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食料・農業・農村政策審議会第13回施策部会議事録

日時：平成16年11月15日（月） 14:00～16:00

場所：三田共用会議所第四特別会議室

○甲斐部会長 ただいまから、食料・農業・農村政策審議会第13回施策部会を開催いた

します。

本日は、「平成17年度において講じようとする主な食料・農業・農村施策」（案）等に

ついて審議していただきます。

本日は、古賀委員、中村委員、日和佐委員、虫明専門委員、横川専門委員がご都合によ

り欠席されております。

また、一般公募によって、８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となっております。

本日は、ご多忙のところを、常田享詳農林水産副大臣にご出席いただいておりますので、

ご挨拶をいただきたいと思います。

それでは、常田副大臣、よろしくお願いいたします。

○常田副大臣 皆様、こんにちは。このたび、農林水産副大臣を拝命いたしました参議

院議員の常田享詳でございます。

食料・農業・農村政策審議会第13回施策部会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上

げます。

委員の皆様方には、大変ご多用中にもかかわりませず、本日、ご参集いただきまして、

ありがとうございます。心から厚くお礼を申し上げます。

本年は、例年になく豪雨、台風等の自然災害が多発しており、10月23日には新潟県中越

地震が起こったところであります。まずは、皆様方とともに、被災者の方々に心からお見

舞いを申し上げたいと思います。

農林水産省といたしましても、現在、最大限の災害対策等を講じておりますけれども、

引き続き今後とも、関係府省、関係地方公共団体と連携を図りながら、被災者の方々への

食料の安定供給を確保することを始め、農林漁業者等への支援にも力を入れてまいりたい

と考えております。

さて、現在、基本計画の見直しにつきましては、ご案内のとおり、企画部会でご議論い
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ただいておりますが、この施策部会におきましては、国が「平成17年度において講じよう

とする食料・農業・農村施策」等について論議を深めていただくことになっております。

この「講じようとする施策」は、基本法の理念を具体化する施策を基本計画に沿って展開

していく上で、極めて重要な役割を担うものであります。

甲斐部会長様を始め、委員の皆様方には、幅広い視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す。

以上、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

それでは、議事に入ります。

まず初めに、本日の議題の審議に入ります前に、当施策部会の運営について、委員の皆

様にお諮りしたい案件がございます。

施策部会の運営につきましては、部会長の私が仰せつかっておりますけれども、本審議

会の他の部会、すなわち企画部会、統計部会では、ともに部会長代理が置かれておりまし

て、当部会のみが設置されていない状況であります。

また、現在、来年３月を目途に、基本計画の見直し作業が進められておることもありま

して、今後、施策部会や本審議会の日程が急に前後したりすることも考えられます。

このため、この際、当部会の運営に万全を期すために、食料・農業・農村政策審議会令

第７条第５項に基づきまして、私の方から部会長代理を指名させていただきたいと思いま

す。

なお、参考資料６として、その審議会令の写しをお配りしております。

部会長代理といたしましては、上原委員にお願いしたいと存じますが、皆様、よろしい

でしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、部会長代理は上原委員にお願いするということにいたしたいと思います。

上原委員、どうぞよろしくお願いいたします。

○上原委員 私でよければ、ぜひよろしくお願いします。

○甲斐部会長 それでは、よろしくお願いいたします。

早速審議に入りたいと思います。

まず初めに、「講じようとする主な施策」（案）についてご議論いただく際の参考とい

たしまして、農林水産省から、参考資料１の「食料・農業・農村をめぐる情勢と課題」に
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ついて説明していただきます。その後、「資料」の「主な施策」（案）の農林水産省関連

について説明していただきます。さらに、関係各府省から順次、「主な施策」（案）につ

いて説明していただいた後、委員の皆様からご意見を伺いたいと思っております。

なお、質疑等の時間を確保するために、説明はできるだけ簡潔にお願いいたします。

○涌野情報課長 ご説明に入ります前に、資料につきましては、「資料」と参考資料１

から参考資料６までございますので、「配付資料一覧」でご確認いただきたいと思います。

それでは、参考資料１について説明させていただきます。

この資料につきましては、前回９月の本部会でご議論いただきました「年次報告（動向

編）作成に当たっての考え方」をもとに、皆様のご意見を踏まえまして、現時点での「食

料・農業・農村をめぐる情勢と課題」をとりまとめたものでございます。

１枚おめくりいただきますと目次がございます。ローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲでございます

が、これは、従来どおり、「食料」、「農業」、「農村」に対応するところで、３章立て

で構成いたしております。

では、１ページから順次説明させていただきます。

まず、１ページは、第Ⅰ章でございまして、「食の安全・安心と安定供給システムの確

立」、その１「食の安全・安心をめぐる動向と課題」でございます。

「食」と「農」の距離が拡大してきております中で、近年、食品の偽装表示、ＢＳＥの

発生、あるいは高病原性鳥インフルエンザの発生等が続いております。この中で、食の安

全・安心をめぐる情勢は大きく変化しておりまして、国民の「食」への関心が高まってお

ります。

このような情勢の下、消費者は、「値段より安全性を重視する」などの行動や、問題を

起こした事業者の食品に対し買い控え行動をとるなど、食の安全・安心をより重視した購

買行動をとるようになってきております。

このような中で、行政といたしましては、食品安全基本法のもとで、関係府省が連携し

て総合的な施策を実施しているところでございます。

３ページでございます。具体的な取組の第１は、（トレーサビリティシステムの導入）

でございます。消費者や生産者・事業者間の「顔のみえる関係づくり」にも役に立ちます

システムの導入を進めておりますが、情報システムの構築にかかわる事業者相互の連携不

足や作業の負担等の問題が生じているところでございます。

第２は、（生産者・事業者等の役割と顔の見える関係づくりの取組）でございます。食
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品の安全性や偽装表示等の事件が頻発する中で、生産者や事業者の法令遵守と消費者重視

の取組が求められておりますが、一方では、消費者につきましても、食品選択の適切な判

断能力を身につけることなどが求められているところでございます。

第３は、食品の安全性にかかわる消費者等の懸念や意見の施策への反映を図る取組とし

て、いわゆる（リスクコミュニケーションの推進）を図っているところでございますが、

行政は、今後とも、リスク分析手法の普及啓発、わかりやすい情報提供、関係者の意見表

明の場の確保等を行う必要がございます。

５ページは、「食料消費構造と食料自給率の動向」でございます。「食料消費と食生活

の動向」につきましては、最近の食料消費は低調に推移しておりまして、15年度におきま

しても、世帯員１人当たり実質食料消費支出は、前年度に比べ 0.3％のマイナスとなって

おります。

（消費者の食料品に関する購買行動の変化）について食料品の購入頻度をみますと、毎

日購入する人の割合は減少傾向にあります。例えば野菜では、昭和59年度の36％から平成

15年度の14％へと22ポイント減少しております。

また、購買時の交通手段をみましても、自動車の割合は、１割から５割へと大幅に増加

しております。

７ページでございます。（我が国の食生活の現状）につきましては、毎年ご説明申し上

げておりまして、ご案内のとおりでございますけれども、右の上の図からもわかりますよ

うに、子供らの若い世代の食生活の乱れは、家庭の中でも進行しているのではないかとみ

られております。

また、食情報については、右の中ほどの図のように、各種媒体を通じて消費者に届けら

れる情報は十分あるかと思いますけれども、その一方で、食に関する基本的な知識が不足

するなどの問題点もみられております。

このような中で、関係者が連携して、国民運動として、あらゆる世代にわたって食育に

取り組むことが重要となっております。

９ページでございます。「食料産業の動向」でありますが、食料産業につきましては、

国内総生産額の１割を占めておりまして、国民経済上、重要な地位を占めております。

そのうち、農・漁業の割合につきましては、右の図にございますように、平成２年度の

20％から14年度の12％へと低下しておりますが、一方、関連製造業、関連流通業の割合が

増加しております。
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また、食料品製造業は、中ほどの表にもございますが、地域経済においても重要な地位

を占めているところでございます。

11ページでございます。前回の部会でもご意見がございましたけれども、食料産業の原

材料調達についてみたものでございます。国内の農業生産が加工や外食向けの需要に十分

対応できていないこと等から、食品の原材料調達の海外依存が強まっているとともに、最

終製品や加工・外食向けの生鮮品輸入が増加しております。

また、国内の食品企業が海外に進出し、現地や第三国から調達した原材料をもとに製造

・加工を行った後、本邦に輸入するという動きもみられます。

13ページは、最近の農産物輸入の特徴を整理したものでございます。第１は、（農産物

輸入品の加工度が上昇している）ことでございます。第２は、（農産物輸入の小口化が進

んでいる）ことでございます。これは、中ほどの表をみていただければと思います。第３

は、（農産物輸入は特定国への依存度が高い）ことでございます。特定国への依存につき

ましては、輸入先国における作付や作柄の変動、あるいはＢＳＥ等の家畜疾病の発生等の

影響を大きく受けやすく、食の安全・安心と安定供給の確保の点から脆弱性をもっている

ということでございます。

15ページでございます。「食料自給率の動向」につきましては、カロリーベースでござ

いますが、15年度の食料自給率は、10年度以降６年連続で40％となっております。

その原因につきましては、中ほどに整理しております。

（食料自給率の目標と課題）でありますが、目標といたしましては、平成22年度45％が

設定されておりますが、仮にこれまでの傾向が続けば、目標達成は困難な状況にございま

す。今後は、食生活の見直しと需要に即した国内生産の増大を基本的考え方に据えて、新

たな目標の設定と施策の効果的・効率的な展開を図る必要がございます。

17ページは、「世界の農産物需給と農産物貿易交渉の動向」でございます。最近の穀物

等の国際価格は、右にグラフがございますけれども、2003年に一時大きく高騰した後、欧

米での増産等から最近では下落基調にございます。

穀物の需給動向は、2004／05年度につきましては、生産量が消費量を４年ぶりに上回る

と予想されておりますので、期末在庫量はやや増加いたしますけれども、期末在庫率自体

は17.8％と依然低水準になると見込まれております。

19ページでございます。これも部会でご指摘いただきまして整理したものでございます

が、（東アジアの経済発展と食料消費の変化）についてみたものでございます。下の方に
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国の名前を挙げておりますが、東アジア諸国におきましては、右の上の表のように、人口

とＧＤＰが増加する中で、１人当たり総供給熱量や畜産物等の副食物の供給熱量も大きく

増加しておりまして、経済の発展に伴い、食料消費の増大・多様化が進行しております。

これに伴いまして、農産物輸入等も多角化・高度化が進むとともに、輸入依存傾向を強

めているところでございます。

今後、東アジア各国の人口増大と食料消費の多様化・高度化が進むとみられる中で、こ

れら各国の域内外における農産物貿易に対する影響力は徐々に強まることが考えられます。

21ページでございます。「農産物貿易交渉の動向」でございますが、まず、ＷＴＯ交渉

につきましては、2004年７月に、モダリティの基礎となる枠組みについて合意が成立し、

我が国にとって一定の成果が得られたところでございます。今後は、2005年12月に予定さ

れております第６回ＷＴＯ閣僚会議（香港）に向けまして、交渉が進められることになる

とみられております。

23ページは、経済連携についてでございます。我が国は、ＷＴＯを補完するものとして、

経済連携等を積極的に推進することとしておりまして、現在は、韓国、タイ、フィリピン、

マレーシアと政府間の交渉を鋭意進めているところでございます。

25ページからは第Ⅱ章でございます。かなり特徴的なまとめをしていると思っておりま

すが、「農業構造改革の加速化と国産農産物の強みを活かした農業生産の展開」でござい

ます。

１の「農業経済・農業構造の動向」につきましては、まず、「農業生産の動向」ですが、

農業生産指数は趨勢的に下落しております。右の図の通り、15年は、米の不作等により、

92.3と大幅に減少いたしました。

一方、農業総産出額につきましては、15年は、米の不作に伴います価格上昇等から、ほ

ぼ前年並みの８兆 9,000億円となっております。

中ほどの農業生産資材価格につきまして最近の動きをみますと、世界的な原油価格の高

騰によりまして、光熱動力が16年６月以降、前年同月比で３～４％上昇しております。

先ほど副大臣からもございました（16年の気象災害等による農業被害）でございますが、

過去最多の台風上陸、あるいは集中豪雨等に見舞われまして、11月10日現在の農業被害は

4,073億円でございます。また、10月には中越地震もございまして、さらに被害が発生し

ております。

27ページは、「農家経済の動向」についてみたものでございますが、15年の主業農家の
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１戸当たりの農家総所得は 765万 2,000円と、対前年比 1.1％増になっております。

ウの「農業労働力の動向」につきましては、新規就農者は増加傾向にありますが、近年、

その伸びは緩やかになっている一方、農業法人や大規模経営等で雇用される者は増加傾向

にあり、農業分野の雇用者数は、平成10年から15年の間に25％増加しております。右の一

番下段のグラフをみていただければおわかりいただけると思います。

29ページでございます。「農業構造の動向」につきましては、経営類型別の生産構造を

みますと、右にグラフがありますが、北海道酪農及び畑作部門では、飼養頭数、経営耕地

面積は着実に増加し、この動きにほぼ比例して販売金額も増加しております。

一方、原点の近くに「水田作（都府県）」というのがございますけれども、都府県の水

田作部門では、経営耕地面積の増加が昭和60年に比べて約２割の増加にとどまっており、

また、15年の販売金額は、米価下落の影響もあり、昭和60年の９割程度の水準にとどまっ

ております。

右の下段の棒グラフがございますけれども、これは、65歳未満の農業専従者のいる主業

農家への経営資源の集積状況をみたものでございます。北海道水田作・畑作、施設野菜、

肉用牛の部門では、その占有率が８割を超えている一方、都府県の水田作部門では２割に

満たない水準ということがみてとれます。

31ページでございます。「担い手の動向」でありますが、そのうちの（認定農業者）は、

16年８月現在で18万 7,000経営体となっておりますけれども、近年、その伸びは鈍化傾向

にあります。また、制度運営の改善の徹底が求められている状況にございます。

農業生産法人につきましては、有限会社形態を中心に増加傾向にあり、全国で 7,383経

営体となっておりまして、食品産業等との連携を図る動きもみられるところでございます。

集落営農につきましては、全国に約１万組織ありますが、このうちの約 1,200組織では

既に集落内の営農を一括管理・運営している状況にございます。

33ページでございます。「農地の動向」につきましては、耕地面積は、平成15年は 474

万ヘクタール、壊廃面積は２万 8,000ヘクタールで、７年以降、減少傾向にございます。

（担い手への農地の利用集積）につきましては、15年３月で 221万ヘクタールと、耕地

面積の約５割に及んでおりますが、近年、その増加率は鈍化傾向にあります。

また、（優良農地の確保）を図る上では、農業以外の土地利用との適切な調整を図るこ

とが重要となっております。

35ページは、農業構造改革の加速化に向けた取組についてでございますが、第１に、望
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ましい農業構造の実現につきましては、認定農業者を基本とする担い手に対する施策の集

中化・重点化の徹底、あるいは担い手への支援方策の改善を図る必要がございます。

第２に、農地制度の改革につきましては、担い手の明確化と農地の利用集積の加速化、

耕作放棄地の発生防止・解消のための施策の充実、農振制度・農地転用制度の見直し等に

ついて検討を行い、制度の改革を進めることが重要でございます。

農地制度に関連する構造改革特区につきましては、一番下の表にございますが、16年６

月までに92の特区計画が認定されております。

37ページでございます。第３に、地域農業の再編・活性化の取組についてでございます

が、主業農家がいない集落が全体の５割近くに達し、離農世帯の４割が農地をそのまま放

棄しているなど、農業生産の維持が困難になっている地域もみられる中で、今後は、効率

的かつ安定的な農業経営を核として、地域農業の再編・活性化に取り組んでいくことが重

要でございます。

39ページでございます。以上を踏まえまして、今後の「国産農産物の強みを活かした農

業生産の展開」という観点から、幾つかの取組を提案しております。

第１は、（食の安全・安心の確保の取組）でございます。消費者は、農産物の生産過程

での安全性の確保に不安を感じております。このため、生産方法等栽培履歴の記録・保管

の取組を行うことによって、この不安を解消し、差別化を図ろうとする産地が増加してお

ります。

そのためには、追加的な経費や労力の負担等が発生いたしますが、国産農産物のブラン

ド化や差別化につながる可能性があり、積極的な取組が求められております。

41ページでございます。第２の取組は、（食品産業の需要にこたえる生産の取組）でご

ざいます。外食産業や中食産業は、消費者の安全・安心志向や鮮度志向にこたえる観点か

ら、国産農産物を評価しておりますが、必ずしも国内生産は十分にこたえていないのが現

状でございます。その一方、一部ではそのような体制づくりもみられるところでございま

す。

第３は、（地域ブランド化に向けた取組）でございます。輸入品等の競合品と差別化さ

れ、消費者や実需者に購入されていくためには、個々の国産農産物がブランドとしての商

品価値を有することが重要でありまして、各地域では、地域独自の品種の改良・登録、独

自の認証基準の設定等を通じた地域ブランドの確立に向けた取組が行われているところで

ございます。



- 9 -

43ページ、第４の取組でありますが、（技術の革新・開発を核とした生産の取組）でご

ざいます。農業技術の革新・開発とその普及は、厳しさを増す農業経営環境のもとで、そ

の重要性が高まっております。

このような情勢の中で、公的な試験研究機関等が現場で農業改良普及組織と連携して、

技術の開発・普及に取り組む動きや、農業者みずからの創意工夫によって、技術の開発・

導入等に実践的に取り組む動きがみられております。右側の下に事例を示してございます。

45ページでございますが、第５は、（農産物輸出の取組）でございます。我が国の農産

物輸出額は低水準にとどまっておりますけれども、最近では、アジア等を中心に、海外で

の我が国農産物に対するニーズが高まっておりまして、これに対応して、全国各地で輸出

の取組がみられるところでございます。

ただ、農産物輸出につきましては、その品質や価格水準、あるいは国内市況や為替動向

等に加えまして、輸出先国での競争環境によっても変化することがございます。例といた

しまして、右下段に、台湾のリンゴの輸入の状況についての表をお示ししております。

今後、農産物輸出を促進するためには、これも前回部会でご指摘がありましたが、事前

の徹底したマーケティング調査、現地の販売・流通体制の確立等を推進することが重要と

なっております。

47ページは、「環境保全を重視した農業生産の推進」でございます。環境に対する国民

の意識は高まっておりまして、農業についても、環境と調和した持続的な農業生産の取組

が求められております。

実際に環境保全型農業に取り組んでいる割合は、主業農家37％、準主業22％、副業15％

になっておりまして、必ずしも十分とはなっておりません。

今後は、地域としての面的なまとまりの創出、農業者が環境との調和に関して最低限取

り組むべき規範の策定とその実践等に一層取り組むことが重要となっております。

49ページ以降につきましては、「主要農産物の需給動向等」につきまして、その現状と

今後の課題を整理しておりますけれども、割愛させていただきます。

55ページからは、第Ⅲ章「農村地域の再生と美しく活力ある農村の創造」でございます。

「農村の現状」ですが、まず、全国の（人口の動向）をみますと、近年、地方圏から東

京圏への人口移動が続く中で、平成11年から16年の間に、29府県で人口が減少しておりま

す。今後とも、総人口に占める東京圏の割合は上昇し、一極集中が続くものとみられてお

ります。
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その一方で、真ん中にグラフがございますが、地方圏に居住する高校生の県外就職率は

中長期的にみると低下しておりまして、地方の次の世代を担う若者の地元定着志向の高ま

りがうかがえるところでございます。

また、経済につきましては、最近、回復傾向にありますけれども、公的需要への依存度

の比較的大きい地方圏では景気回復の実感が乏しいなど、地域間のばらつきがみられると

ころでございます。下段のグラフでございます。

57ページでございます。「農村社会の現状」でございますが、全国の農業集落数は、平

成12年で約13万 5,000集落ありましたが、平成２年から12年の間に約 5,000の農業集落が

減少しております。

農業集落での社会生活の利便性につきましては、全体として向上してきておりますが、

地域の立地条件により格差がみられるところでございます。

また、町村部の生活環境施設の整備は着実に進んでおりますけれども、都市部に比べて

依然として低く、特に汚水処理施設で格差が大きくなっております。

59ページでございます。「農村の有する資源の現状」につきまして、「農業の有する多

面的機能」についてみたものでございますが、農業が食料生産・供給を行う以外の役割を

果たしているということにつきましては、64.6％の方が認識されておりますけれども、そ

の内容や地域ごとに認識の差がみられるところであります。

多面的機能の便益につきましては、国民が全体で享受するものであり、今後は、地域で

のさまざまな取組を通じた国民的な理解の促進等を図ることが重要となっております。

61ページでございます。「農村資源の現状」でございますが、農業資源の保全管理につ

いてみますと、農村における過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能低下により

まして、農家のみによる割合が増加しております。右の２つ目の棒グラフでございます。

今後は、地域全体でこれらの資源の保全管理に取り組んでいくことが重要であり、創意

工夫を図りながら、農業者、地域住民、地方公共団体等が連携する先進的な取組が一部で

みられるところでございます。

63ページでございます。「活力ある農村の創造」では、「農村地域の再生の必要性」を

強調しているところでございます。農村地域は、食料の安定供給や農業の多面的機能が発

揮される場として、不可欠な役割を担っており、また、農村地域に対する国民の期待や関

心の高まりもみられますが、農村地域では、現状のまま推移いたしますれば、これらの役

割の発揮や国民の期待への対応を図る上で支障を来すことが懸念されております。今後、
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これらの役割を果たし、国民の期待にこたえるためには、農村地域の再生を図ることが必

要となっております。

（２）のところでは、そのために必要な取組といたしまして幾つか挙げております。

第１は、（農業に関連する産業の多様化）でございます。グリーン・ツーリズムへの関

心が高まっておりますが、今後は、なお一層、地域の立地特性等を生かした取組の差別化

やノウハウの蓄積が重要となっております。

また、農産物直売所数は全国で１万 2,000ヵ所に及ぶとみられており、一部では、ＩＴ

を活用した物流システムの導入など、取組の多様化が進んでおりますが、今後は、さらに

各施設の独自性の発揮等の課題も抱えているところでございます。

65ページでございます。第２は、（地域資源の連携による経済の活性化）でございます。

地域経済の低迷が続く中で、地域内の人材やさまざまな資源を結びつけて地域内発型の経

済活性化を図る産業クラスターの取組が各地で注目されております。

農村地域におきましても、従来の業種の枠組みを超えて、異業種や産学官の連携、広域

的な連携など、さまざまな形で独自の地域活性化の取組がみられるようになっているとこ

ろでございます。右の中ほどに産業クラスターの事例がございますが、ごらんいただきた

いと思います。

今後、農業にかかわる生産、加工、流通、販売等の各部門の相互の連携や一体的な取組

の強化が重要となっているところでございます。

最後に、（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。農村地

域の経済社会活動は、農業者、地域の女性や高齢者、商工業者、ＮＰＯ等、多様な主体に

よって担われているものでありますが、今後は、このような多様な主体の連携が図られる

ための基盤の整備、人材の育成、関係機関等の連携とともに、地方公共団体独自の取組に

よる支援等を推進することが重要と考えております。

以上が「食料・農業・農村をめぐる情勢と課題」でございます。

続きまして、「資料」の（施策のポイント）をごらんいただきたいと思います。このう

ちの農林水産省関連につきましてご説明させていただきます。

農水省関連の17年度予算の概算要求の方針や概要につきましては、前回の部会で予算課

長からご報告させていただいたところでございます。現在、基本計画の見直し作業が進め

られていることを踏まえまして、今回、これらの概算要求も含め、主要な施策について、

「16年度において講じようとする施策」の構成に沿いまして整理させていただきました。
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１ページをごらんください。第Ⅰ章は、「食料自給率の目標の達成に向けた消費及び生

産に関する施策」でございます。

消費面につきましては、国民一人一人がみずからの食について改めて意識を高め、適切

に判断できるよう、食育を国民運動として展開し、「いただきます！にっぽんの食」キャ

ンペーンや食育推進ボランティアによる活動への支援等を行っていくこととしております。

生産面につきましては、「守り」から「攻め」の取組といたしまして、競争力強化に取

り組む産地への支援の集中化、加工・業務用分野における国産青果物等のシェア拡大に向

けた施策を講ずることとしております。

２ページ目からは第Ⅱ章「食料の安定供給の確保に関する施策」でございます。

まず、産地段階から消費段階にわたるリスク管理等を確実に実施するため、リスク管理

等に関する研究開発や危機管理体制を強化していくこととしております。

また、いつでも、どこでも、だれでも簡単にコンピューターを使える「ユビキタスコン

ピューティング」技術を使用した食の安全・安心システムの開発・導入を行っていくこと

としております。

３ページ目でございますが、農林水産物や食品の輸出促進に向けて、販路の創出や拡大、

産地づくりへの支援、検疫条件の整備、知的財産権対策等の施策を総合的に展開していく

こととしております。

４ページからは第Ⅲ章「農業の持続的な発展に関する施策」でございます。

「望ましい農業構造の確立」として、「担い手育成総合支援協議会」と「地域コーディ

ネーター」を核とした総合的な支援、農業サービス事業体の機能強化、集落営農の組織化

――これは６ページでございますが、等の担い手対策を行っていくこととしております。

４ページから５ページ目にかけましては、担い手への農地の利用集積を積極的に推進す

るとともに、耕作放棄地の発生防止・解消のため、遊休農地の再活用に向けた多様な活動

を支援していくこととしております。

５ページ目でございますが、資源保全施策として、農地・農業用水等の資源を適切に保

全管理する施策体系を構築するため、資源保全の実態把握や保全方法の検討等を実施する

こととしております。

次、１ページ飛ばさせていただきまして、７ページでございます。現在、基本計画の中

間論点整理に盛り込まれております品目横断的政策を円滑に導入するため、必要なデータ

の調査や交付システムの検討・設計を行うこととしております。
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また、農業生産環境施策につきましては、環境負荷の大幅な低減に向けたモデル的な取

組への支援を検討するため、評価手法等の確立に必要な調査を実施することとしておりま

す。

８ページから９ページは、第Ⅳ章「農村の振興に関する施策」でございます。

農山漁村におきまして、地域みずから考え行動するといった取組を促進するために、都

市と農山漁村の共生・対流や魅力ある農山漁村づくりを推進するとともに、農林水産業を

核とした、地域経済の活性化と地域雇用の創造に向けた自立的な取組を支援することとし

ております。

また、耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が特に懸念されております中山間地

域につきましては、引き続き、中山間地域等直接支払制度を実施することといたしており

ます。

10ページから11ページにつきましては、ＷＴＯ交渉や「政策ニーズに対応した統計の作

成と利用の推進」、「農林水産分野の情報化と電子政府の推進」等、食料・農業・農村全

般にかかわる施策を講ずることとしております。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

次に、食品安全委員会事務局の担当の方からご説明をお願いします。

○植村総務課長補佐（食品安全委員会事務局） 資料の13ページでございます。内閣府

食品安全委員会でございます。

内閣府食品安全委員会では、平成17年度、リスク評価の実施、リスクコミュニケーショ

ンの推進、情報関係のデータベースの整備、この３点を主にいたしまして食の安全の確保

に努めていきたいと思っております。

まず１点目、リスク評価の実施でございます。リスク評価につきましては、昨年４月、

食品安全委員会ができてから既に 300品目以上のリスク評価の要請を、農林水産省、厚生

労働省から受けているわけでございます。このようなリスク管理官庁からの要請により、

評価を着実にやっていくのはもちろんでございますけれども、食品安全委員会の下に設け

ている企画専門調査会におきまして、最低限半年に１回は、食品安全委員会がみずから行

うリスク評価の対象を検討して、みずからのイニシアチブをもちながら評価を行っていき

たいと考えてございます。

２点目が、リスクコミュニケーションの推進でございます。リスクコミュニケーション

の推進につきましては、ホームページ等による情報の提供なり食の安全ダイヤル――専用
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の電話回線等を設置するなどして行っているところでございます。

このリスクコミュニケーションの推進につきましても、リスクコミュニケーションの専

門調査会がございまして、そこでの我が国におけるリスクコミュニケーションのあり方等

に関する検討を踏まえまして、どのようなリスクコミュニケーションのあり方が望ましい

のかということを考えながら、平成17年度も推進していきたいと考えてございます。

３点目、最後が情報に関するデータベースの構築でございます。情報に関するデータベ

ースと申しますのは、緊急時にはもちろんなのですけれども、リスク評価を行うに当たっ

ても非常に有用なものでございます。

このデータベースにつきましては、３年度計画ということで、本年度、平成16年度から

データベースの構築に向けた取組を進めているところでございます。

本年度は、データベースのシステムそのものの構築、さらに、危害情報のデータベース

等を構築していこうという計画でございます。

翌年度、平成17年度におきましては、例えば、厚生労働省のもっている食中毒情報など、

それぞれ関係省庁がもっておりますデータベースとの相互乗り入れを通じて、さらに幅の

広いデータベースの構築を行っていきたいと考えてございます。

最終年度の３年目につきましては、食品健康影響評価を行う人材についてのデータベー

スを構築していきたいという計画でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

次に、文部科学省の担当の方からご説明をお願いします。

○鈴木政策課長補佐（文部科学省） 文部科学省でございます。どうもお世話になりま

す。

文部科学省の関連でございますが、15ページからでございます。食料の安定供給の関係

でございますが、ここにありますように、17年の４月から学校における栄養教諭制度を創

設させていただきまして、同時に免許法も改正を行ったということでございます。先ほど

出ましたけれども、子供たちの食生活の乱れが深刻化しているということで、家庭だけで

はなく、学校を中心とした形での食の指導が重要であると考えている次第でございます。

本日、参考資料５ということでパンフレットをお配りしておりまして、時間のあるときに

またみていただければと思います。学校栄養教諭を中心としまして、食に関する指導体制

ということで、学校を中心として、地域の団体と一体的な運営をしていきたいと考えてい

るわけでございます。
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次に、農業の持続的な発展ということで、専門の高校、農業・工業高校がございますけ

れども、こちらの関係でいきますと、農業高校のノウハウを小・中学校の子供たちに伝達

するという事業でございます。「みんなの専門高校プロジェクト」という形で、例えば小

・中学レベルでいきますと田植えや稲刈りの関係、ちょっと高度な話でいきますと乳牛の

関係で、どうやったら質の高いものができるのかといったことを小・中学生に対して教え

ることもしております。

また、バイオの関係でございますが、ここにありますように、「目指せスペシャリスト

（「スーパー専門高校」）」ということで、専門高校の関係に力を入れさせていただいて

おります。せんだっての５大臣の関係もございまして、「若者自立・挑戦プラン」という

ことで、この辺で定義させていただいているという状況でございます。

また、農業高校等の専門高校卒業生につきましては、進学の機会ということで、選抜方

法を工夫するといったことも各大学にお願いしているところでございます。

次に、16ページでございますが、農村の振興ということで、都市と農山漁村の共生・対

流ということでございます。これは主に農水省さんと他省庁連携という形で、文部科学省

といたしましては、小・中・高校の送り出し側という形で交流を進めさせていただいてお

ります。

上から「豊かな体験活動推進事業」ということで、各学校、全国にお願いしております

けれども、体験活動の実現を目指していただきたいということで、学校で約７日間、１週

間程度の体験学習活動を実現することをねらいとさせていただいているところでございま

す。

２段目の青少年の関係でございますが、地域における「山村留学」ということで、部分

的に夏休みに行くのが多うございますが、約２週間程度のものを中心に、集団活動をして

いただくということでの助成活動に取り組んでいるところでございます。

３点目は、子供たちの体験ということで、各省庁連携の推進事業を行っております。例

えば、農水産関係でいきますと、農業用水路等での環境型の学習ということで、こちら側

は送り出し側、農水省さんの方では、水路等の整備等に伴って、例えば水をきれいにする

ことによって蛍がみられるといったことで、体験活動をさせているというものでございま

す。

最後は、まとめてということになりますが、伝統文化ということで、一番上の方は、祭

礼、民族、伝統工芸等の関係でございます。
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次に、土・日を利用しまして、茶道、華道、伝統音楽などに触れるという「伝統文化こ

ども教室事業」。

最後に、文化財保護法を改正いたしまして、棚田や里山などを文化的遺産にするという

ことで、この辺の事業を新たに盛り込んでいるということでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 どうもありがとうございました。

次に、厚生労働省の担当の方からご説明をお願いします。

○高原企画情報課長（厚生労働省） 厚生労働省でございます。お手元の資料の17ペー

ジをごらんいただきたいと思います。

まず、上の「望ましい食料消費の姿の実現」というところでございますけれども、私ど

も、毎年10月を「食生活改善普及月間」と定めまして、食生活改善のための普及啓発事業

を実施しておりますが、来年度も、自治体などのご協力を得て実施していきたいと思って

おります。

下の「食の安全・安心の確保」のところでございますけれども、まず、最初の食品衛生

法に基づく基準の策定等の推進ということでございます。昨年、食品衛生法が改正されて

おりまして、既存の添加物の安全性を確保するための新たな規定、あるいは農薬などに関

します、いわゆるポジティブリスト制の導入が法律改正で盛り込まれておりますので、こ

れを受けまして、順次、安全の確認の作業、いろいろな基準策定、分析作業などを計画的

に実施していきたいと考えております。

２番目の柱の消費者等への情報提供の充実ということでございますけれども、これにつ

きましては、食品安全委員会、農林水産省と連携を図りながら、いわゆるリスクコミュニ

ケーションを実効性が上がる形で積極的に展開していきたいと考えております。

３番目でございますが、輸入食品等の安全対策の強化ということでございます。輸入食

品は、品目も非常にふえてきておるわけでございますけれども、検疫所の体制整備のため

に、人員増や、業務に用いますシステムの機能強化などを要求しておるところでございま

す。

健康食品につきましては、昨年の食品衛生法等の改正を受けまして、誇大広告などの規

制や監視などを実施していく予定にしております。

食肉の安全確保対策につきましては、現在、食品安全委員会に、牛のＢＳＥ対策につい

ては、国内対策の見直しについてご審議いただいているところでございますが、そういう
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ご審議を踏まえたＢＳＥ対策、あるいは食鳥肉に対する対策を引き続き実施していきたい

と思っております。

バイオテクノロジー応用食品の安全性に関する国際会議の開催ということでございます

けれども、これは、ＦＡＯとＷＨＯの合同の食品規格委員会、コーデックス委員会がござ

いまして、今年の６月の総会において、17年度からまた特別部会を設置して、日本が議長

国に就任することが決まっております。第１ラウンド、日本が議長国で既に取り組んだ実

績があるわけでございますけれども、17年度から第２ラウンドということで、遺伝子組み

換え食品について、国際会議を開催していきたいということでございます。

研究については、引き続き実施していくということでございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

次に、国土交通省の担当の方からお願いいたします。

○高津地方整備課長（国土交通省） 国土交通省でございます。資料の19ページをごら

んいただきたいと思います。

まず、Ⅲの「農業の持続的な発展に関する施策」でございますが、１点目、バイオマス

利活用の調査につきましては、先ほどの農水省資料にも記述がございましたが、国土交通

省北海道局において関連の調査を進めます。

次の大きな柱のⅣの「農村の振興に関する施策」の「農業の振興その他農村の総合的な

振興に資する施策」でございますが、産業の振興を図る道路ネットワークの整備、下水道

普及の推進などについて、引き続き実施していく所存でございます。

２点目の「農業生産の基盤の整備と生活環境の整備その他の福祉の向上との総合的な推

進」といたしまして、まず、交通関係といたしまして、市町村合併を支援する道路整備や

地形的な制約解消のためのトンネル・橋梁の整備、農産物輸送を支える港湾ターミナルの

整備、地方バスの確保対策などの施策を推進します。

次のページでございます。情報関係でございますが、河川・道路・下水道の施設管理用

の光ファイバネットワークの整備を推進するとともに、管理用光ファイバや光ファイバ収

容空間の開放を順次進めたいと考えてございます。また、災害発生時の的確対応のために、

ＩＴ技術の活用を推進します。

次に、汚水・衛生関係でございますが、下水道につきましては、関係する他省庁所管事

業との連携を進め、推進を図ってまいります。

住宅関係でございますが、住宅マスタープランの策定を通じて、個性ある豊かな居住空
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間の創造や地方における定住促進に向けて、関連の施策を推進します。

次に、防災関連といたしましては、床上浸水対策、自力避難が困難な高齢者等の災害時

要援護者対策、土砂災害対策としての緊急プロジェクトの実施、地域生活用水確保対策関

連、さらに道路防災対策、積雪寒冷地における道路雪害防止等を実施いたします。

21ページでございます。「中山間地域等の振興に関する施策」でございますけれども、

産業振興のための道路整備や過疎地域の生活環境改善に向けての道路整備、また、離島に

おける港湾整備などを進めます。

最後に、「都市と農村の交流等に関する施策」といたしましては、住民等の交流を推進

するための先導的な交流活動や地域づくり活動の支援及び推進を行うほか、交流を支える

幹線道路の整備、ＩＴＳ――情報化による道路交通システムでございますが、そういった

システムの推進、「道の駅」など、道路関係の整備促進を図るほか、居住環境の整備、河

川や砂防事業における環境配慮、水辺の交流拠点の整備、さらには、22ページに行きます

が、観光施策の推進のためのモデル事業、観光を生かした地域づくり推進のための「一地

域一観光づくり支援事業」などの推進も施策を進めていく考えでございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

最後になりましたけれども、環境省の担当の方からご説明をお願いいたします。

○早川農薬環境管理室長（環境省） 環境省でございます。資料の23ページでございま

す。

Ⅲの「農業の持続的な発展に関する施策」の「自然循環機能の維持増進」の中で、水産

動植物に対する毒性に係る登録保留基準の改定ということで資料に述べさせていただいて

います。

ご案内のとおり、農薬は、農薬取締法に基づいて、農林水産大臣の登録がなければ製造

・販売・輸入はできないとなっておりますけれども、この登録に当たって、人の健康保護

や生活環境の保全の観点から、登録するか否かの基準が定められております。これを「登

録保留基準」といっておりますけれども、作物への残留性、土壌への残留性、水質汚濁、

水産動植物の被害防止、この４分野に関する基準は環境大臣が定めることになっておると

ころでございます。

今の４つのうちの３つ、すなわち作物残留、土壌残留、水質汚濁の３つの基準は、人の

健康の保護の観点から定められておりますけれども、水産動植物に係る基準は、生活環境

の保全の観点から定められております。この水産動植物に係る基準を、資料にございます
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ように、野生生物や生態系への悪影響を未然に防止する観点から平成15年３月に改正し、

規制を強化いたしました。

具体的には、それまでは、コイに対する毒性値が一定の数値よりも小さい、すなわち一

定以上の毒性がある農薬は登録できないという一律の基準でしたけれども、コイだけでは

なくて、メダカやミジンコや藻類という生態系の各段階を代表する生物まで対象を拡大し、

これらに対するリスクを一つずつの農薬について評価し、その上で登録するか否かの基準

値を定めるという方式に改めたものでございます。この新たな基準が平成17年４月から施

行されることになっておりまして、平成17年４月以降、新規登録申請及び再登録申請の農

薬につきまして、順次、一つずつ基準値を定めていくことを予定しております。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

なお、常田副大臣におかれましては、公務のため、ここで退席されます。

○常田副大臣 どうぞよろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 それでは、農林水産省と関係府省の「講じようとする主な施策」（案）

について、ご質問、ご意見をお願いいたします。

また、「食料・農業・農村をめぐる情勢と課題」に関連したご質問、ご意見も、その際

にあわせてお願いしたいと思います。

審議の進め方につきましては、前回の施策部会と同様に、「食料」、「農業」、「農

村」の３つの分野ごとに分けて、それぞれご意見をいただき、議論してまいりたいと思っ

ております。

それでは、「食料」に関する分野について、ご質問、ご意見をどなたからでもいただき

たいと思います。

○斎藤専門委員 活発な意見がないと議論が続きませんので、少しさせていただきます。

食育や地産地消、スローフード等の展開についての説明が白書でよく登場するのですが、

この辺で、１つは、消費者の社会的責任に近いようなところまで踏み込んだライフスタイ

ルの新しい提案といいますか、これは、政策というよりは、記述に盛り込めるかどうかと

いう問題でございます。我が国の場合、例えば、かなりの消費者は、自動販売機等のベン

ダーマシンへの依存が非常に高い。食情報もかなり理解されていない。子供に対してだけ

ではなく、一般消費者に対しても、賢明なる消費者であることを前提にして、どういう情

報をどういう形で出していくかということが誘導として必要ではないかと思っておるわけ

でございますが、この辺、少しご検討いただきたいということが１つでございます。
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これは後のブランド化等にかかわることなのでございますが、これからワインや清酒な

どをやっていく場合、旧大蔵省、今の財務省等々の関係で、規制と縦割り行政のハンデが

非常に出やすいわけでございます。農水省は、これにかかわりたくないということがござ

いまして、資料さえもつくらないというのがよくあるわけでございますが、もうそろそろ

こういう規制を取っ払って連携の形を考えませんと、国産のブランド化それ自体が非常に

デッドロックになるという感じさえ見受けられます。この辺はどうお考えか。これは、施

策も含めて、もう少し踏み込んだ……。いろいろな省庁との関係で、環境省まで連動して、

今日、ご報告いただいているわけでございますが、もっとほかの省庁も入れていいのでは

ないかと私は思っております。これは税金との関係がございますけれども、統合的な施策

をもつべきだと思っております。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

今の斎藤委員のご発言に関連して何かございませんでしょうか。いや、関連しなくても

結構なのですが。

○畑中専門委員 余り関連しないかもしれませんけれども、１つは、消費者の知識がふ

えたというのがアンケートやなんかにもありまして、レベルがかなり上がってきていると

いうことはあるのかもしれません。ここに書いてありますように、「食品選択の適切な判

断能力」は非常に大事だと思うのですけれども、関心は確かに高いのですが、最近の状況

をみていると、知識がふえたとは思えない感じがするのでございます。皆、それぞれ学歴

が高くなっていますので、勉強なり何なりされているわけです。関心は非常に高いのです

が、ＢＳＥの全頭検査、トレーサビリティ、有機栽培、遺伝子組み換えといったものは、

何か記号みたいに扱われて、余り意味が理解されないままに使われているような感じがす

るのですね。我々の古い世代はアナログの時計が好きなのですけれども、デジタル時計み

たいに何かがぽっと出てくる。その経過やその後に出てくるいろいろな知識といった中で、

例えば全頭検査が位置づけられるのだと思うのですが、そういうことではなくて、全頭検

査は何が何でもやらなければだめと。危険部位を取り除くということと、どうやって比べ

るかみたいな話は余り議論にならない。そういう意味で、消費者団体の方やいろいろな方

も、消費者の方にもう一段深く考えていただくような運動をしていただきたいなと思いま

す。リスクコミュニケーションとかいろいろなものをおやりになっていて、国がこういう

ことに非常に力を入れておられるのは大変結構なことだと思いますけれども、そういう感

じが１ついたします。
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もう一つ、一般的なことで、各省連携が大変進んでいるので、私も非常にいいことだろ

うと思っております。それは評価したいと思うのですが、いろいろ予算がついております

ので、ぜひ有機的に関連させて、実のあるものにしていただきたいなと。食育の問題、栄

養教諭をそれぞれの学校に配置するとか、農業体験の問題、農村振興など、かなりいろい

ろな予算が各省にまたがって入っておりますので、そういうものをうまく使っていただく

ことによって効果が大変上がるのではないかなと思いますので、ご要望を申し上げておき

ます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

高野委員、何かございませんか。

○高野専門委員 前回もリスクコミュニケーションのところで少し申し上げたかと思う

のですけれども、具体的に、今年、どのようなことをやったかということをもう少し書い

ていただきたいことと、３ページの（トレーサビリティシステムの導入）の文章をみます

と、確かにトレーサビリティシステムそのものは、「顔のみえる関係づくり」に役立つと

期待されるとは思うのですが、ややもすると、導入すれば安心だみたいな形に読み取れな

くもないので、システムはあくまで手法であるといったところの書き分けははっきりして

いただきたいと思います。

次の顔のみえる関係づくりについて、省庁としては何ができるかというところで、もう

少し掘り下げて書いていただければと思います。今、畑中委員がおっしゃった消費者への

消費者団体等の取組ということでは耳が痛いところではありますけれども、はんらんする

情報の中で、消費者としてどれだけ……。多分情報を判断していくと思うのですが、どれ

だけのものを自分として取り込めるかということも動向の中であるのではないかと思って

います。

食生活関連のところでいきますと、若い世代の食生活の乱れということで、たまたま出

ているのが中学校の女生徒の例になっていますけれども、この例が適切なのかどうか。食

生活の乱れというところでいいますと、ちょっとどうなのかなということと、食生活だけ

ではなく、生活全般の時間の流れ――後でも出てきますが、コンビニ、スーパー等、遅く

まで営業されている。深夜営業もされているとか、家庭の生活が、夫婦がいて、子供が２

人、４人世帯といったところから崩れていますので、そういった全体的なところも少しみ

られた方がいいのではないかと思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。
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ほかにございませんか。

○生源寺委員 自給率のことについて、少しお考えいただければありがたいということ

で発言したいと思うのですけれども、企画部会の関連で、自給率目標の設定の問題はこれ

から議論されていくことになるわけですので、それとは別にというか、少し分析的に考え

ていただいたらどうかということがあります。資料でいいますと、15、16ページのところ

ですけれども、１つは、供給熱量総合食料自給率と金額ベースの総合食料自給率が長期的

にはだんだん乖離してきているわけですね。もちろん両方とも下がってはいますけれども、

下がり方は、金額ベースの方はやや緩やかですので、間が開いてきているわけです。これ

は、もちろん定義の違いということがあるわけですけれども、低カロリーの野菜等がカロ

リーベースの方に余り反映されないとか、牛肉のように内外で価格の差が随分あるものに

ついても、カロリーベースですとなかなか反映されないとか、畜産物のえさの扱いの問題

とかありまして、こういうことになるわけです。ただ、見方を少し変えますと、これは、

長期的に、日本の農業の生産がある意味では適応してきたというか、優位性をもっている

カロリー当たりの単価の高いものとか、品質のよい差別化された畜産物とか、そういう適

応を遂げてきた結果であるという面もあると思いますので、この差なり乖離なり、金額ベ

ースの自給率のもつ意味について、もう少し掘り下げていただいてはどうかということが

１つです。

もう一つは、供給熱量自給率は、安全保障といいますか、フード・セキュリティー・オ

リエンテッドな自給率と申し上げていいと思うのですけれども、この場合にも、絶対的な

自給力について、もう少し神経をとがらす必要があるような気がしております。これは、

土地の面積、担い手、いろいろなとらえ方があるかと思うのですけれども、特に食の安全

保障という場合、我々、自給力の推移がどうなっているかということはきちんと認識して

おく必要があるだろうと思います。

１つは、昔は、需要と生産の長期見通しですか、これを設ける際には、熱量を最大化と

いったかどうか、ちょっと記憶ははっきりしませんけれども、大きな形で作付を計画して、

仮につくってみたら、１人１日何キロカロリーの供給のキャパシティーがあるかという計

算をやっていましたね。最後は、基本問題調査会で、98年に一度あったかと思いますけれ

ども、これなども、農業の資源の賦存の状態が変わった中で、適用することによって、あ

る種の絶対的な自給力の評価をする一つの方法ではあると思うのですね。これに限りませ

んけれども、自給力の点検ということも少し念頭に置いて、検討を進めていただければあ
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りがたいなと思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

○増田委員 １つは、輸入農産物のところで、結論をいいますと、もう少し踏み込んだ

分析をする必要があるのではないかと思っているところがございます。それは価格なのか、

安定供給なのか、恐らく両方だろうと思います。

たまたま私ども、必要があって、輸入されているネギと、加工されて入ってくる大根を

取材いたしました。ネギについていいますと、日本のネギは大変頑張って、やわらかネギ

や軟白ネギなどと名付けられ品種改良も進み、中国のネギは品質的には太刀打ちできない。

味的にもそうです。大根もしかりです。中食で使われているおでんの大根は恐らく中国の

ものだといわれていて、買ってきて、何人かで試食してみたのですけれども、これがおで

んの大根だと思われては困るという味でした。関係の方がいらっしゃったら申しわけない

のですが。

後の方に出ております（地域ブランド化に向けた取組）というところでも、さらなる分

析をしますと、日本の農産物の最近の頑張りみたいなものがみえてくるのではないかと思

います。

味のことでいいますと、食育の中で、味覚教育みたいな位置づけがみえてくるといいと

思っています。

食に関する危機意識が随所にみられまして、たまたま文部科学省、厚生労働省、農林水

産省の３省でつくられた例の「食生活指針」の啓蒙もさらに進めなければならないところ

ではないかと思いますので、分析が欲しいところです。認知度は、恐らくまだ20％をちょ

っと超えたところだと思うのです。文部科学省でいえば、栄養教諭制度が来年度から始ま

ることでもありますから、食に関する教育の推進というところをさらに分析していただき

たい。たまたま３省おそろいでらっしゃるので、これはお願いでございます。

○甲斐部会長 それでは、今、５名の方の意見がございましたけれども、このあたりで

事務局からご説明をお願いしたいと思います。

○涌野情報課長 非常に多岐にわたっておりますが、まずは私からご説明したいと思い

ます。

斎藤委員から、食育、地産地消、スローフードのお話があり、その関係で、消費者の社

会的責任についてのご意見がありました。この点につきましては、どこまでできるかとい

う難しい点がありますが、そういうことが記述できれば意義があることと思いますので、
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これは少し検討させていただきたいと思います。

畑中委員からの消費者の関心度、知識度、理解度等につきましては、きちんとした数字

があれば対応できるのではないかと考えております。

３省連携の話については、政策担当のところからお答えいただきたいと思います。

高野委員からのリスクコミュニケーションについてのご意見でございますけれども、こ

こに書いてありますのは「情勢と課題」としてポイントを整理したものですので、動向編

の本体では、この10倍ぐらいになりますので、その中で対応させていただきたいと思いま

す。

もう一つの若者の食生活の乱れについては、コンビニの営業時間の延長や、家族構成の

変化等もろもろの要因があることを背景にして生じているとのご指摘につきましては、可

能な範囲で対応させていただきたいと思います。

生源寺委員からの自給率に関するご意見につきましては、そのとおりだと思いますが、

検討させていただきたいと思います。

増田委員からの輸入作物に関するご意見につきましては、数量か価格かというのがある

と思います。これについては斎藤委員にお考えがあるのかもしれませんが、品質について

一定以上のものには国産品を、それ以下は輸入品を使い、価格差は２倍程度となっている

というような、ある程度のすみ分けができているといったことがあると思われます。検討

したいと思います。

３省作成の「食生活指針」の認知度合いにつきましては、前回の白書で取り上げさせて

いただきました。認知度がかなり低かったことから、これを踏まえて、「16年度において

講じようとする施策」が作成され、現在実行されておりますので、それをまた評価させて

いただきたいと思います。

○高橋審議官（消費・安全局） 消費・安全局でございます。幾つかご意見をいただき

ました。今度の「講じようとする施策」の記述の中に、ただいま出たご意見をできるだけ

反映したいと思います。

特に食育について何点か出ましたけれども、ちょうど今開催中の臨時国会におきまして

も、食育基本法案がいずれ審議になるかと思うのですけれども、その中でいろいろなポイ

ントが出ています。もしこれが成立すれば、各省連携の体制、これは、内閣府を中心に、

その体制を創出していくということになるかと思いますけれども、そういった施策をさら

に体系的にまとめて、その法のもとでやっていくことになるのだろうと思っております。
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食育の中身については、多岐にわたりますので、今出たような話をまた取り込んで、ま

た検討させていただきたいと思います。

文部、厚生、農水の３省と内閣府で、食育基本法では、内閣府を中心とした体制という

ことをいわれていますけれども、これはそれぞれの視点がございます。私どもは食料の供

給の方からみていますし、厚生労働省は栄養という観点からごらんになっていますし、文

部科学省は学校を中心にということですね。その中で、今、私ども、連携を強めていこう

と思っていますけれども、さらにその連携を強めていきたいと思っています。

○甲斐部会長 文部科学省の担当者にお願いしたいのですが、味覚教育や栄養教諭の点

はいかがでしょうか。

○鈴木政策課長補佐（文部科学省） 指導参考資料ということで、今年、新規で必要経

費を計上しておるところに恐らく入っているかと思うのですが、パンフレットの中にも入

っております。見開きのところですが、右側に、地元食材を使った形での比較ということ

で、私、直接の担当でないものですから、はっきりしたことはいえないのですが、学校内

で地場物との比較も行うことになっておりますので、配慮になってくるかという感じはし

ております。

そちらの方は担当に伝えておくようにしたいと思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

今の事務局からのご説明につきまして、何かご質問、ご意見がございましたらどうぞ。

ないようであれば、次に、「農業」に関する分野について、ご質問、ご意見を伺いたい

と思います。

○上原委員 このレポートをみて、農業の位置づけについて新しい方向を出していただ

きまして、私は非常に高く評価しております。

企画部会で出される情報等を大学院の学生と議論したら、日本の農業は非常に変わりつ

つあるというので非常に興味をもたれています。その意味でも「食料・農業・農村をめぐ

る情勢と課題」は、方向性としては高く評価できると私は思います。

ただし、農業について、もう少し強調してもらえればと思うのは、「つくる農業」から

「売る農業」に変わってきているという点です。

ただ、売れる農業の条件として、農業生産者が積極的に流通過程とかかわっていかざる

を得ない。具体的にいえば、食品工業ではもう既に起こっているわけでございまして、例

えば日本の弁当産業が大きく変わったのは、コンビニエンスストアと結びついたからであ
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る。今の食品工業の進んだ流通では、消費者の情報が小売に行って、小売の情報が卸に行

って、卸の情報がメーカーに行くというのはもう古く、消費者情報が直接小売と卸とメー

カーに同時に行き、そこで初めて連携策ができてくる。そういう意味で、農業が「つくる

農業」から「売る農業」に入っていくためには、農業と流通業者とのアライアンス、ある

いは流通過程への近接化というか、流通過程の巻き込みというか、そういう点をもうちょ

っと考えていただきたいというのが第１点です。

ちなみに、アメリカの農業がなぜ発展しているのかといいますと、流通過程に入り込ん

だマーケティングが非常にうまいからです。アメリカのスーパーマーケットの経営者の出

身母体をみると、かなり多くがファーマーだそうです。その辺、流通と農業との関係をも

う少し考えていただきたい。

第２番目は、先ほど食育という問題が出ましたけれども、食育よりもっと基礎的な問題

がある。実は、日本がだんだん変わっていくのは、規制緩和の動きに基づいて、マーケッ

トメカニズムを従来よりも重視していくからです。実は、マーケットメカニズムを重視し

ていくとき、一番重要なことは、それを引っ張っていくのは消費者の知恵なのです。マー

ケットメカニズムを重視すればするほど、消費者の知識がある程度のものになっていかな

いと、マーケットメカニズムが悪い方向に行ってしまう。ですから、食育という前に、こ

れはやはり教育の問題かもわかりませんけれども、マーケットメカニズムの中に入り込む

消費者の知恵の拡大が一番重要であって、その中の一つとして食育問題が位置づけられる。

第３番目ですけれども、恐らく農業はこれからどんどん変わっていく。産業としての農

業が従来とは変わった方向に行く。私は、その辺を若いうちからきちっと教えておくこと

が重要だと思う。先ほど文部省の見解をみたら、食育との関係だと思うのですけれども、

農業専門の高校でこれを充実させるということです。私は、普通高校の政治経済あたりで、

産業構造の中で、農業の位置づけがぐんと変わってきたのだということをきちっと理解さ

せておくべきではないか、できれば中学校から教えていくべきだと思います。レポートを

みると、従来の農業とはかなり違った方向を見つめようという動きですから、その動きを

教育の中にも生かすべきだと考えます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。

○安高委員 ちょっとお伺いしたいのですが、（施策のポイント）の４ページの上の方

に、「担い手育成総合支援協議会」と「地域コーディネーター」というのがありますが、
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具体的にどういうイメージのものなのか、また、どういう支援を想定されているのかなと。

文字面の総論的なところはわかるのですが、具体的にはどういうものをイメージした方が

いいのかというのが１つ質問。

もう一つ質問なのですが、集落営農や営農集団などがこれからかなり広まってきそうな

のですが、消費税との兼ね合いです。これはこういう場で議論すべきかどうかわかりませ

んが、集落営農が消費税対象になるのかどうなのか、集落営農のどのレベルから消費税対

象になってくるのか。集落営農で 1,000万円を超えたら消費税の対象になりますが、例え

ば集落営農の売り上げが 900万ぐらいであったと。それぞれ持ち分で、それぞれ個人の経

営体の売り上げとしてカウントしますよということで、自分は 950万で、消費税対象では

ないと思っていたのに、集落営農の分が来たので 1,000万を超えてしまったと。例えば機

械利用組合の会計が 1,000万円を超えたらどうなるのか。

実は、私が地元の税務署レベルと話したときには、これは地方の国税局の判断になるの

かなという返答もございました。例えば各県で調整するのか、県庁あたりと調整するのか

なという話もあったのですが、これは全国にまたがりますし、いろいろな例がありますか

ら、農水省としてガイドラインを引いていかないと各県も対応しにくいだろうし、農家も

これは初めてのことですし、青色申告の所得税と違って、消費税は納税側の選択肢が多い

ものですから、ただ決まったとおりにやりなさいよでは済まないところもある。そういう

意味で、17年から始まりますので、農水省としてかかわるのかかかわらないのか、その辺

のところをちょっとお伺いしたい。

２点について質問です。

○斎藤専門委員 ここのところ、農業生産法人が経営的な危機に直面しているケースが

ふえてきました。これまで、どちらかというと、一匹オオカミ的なといいますか、個人の

非常にパワフルな性格がかなりのビジネスチャンスをつくってきた経緯がございますけれ

ども、経営が非常に悪くなりますと、経営の内部が非常にもろいといったことがあるよう

でございます。基本的に、ネットワーク型の組織がなかなか構築できなかったり、地域と

の関連が弱かったり、その辺で脆弱性があるわけでございます。これを何らかの形で支援

できないか。経営の支援ということで、いろいろな意味の可能性がございますが、その辺

を少し検討してはどうかということでございます。

それと、いろいろなマーケットメカニズムの中で、確かに成長機会がいろいろあったわ

けですが、これからそうはいかなくなってきたわけで、普通の中小企業でありますと、い
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ろいろな意味での連携のネットワーク組織ができて、共通のブランドをもったり、流通シ

ステムを強化したり、いろいろな戦略があるわけでございますが、それが非常に弱いとい

うことが特徴的にございます。その辺の施策も考えていただければと思っております。

○増田委員 27ページにあります（女性農業者の動向）のところですが、ここで、もう

既に46％を占めるという数字が示されております。今、企画部会で、担い手としての認定

農業者制度が挙げられておりますが、これを女性に当てはめました場合、経営体が別です

と認定農業者になれるわけですが、同一経営体の場合ですと、家族経営協定が必要条件に

なってくると聞いております。最近の農業の専門紙をみますと、そんなものを結んでいな

くても、うちで財布を握っているのは女房です、という意見が圧倒的に多い。一般的に考

えましても、同一家族の中で、家族経営協定は結びにくいというのはわかるような気がい

たします。現在の制度の中では、これは必要条件になってまいりますので、意識改革への

取組の方策をどこかで示唆していただけると、現場レベルでは幾らか役に立つのではない

かと思います。

○新開委員 （施策のポイント〕の４ページの「望ましい農業構造の確立」というとこ

ろに、安高委員もさっきおっしゃったのですけれども、「『地域コーディネーター』を核

とし」とありますが、今まで普及所が人材をよく指導してきました。ここでは人材を掘り

起こしたいとあるのですけれども、逆に、行政では人材指導型が少なく、部署の人材を減

らされているのですね。昔、九州に担い手係とかあったのですけれども、今、そういう部

署が削減されているのですね。だから、方針とは逆をいっているのではないかなというの

がすごくあるのです。私たちがこれまで元気に農業をやってこれたのは、普及所の指導が

非常に大きかったのですね。そういう人材を掘り起こす部署が削減されているということ

で、こちらにもっと力を入れていくべきではないかなと思います。

「農業生産の基盤の整備」というところですけれども、農業用水などの資源を適切に、

というところがありますね。本当に農業用水は、高齢化して大変になってきていますけれ

ども、自然と共生、美しい景観づくりということで、農業だけではなく、ここは環境省と

の連携をお願いしたいと思います。

それから、増田委員がおっしゃってくださったのですけれども、女性の参画の推進です

ね。今、農業社会は女性が非常に元気です。また、統計的には、女性が６割担っています。

でも、今まで、女性の活躍ぶりが行政や組織の中になかなか生かされてこなかったので、

ここを大きく掲げていただくと……。現場では女性がかなり力をつけておりますので、女
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性の経営参画をもっと進めるようにしてほしいなと思います。

もう一つ、「農村」で出てくるかもしれませんけれども、ここでも何度も出てきました

が、農村は下水道整備がおくれていますので、その点もよろしくお願いしたいと思います。

○甲斐部会長 このあたりで事務局から、ご意見等に関して、ご説明をお願いいたしま

す。

それでは、安高委員に対して、経営局から……。

○宮坂審議官（経営局） いろいろご質問がありました。まず、担い手関係の支援のや

り方でございますが、基本的な考え方といたしまして、全国では、例えば全国農業会議所、

全中、日本農業法人協会を構成員として、全体としてのプログラムというか、作戦・戦略

を練っていただくような協議会をつくる。都道府県の段階は、先ほど新開委員からもお話

がございましたが、都道府県や県の農業会議、県の中央会といったところをメンバーにし

て、その協議会において地域的な戦略を練っていただく。

地域コーディネーターは、まさに今、新開委員がおっしゃったように、普及センターを

考えています。現場に一番密着しております普及センターをうまく活用して、と考えてお

ります。

いろいろとご質問が出ましたので、あわせてお答えさせていただきたいと思いますが、

集落営農の消費税の問題がございました。言葉の定義の問題でございますが、ご案内のと

おり、集落営農もいろいろな段階のものがございまして、単純に機械の共同利用をやって

いる集落営農もあるし、経理も完全に一元化して、例えば農業生産法人になっている集落

営農もあるわけでございます。

法人であれば、当然一般の適用になるわけでありまして、売上高に応じて一定の――今

は、 3,000万が 1,000万になりましたね。一般の適用になるわけですが、今おっしゃった

地域、地域での応用動作の問題、その形態をとっていないものについて、それぞれどのよ

うに負担し、その利益が帰属しているかというのは、それぞれの実態に応じての話になる

のではないかなと。一般的に、我々としてパターンを示して、こういう場合はどうですか

といったもので国税へもっていかないと、国税の方も、いや、それはいろいろなケースが

あるので、ということになると思うので、基本的には、そういうものについては、地域で

の対応ということになるのではないかと思っております。

農業生産法人が大分弱ってきているので、何とかすべきではないかというお話がござい

ました。（施策のポイント）の４ページでございますが、おっしゃるとおり、今後、農業



- 30 -

生産法人が非常に重要になるであろう。そういうことで農業生産法人化をどんどん進めて

いこうということでございまして、４ページの「望ましい農業構造の確立」の括弧書きの

３つ目に【担い手への農地の利用集積の積極的推進】というのがございます。この中の２

つ目のポツでございますけれども、「農地保有合理化法人が農用地等の現物出資等とあわ

せて金銭出資を行い、農業生産法人の経営規模拡大と資本増強を推進」というのがござい

ます。これは、農業生産法人に対して、単に土地だけではなくて、経費も要るでしょうと。

そういう意味で資本増強していただくということで、経営基盤特会は国有地を売った資産

というか、現金化している部分もございますので、それをあわせて、出資することを今回

考えております。単純に土地だけではなくて、資本の面でもお手伝いすることを考えてお

ります。いずれにしましても、農業生産法人は、今後、非常に大きな役割を担っていただ

かなければいけないところでございますので、それについての支援は、今申し上げたよう

なことを初めといたしまして、いろいろやっていきたいと思っております。

女性の問題が出ましたけれども、そもそも女性の方は、だんなさんの補助職員というか、

補助従業員というか、農業に関しては補助という形で、おっしゃるように、なかなか認定

農業者になりがたかった。現実問題、今も、認定農業者の中に占める女性の割合は低いわ

けですが、昨年の６月、そういう反省に立ちまして、家族経営協定を結んでくださいとい

うことで、それを前提にしてやったわけです。現実問題、家族経営協定は、今、全国で３

万件弱でありますが、今お話がございましたように、財布はちゃんと握っているのだから

というだけではなくて、特にお休みの日やボーナスなど、２世代の世帯などではなかなか

話しにくい話をそこで決めておいた方が気持ちよくお仕事ができるという面もございまし

て、我々、それを伸ばそうということを一生懸命やっておりまして、今月も、農業におけ

る女性の位置づけを重視するということで、「消費者の部屋」も使いまして、今、こうい

うことをやっています、皆様もやりませんか、ということで進めていきたいと思っており

ます。

最後に、普及の話がありまして、普及は大変頑張っているというありがたいお話であり

ます。実は、普及の交付金について、現在、三位一体で、地方に税源を全部移譲して、我

々がやりますというお話がございます。事ほどさように現場に密着して、その限りにおい

ては非常にありがたい話なのですが、現在、市町村合併がどんどん進んできておりまして、

市町村の規模が非常に大きくなってきております。農協も合併が非常に進んできまして、

面積というか、あれも非常に広くなってきております。今、普及員は全国で 9,000人ぐら
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いおりますので、地域に密着しているという意味では非常に大きな役割を占めていると思

っております。さはさりながら、全体として行政改革を進める、より効率的な行政をする

という意味においては、普及についてもよりスリム化を図り、より効率的にやろうと思っ

ておりますが、今のように非常にご評価いただけるのはありがたい話でございますので、

我々といたしましても、普及を通じて、さらにいろいろなことができないかというのを考

えていきたいと思っています。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

農業教育について、文部省から……。

○鈴木政策課長補佐（文部科学省） 特にございません。

○甲斐部会長 農業用水や下水道について、農村振興局からご説明いただきたいと思い

ます。

○森総務課長（農村振興局） 次の「農村」のところでお答えした方がいいのかもわか

りませんけれども、生産基盤の整備の観点から、今後、大きな施策の柱の一つとなるのが、

環境保全等を重視した施策の展開であろうかと思います。したがいまして、生態系や景観

など、総合的な環境の保全・形成を一層重視する基盤整備を推進する中で、生態系や景観

に配慮した親水空間の創設も、構造改革を推進する生産基盤の整備等ございますけれども、

大きな柱になろうかと思います。

生活環境整備の中で下水道の関係がございました。集落排水施設整備については、引き

続き推進していく所存でございますが、来年度から、国交省さん、環境省さんと連携いた

しまして、対象事業間で流用可能となる仕組み、地域間で使い勝手のよい仕組みとなる汚

水処理普及対策助成金制度を新たに設けることとして、今、概算要求をしているところで

ございます。

○高島総務課長（生産局） 生産局でございますが、先ほど上原委員から、「つくる農

業」から「売る農業」ということで、生産者自身が流通なり消費者にもっと近づくべきで

はないかという話がございました。まさにそれを避けて通れないというのが今の実情でご

ざいます。つくれば売れるということではなくて、今、消費者は何を望んでいるか、流通

段階でどういう形態のものを望んでいるかというのを踏まえながら生産していかないと、

日本の農業は生き残れないということで対応をいろいろ考えております。例えば産直とか、

最近盛んになりました地産地消とかといった形でのかなり狭い範囲での連携の取組がどん

どん進んできているところです。
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生産局では、生産の集出荷施設の整備もやっております。今までは、地域のものをそこ

でつくって、それを出荷施設に持ち込んで、そこに流通関係の方が来て、出ているものを

買って、それを持って帰って売るということなのですが、最近は、例えば茨城県では、そ

こにコーディネートをする人が入り込んで、実需者は何を望んでいるかということで、そ

の地域はどういうものをつくってほしいかということを踏まえて、そこで、みんなで集ま

って生産をやっていただく。そういうものをつくって、集出荷施設で、それを望んでいる

方に売っていくという取組もかなり進んできているところでございます。

そういう狭い範囲なら、そういった対応は簡単なのですが、流通の全体が大きくなって、

例えば外食産業や加工の分野での需要がふえてくると、農業者だけでの対応はなかなか難

しい状況になってくると思われます。ある程度であれば、大きな生産法人が中心になると

か、本来であれば、ＪＡが中心となって、実需者は何を望んでいるかということを踏まえ

て生産して、つくったものをアピールしていくということで取組がされていくのが一番い

いわけでございます。国内の生産においては、そういった農業者団体なりに、そういった

力を強化していっていただきたいと思っています。

増田委員から、輸入農産物の動向をもう少し分析していただきたいという話がありまし

た。まさにそこは、生産と流通・消費のつながるあれを踏まえて、日本農業はどうあるべ

きかということで必要なところと思いますが、今、価格、量（安定供給）、ロット（分量、

必要なものをちゃんとそろえられる）ということで、ある分野では輸入品の方がいいとい

うことで、すみ分け的なものができております。その中で日本の農業生産を振興していく

ためには、そのすみ分けにさらに踏み込んで、そういったところのシェアも奪回したいと

いうことで、来年度の予算にも対応していかなければいけない。そのときに、なぜ輸入農

産物が一定のシェアを占めているのかということをさらに分析して対応していきたいと思

っています。例えば１次加工して輸入してくるという面もあるのですけれども、そういっ

たものについては、できるだけ国内産地での１次加工のものを取り込みながら、加工品で

も一定の分野を占めていくという形で、できるだけ政策の充実を図っていきたいと考えて

いるところでございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

今の事務局からのご説明に対して、何か……。

○安高委員 先ほど私が問いかけました支援協議会、地域コーディネーターついてお答

えいただきました。まあ、そういうものだろうとは思っていたのですけれども、今の稲作
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の崩壊の状況は、私からみても、思ったよりも速いペースで進んでいるのではないだろう

か。例えば集落に担い手がいるのは５割だというデータもありますけれども、これは何年

か前なのですよね。そういう意味で、今現在、実質的にどうなのだろうと。今、担い手が

いたとしても、年齢的に２、３年しかもたない。しかも、その後、担い手の集落に後継者

がいないことを考えたときに、相当速いペースで稲作が崩壊していくと私は思っておりま

す。意外だったのですけれども、私の農協の管内でも、１週間ほど前、行政単位で、農協

で農業をやってくれんかと。作業受託ではないのですよ。農業をしてくれといってくるの

ですよね。これは農協法上の問題があるから、そんなに簡単にはできないのですけれども、

それほど崩壊してきている。

水田農業ビジョンとか、確かにビジョンはそれぞれ立てているとは思うのです。言葉面

ではビジョンはできているのですが、農業をしている人たちの頭の中で、ビジュアルにこ

うなるのだと腑に落ちるレベルで立てられるビジョンは今難しいのではないかと思ってお

ります。先行きに不安があるから、新しいプラン、新しい参入も出てこない状態です。だ

から、ここでいう担い手への支援やコーディネーターなどというレベルでは間に合わない

と思っています。対象になる担い手が、２年後、３年後にはもういないという事態も想定

しておった方がいいのではないか。これは必ずそうなりますよという予測ではありません

けれども、私の感覚からすれば、１割、２割はその可能性があると思うのです。これは非

常に重大な問題です。仮に火事が１割、２割起こる可能性があったら、相当高い危機管理

状態に入っていなければいけないわけですね。稲作の重要度と今の政策の転換から推測し

たときに、最悪の事態を想定した施策も準備しておかないと、稲作の混乱は農業の混乱、

農業の混乱は国家の混乱になるのではないかなと思っておりますので、この辺の見方は慎

重にしていただきたいと思っております。

○甲斐部会長 それでは、時間が押していますので、次に、「農村」に関連する分野に

ついて、ご意見を伺いたいと思います。

○生源寺委員 途中で退席いたしますので、１点だけ申し上げたいと思います。（施策

のポイント）の８ページに、「中山間地域等の振興に関する施策」ということで２つ項目

がございまして、２つ目のところに「協定参加者の総意のもとに集落協定の将来像を明確

化し」とありますが、これは「各集落の将来像を明確化し」ということだと思います。１

回目の2000年度に始まったものが今評価をされたという状況なのですけれども、最初に立

ち上げたのは、時間が限られた中で集落協定を結んだということで、次期については、以
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前に比べれば少し落ちついて、多少はじっくり腰を据えて、ということもあるのではない

かと思うのです。そのときに、集落の土地利用の少なくとも５年後までの計画というか、

一種のゾーニングといったことをかなり意識される必要があるのかなと思っております。

つまり、企画部会での役所のご説明の中でも、山に戻すということがあったわけですけ

れども、そういうケースが出てくるわけであります。問題は、どこを戻すかであって、ば

らばらに戻っていったのでは、残る可能性のあるところも残せないということが起こり得

ると思いますので、一種の逆スプロールのようなことが起こらないような形で、農地の利

用の将来像を少し意識的に考える必要があるのではないかと思います。中には、そのこと

がはっきりしないので、ひょっとすると５年間のうちに耕作放棄になってしまう可能性が

あるかもしれないので、どうも協定には踏み切れない、この制度に乗ることはできないと

いうケースも一部にはあったように聞いておりますので、２期目といいますか、そのあた

りを少し考えていただければありがたいということです。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

○斎藤専門委員 流れとしまして、多面的機能、バイオマス資源、「農村資源の現状」

ということで、非常にいい、わかりやすい展開の仕方をされて、その後、創造のところに

入りまして、産業の多様化、クラスターという新しい概念を取り入れて、また、いろいろ

な経済主体を盛り込む努力をされて、農村全体の活性化の主体は非常に多様だけれども、

それなりに絡みをもちながら展開していく必要があると。まさにおっしゃるとおりでござ

います。最終的に、「農村地域の経済社会活動」云々で、女性や高齢者、地域住民、ＮＰ

Ｏ等、かなり広い範囲のものを入れています。私もこのとおりと思いますが、記述の仕方

というか、全体的な方向性を考えていきますと、地域のコミュニティーがどうなるか、そ

のディベロップメントが可能なのかどうか。これは、Ｉターン、Ｕターン、あるいは都市

住民のいろいろな参画活動が入って、これまでの住民でない方、新しい方が地域を動かし

ていく。そのようなコミュニティー作業をしていくのだろうと思います。その場合、これ

からどのような仕組みを考えるのか。それは経済的にアグリビジネス化の方向が非常に強

いでしょうけれども、土地利用も連動していきます。それを集落単位、あるいはそれの連

合体ぐらい、旧村単位ぐらいまでのあれにシステムとしてできるかどうか、この辺が非常

にポイントではないかと思うのですけれども、事例としても最近出てきておりますので、

そういうのを盛り込んだ形でやっていただきますと、最初の方のクラスターのところと地

域コミュニティーと２つが重なりながら動いていくという方向が描けるのではないかとい
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う感じもするのです。農村の振興策としては、これからこのようなものが非常に生きてく

るような気が私はするのですが、この辺、どうでしょうか。

○甲斐部会長 ほかにございませんでしょうか。

○安高委員 今、担い手への重点化が大きな施策の中で進められておりますが、私が心

配しておりますのは、生産基盤としての農村というよりも、社会としての農村が崩壊して

いくのではないだろうかなと。あぜ道や森や川には多面的機能があるとよくいわれますけ

れども、社会の中における農村は、いろいろな意味で社会の中における多面的機能がある

のではないのかなと。例えばトンボやカエルが象徴的にいわれますけれども、30アール、

50アールつくっている農民にもそういう機能があるのではなかったのかなと。担い手に重

点化されていきますと、わかりやすくいうと、農村の10人のうちの９人は農業に携わらな

くなる。私が心配しておりますのは、都市が生産性を上げていったとき、ホームレスが誕

生しましたが、農村で担い手に重点化していったとき、農村でホームレス――農村の場合、

家はあるでしょうけれども、ワークレスという形のものが存在していくのではないかなと。

そしたら農村の社会は非常に不安定な社会になっていくのではないのかなと。そうすると、

産業としての農業の生産性は非常に上がったけれども、社会全体としてみたときに、いろ

いろなコストがかかるようになって、生産性は下がったという事態があるのではないのか

なと。今、政策の大きな転換がなされています。環境に対しては多面的機能が評価され、

注意を払われていますけれども、今、政策の転換点だからこそ、社会における農村の多面

的機能に注意を払って、これからの施策に生かす必要があるのではないのかなと思ってお

ります。

○甲斐部会長 ほかにございませんでしょうか。

それでは、事務局から、今までのご意見に関して、ご説明をお願いしたいと思います。

農村振興局、いかがでしょうか。

○森総務課長（農村振興局） 先ほど生源寺先生から、中山間地域の直接支払制度の中

で、林地等に転換していく場合のゾーニングについて、きめ細かくやっていくべきではな

いかというご提案がございました。確かにおっしゃるとおりでございまして、中山間地域

の直接支払いについては、耕作放棄地を出さない、遊休農地を出さないという観点から制

度が１つ仕組まれておりますけれども、生産性、土地条件の観点から、どうしても放棄地

とならざるを得ないようなところについては林地化してもいいのではないかという観点で、

現在、第２期対策を考えているところでございまして、そういう意味では、先生ご指摘の
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点も注意深く制度の中に取り入れていきたいと思っております。

それから、担い手に重点化していった場合、例えば今後の農村振興のあり方として、１

つは、農地・農業用水等について、これは国民共有の財産だと思いますので、では、どの

ように保全していくのかと。これまでは集落機能で保全していったのですが、担い手に重

点化していくと、その集落活動そのものが崩壊していくのではないか。農地なり農業用水

等、どのように保全していくのか。これは、企画部会の８月の段階の中間論点整理でも指

摘されているところでございまして、これを適切に保全管理していく施策をどのように構

築していくべきかということを、19年度の施策展開に向けて現在検討しているところでご

ざいます。現在、実験事業等も要求しております。

また、もう少し大きな観点から、では、農村社会をどのようにもっていくのかというの

がございます。企画部会で、農村振興の新たな展開方向を次回ご議論いただくことになっ

ていまして、１つは、農村で集落機能が低下しているということ、また、農家だけで地域

の維持・活性化を図ることは困難な状況であるという中で、農業・農村が有する機能を発

揮していくために何が必要なのかという観点でご議論いただこうと思っておりますけれど

も、農村振興局としては、地域住民なり都市住民等の参画・共同といったオープンな農村

という視点に立って農村振興を図っていくことが必要ではないかと。したがいまして、施

策の展開に当たっては、農村外の人材の積極的な受け入れ、地域全体の人材の参加の教育、

農村が有する地域資源の活用による地域の創意工夫の促進といったものを重点的に推進し

ていくことが重要ではないかという観点から企画部会でご議論いただこうと思っておりま

すので、その結果を踏まえて、またご報告できればと思っております。

○涌野情報課長 斎藤委員の農村コミュニティーにつきましては、事例をいただきなが

ら盛り込んでいきたいと思っております。

○甲斐部会長 そろそろ予定の時間も迫ってまいりました。

事務局には、本日の議論を十分踏まえて、「講じようとする施策」と「年次報告（動向

編）」の案の作成に当たっていただくようお願いいたします。

続きまして、今後の白書関係のスケジュールについてでございますけれども、事務局で

はどのようにお考えでしょうか。

○涌野情報課長 本日いただきましたご意見を踏まえまして、「講じようとする施策」

と「年次報告（動向編）」の案の作成作業を進め、次回の本部会で、ご審議いただきたい

と思います。
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時期といたしましては、前回の部会でもご紹介させていただきましたけれども、可能で

あれば来年の２月ごろを考えております。また、本審議会につきましては、３月ごろに開

催をお願いしたいと考えております。

ただし、「講じようとする施策」につきましては、基本計画に沿って整理されておりま

すので、基本計画の見直し作業の進みぐあいに合わせて日程の調整が必要になるかと思っ

ております。

いずれにしましても、日程が固まり次第、速やかに各委員にご相談させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 ただいまの事務局からのご提案について、特段のご意見がなければ、そ

のように進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、そのように取り進めていただきたいと思います。

本日は、これにて閉会といたします。ご協力、どうもありがとうございました。

――了――


