げるというよりは、いろいろな場面でいろいろな方が簡単に利用できて、
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かつ本当に若い方でも、それこそ食の知識のない我々、大部分の男にとっても、こういう

ものを食べればいいのだな、このようにバランスをとって食べればいいのだなということ

がわかるような格好でつくっていきたいという方向で現在進めております。

○上原部会長代理 どうもありがとうございます。それでは、中村委員。

○中村委員 今、横川さんの意見を否定するものではありませんけれども、企画部会の

ときも横川さんから安心と安全の問題でいろいろ発言がございまして、私は個人的にもい

ろいろ考えてみたことがあるのですが、この基本計画の根っこになっている11年にできた

新しい農業基本法をつくるための調査会の報告書をよくよく読み直しみても、あれは暮ら

しと命を守る法律だということで、国民全体のものであるということから、古い基本法か

ら新しいものに変えて、国民の健康、それから安心を。

確かに安全は、科学的に立証されて安全であるということだろうと思いますけれども、

一方、安心はやはり字のとおり心の問題でありますから、同じバランスでそういう意味の

安心もなければいかんのではないかと。人間として考えればですね。

ですから、これは食料だけのものではなくて、例えば新幹線もそうですし、飛行機もそ

うでしょうが、最高技術で安全としていると思うのですけれども、不安もある、時々そう

いうことも起こる。したがって、これは両方、安全があって安心もあるということでない

と、人間社会はもたないのではないかという気がしていまして、これは横川さんのことを

否定するわけではありません。両方必要ではないかという気が個人的にしていると。

○上原部会長代理 それでは、新開委員、お願いします。

○新開委員 私も食の安全、安心の確保についてということでちょっと意見を述べさせ

ていただきます。資料２の部分でたくさん食のことが細やかに書かれております。その中

で、リスクコミュニケーションの手法の構築とか、トレーサビリティのシステムの確立と

いうところがたくさんありますけれども、このシステムと確立が、やはり消費者にとって

も生産者にとってもいいシステムの確立であるようにお願いしたいと思うのです。横川委

員がおっしゃったように、本当に望まれている検査なのかという部分もかなりあるのです。

消費者がそういうことを望んでいないのではないか。やはり検査の段階もいろいろありま

すけれども、そこら辺の整理をする必要が、むだなことがないように、検査のための検査

で、そこに職業ができるような検査にならないように。例えば牛肉についてもＢＳＥにお

いてかなりの検査が行われておりますけれども、本当にそれを整理すれば、消費者にとっ

てもっと安く買える部分に、検査、検査に金がかかり過ぎているのではないかというのが
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私たちの考えなのです。

だから、システムを確立することは大事なことなのです。食が安全でなかったら、本当

に人の口に入るものですから大事なものですけれども、検査するための検査にならないよ

うに、これが一番大事ではないかと思うのです。先ほどリスクコミュニケーションの説明

があって、消費者にわかりにくかったとおっしゃいましたように、そこがわかる人たちだ

けのシステムであったら何にもならない。やはり消費者にとっても、生産者にとってもし

っかりわかるようなシステムを確立しないと、食の安全、安心は何なのかということにな

ると思います。だから、そこら辺を消費・安全局は、よろしくお願いしたいと思います。

それからもう１つ、畜産においてですけれども、日和佐さんがおっしゃったように、家

畜排泄物の管理、これはとても大変になりました。実際にお金がかかり過ぎてやめた仲間

もおります。畜産関係の姿が消えていくのではないかという部分も含んでいるのではない

かと思います。

それから、担い手についてですけれども、女性の分野ですか、女性参画の推進というの

が資料２の38ページに出てきまして、かなり農村女性の部分がきちんと書かれるようにな

りました。でも、まだ、認定農業者に何で女性がなるのという地域がたくさんあるのにび

っくりしているのです。こういうことをもう少し末端に通じるようにしていただきたいと

思います。

それから、地産地消ということですけれども、小さいエリアで地産地消を考えている人

と、大きいエリアで考えている人と、また農家側の地産地消の思いと、消費者側の地産地

消の思いというのにかなり温度差があるのが直売店をしていてよくわかるのです。それで、

私自身は国産国消で外国産に負けないような直売所になろうということで考えております

けれども、消費者が考える地産地消と農家側が小さいＪＡの中とか小さい行政の中という

エリアの考えに温度差があるから、そこら辺も先ほどおっしゃったように考え直す時期で

はないかと思います。

○上原部会長代理 どうもありがとうございました。日和佐委員。

○日和佐委員 済みません。表示について最後に一言だけ申し上げたいと思います。適

正な表示、わかりやすい表示を目指して推進するということになっておりますけれども、

ぜひこれを具体的に進めてほしいのです。といいますのは、今、幾つかの法律によって表

示がなされています。その法律によって加工食品の定義が違っていたりするわけです。そ

れと、表示については偽装表示もありましたので、原産地表示等についてはどんどん細か
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くするようにということの消費者からの要求が強いわけですけれども、それをどんどん厳

しくすればするほど、私はかえって偽装表示を誘発してしまう結果になりはしないかとい

うことを懸念しています。ぜひわかりやすく、事業者の方も表示しやすい仕組み、ですか

ら統一食品表示法等に統一されるのが本来ではないかと思っておりますので、ぜひその方

向に向けて努力をしていただきたいと思います。

○上原部会長代理 どうぞ、高野委員、お願いします。

○髙野専門委員 ほかの方もおっしゃっていたのですけれども、別に横川委員の発言に

対してどうのこうのということではないのですが、基本計画のところで安心という言葉が

なくなったことに対して消費者団体のところでは、文言だけがなくなったということで、

きちんと安全を確保していただければ当然、信頼はということで考え方はわかるのだけれ

ども、やはり安心という言葉がなくなったことに、とても不安を覚えている消費者、消費

者団体が多いということはひとつお話ししておきたいと思います。

やはり国が主導のもとできちんとしなければいけないもの、客観的にきちんと整えてい

かなければいけないものに関して、安全ということで確保、保証していくのはいいと思い

ますが、安心ということがそれが前提になっているということで、進めていっていただき

たいということを強く望みたいと思います。

○上原部会長代理 どうもありがとうございました。

それぞれ皆様でご義論していただきましたけれども、ご質問、ご意見を受けて、この本

文を修正するところがあるとしたら、まず私に一任させていただけないでしょうか。それ

からもう１つは、その中にはやってみないとわからないこともありますので、こういうこ

とを含めて、まとめ方を私にご一任いただきたい。そういう方向でこの講ずべき施策をお

認め願いたいと思うのですが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、どうもありがとうございました。

事務局の方から今後の連絡等がありましたら、お願いしたいと思います。

○涌野情報課長 第11回本審議会の日程につきましては、既にご通知申し上げておりま

すけれども、４月12日午後２時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。

○上原部会長代理 それでは、今日は長い間ありがとうございました。これで閉会にい

たします。
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――了――


