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食料・農業・農村政策審議会第12回施策部会議事録

日時：平成16年９月13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・農村政策審議会の第12回施策部会を開催い

たします。

本日は、安 委員、生源寺委員、中村委員、日和佐委員、虫明専門委員がご都合により髙

欠席されております。なお、畑中専門委員は30分ほど遅れてご到着される予定です。

また、去る３月に退任されました菱木専門委員の後任として、全国消費者団体連絡会の

野ひろみさんが新たに専門委員にご就任されましたので、ご紹介いたします。髙

○ 野専門委員 全国消費者団体連絡会の 野と申します。よろしくお願いいたしま髙 髙

す。

○甲斐部会長 なお、本施策部会は公開されておりまして、一般公募によって７名の公

聴者がいらっしゃっております。

また、資料、議事録等につきましては、すべて公開することとなっております。

それでは、早速、議事に入らさせていただきます。

例年、年度初めの施策部会は７月に開催しておりますが、今年度については８月に基本

計画見直しの中間論点整理が行われることに配慮して、９月に入ってからの開催とさせて

いただきました。

本日は、今後、作業が進められる予定の「17年度において講じようとする施策」と「16

年度の年次報告」（動向編）の作成の考え方等につきまして、審議をお願いしたいと思い

ます。

それでは、本日の配付資料と会議の進め方について、事務局からご説明をお願いいたし

ます。なお、質疑等の時間を確保するために、ご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 大臣官房情報課長の涌野でございます。よろしくお願いいたします。

座ったままで説明させていただきます。

最初に、資料のご確認をお願いしたいと思います。

本日の会議資料といたしましては、「「17年度において講じようとする施策」作成に当
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たっての考え方（案）」をお配りしております。

また、参考資料といたしまして11種類の資料をお配りしております。

参考資料１として、「平成16年度「食料・農業・農村の動向に関する年次報告」（動向

編）作成に当たっての考え方（案）」でございます。

２として、「17年度農林水産予算概算要求の概要」、

３として、「15年度政策評価結果」関係の資料２点と、番号は振っておりませんが、説

明用の２枚紙を用意いたしました。計３点でございます。

４として、「15年度食料需給表」、

５として、「消費・安全局設置から１年間の取組」、

６として、「ＪＡＳ制度のあり方検討会中間取りまとめ」関係の資料計３点、

７として、「麦政策の再構築に向けた中間論点整理」、

８として、「国産大豆の安定供給に関する懇談会中間取りまとめ」、

９として、「野菜政策に関する研究会中間報告書」、

10として、「果樹農業振興基本方針の策定に当たっての中間論点整理」、

11として、「中山間地域等直接支払制度の検証と課題の整理」でございます。

次に、資料の説明につきましては、参考資料２「17年度農林水産予算概算要求の概要」

につきましては予算課長から、参考資料３「15年度政策評価結果」につきましては企画評

価課長から説明させていただきます。その後、「資料」の「「17年度において講じようと

する施策」作成に当たっての考え方（案）」につきまして私の方から説明させていただき、

ご審議をお願いしたいと思っております。そのご審議の後に、私の方から、参考資料１

「動向編作成に当たっての考え方（案）」を説明させていただき、引き続きご審議をいた

だきたいと思います。

以上でございます。

○甲斐部会長 それでは、早速、大臣官房予算課長から、概算要求についてご説明をお

願いいたします。

○本川予算課長 参考資料２で、平成17年度の農林水産予算概算要求についてご説明を

させていただきたいと思います。

この部会では、17年度において講じようとする施策について今後ご論議をいただくこと

になっておりますが、17年度の概算要求につきましては、この春の５月に亀井大臣から発

表申し上げた農政改革の基本構想（亀井プラン）の柱立てに沿って整理をいたしておりま
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す。今から順次ご説明を申し上げたいと思います。

まず、参考資料２の１ページをお開きいただきたいと思います。農林水産予算の総括表

であります。16年度は３兆 522億円でございますが、概算要求の基準に従って、３兆 4,2

12億円の要求をいたすことにしております。

２ページでございます。公共投資関係費の一覧でございます。公共投資関係費につきま

しては、林野公共について 117％の対前年度の伸び率を確保し、順次、そのような整理を

いたして要求をいたすことにしております。林野公共の整理につきましては、林野関係の

重点のところでご説明を申し上げたいと思います。

３ページ以下が、農林水産要求の重点事項でございます。

大きく分けて５つの柱で整理をしております。農業関係の柱立てにつきましては、冒頭

申し上げましたように、この５月に亀井大臣の方から発表申し上げた農政改革の基本構想

に従って柱立てをいたすことにしております。

その１点目が、消費者重視の食料供給・消費システムの確立という柱でございまして、

大きく分けて４つの小柱がございます。

１点目が、ＢＳＥや高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病の発生防止の徹底

という観点から、リスク管理要請を確実に実施をしていく、その関係の予算を要求してい

るところでございます。

２点目が、ユビキタスコンピューティング技術を活用して、食の安全・安心関係の情報

を円滑に提供するシステムづくりを新たに行っていくための予算を要求いたしております。

３点目が、国民運動としての食育活動の推進でございます。「政策群」という、各省庁

が連携をして取り組む政策のジャンルに位置づけしまして、食育について力を入れて取り

組んでいきたいという関係の予算を要求いたしております。

４ページでございます。農業構造改革の加速化と農業環境・資源の保全の両立という項

目立てでございます。この項目につきましては、先ほど甲斐部会長からもお話がありまし

たが、この８月に企画部会の方でお取りまとめをいただいた中間論点整理を踏まえた予算

を要求するということで整理をいたしております。

１点目ですが、担い手育成支援策の拡充と多様な担い手の確保への支援ということで、

担い手支援策に係る窓口の一元化ですとか、そこにありますような事柄について充実を図

って要求をいたしております。ここに「強い農業づくり交付金： 643億円の内数」と書い

ておりますが、こういう交付金につきましてはいろいろ出てまいりますけれど、後で一括
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して補助金改革の項目でご説明申し上げたいと思います。

２点目ですが、担い手を対象とした品目横断的政策の導入に向けた調査・検討につきま

しては、交付システムあるいはシミュレーションなどについて１億円の調査予算を要求い

たして、導入に向けた検討を行っていきたいと考えております。

３点目ですが、農地の利用集積の加速化と総合的な遊休農地解消対策の推進につきまし

ては、担い手の農地情報を活用するようなことによって集積を促進していく事業であると

か、遊休農地の解消を促すような対策への支援であるとか、こういうものに力を入れてい

きたいと考えております。

５ページでございます。４点目ですが、環境や農地・農業用水等を保全する政策の確立

に向けた調査・検討につきましても、先ほどの品目横断対策と同様に、実験的な事業なり

で調査・検討を行っていきたいと思っております。

それから、ここの項目の一番下に中山間地域等直接支払交付金とございますが、今日の

参考資料の一番最後に「中山間地域の直接支払制度の検証と課題の整理」という、第三者

検討委員会で整理をいただいたものを踏まえて、基本的には５年間の継続をするという要

求をいたしていくことにしておりますが、ただ、中山間地域における農業の定着化に向け

たいろいろな取組をさらに促すような内容の見直しなりを行った上で、５年間の延長をす

るという要求を満額いたすことにしております。

５点目ですが、米政策改革関連施策の着実な推進でございます。今年から米政策改革が

スタートしておりますが、その２年度目に当たる予算を確実に措置をするという要求にな

っております。

３番目の柱であります未来志向の取組に対する積極的な支援でございます。亀井大臣の

攻めの農政を象徴するような幾つかの事柄について、拡充あるいは新規施策の要求を行う

ことにいたしておりまして、特に１点目の一番下の輸出促進でございますが、これについ

ては16年度から取り組んでいるところでありますけれど、海外での通年的な販売をチェッ

クするようなアンテナショップを設けるような内容も含めて、拡充を図った要求をいたし

ているところでございます。

６ページ以下にそれぞれ並んでおりますが、こういう新しい攻めの農政を象徴するよう

な取組について拡充要求をそれぞれ行うことにしております。

７ページでございます。４番目の柱として、森林・林業政策の展開でございます。森林

吸収源10か年対策の第２ステップに入るということでございまして、この第２ステップに
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向けた間伐対策の推進であるとか、あるいは、最近、水害が相当出ておりますが、いのち

と水を守る緑の緊急保全対策の推進、こういったものに力を入れていくことにいたしてお

ります。

それから、環境省と連携をして、環境税を要求して林野対策の地球温暖化対策の財源に

充てるという要求も行いながら、拡充を図っていきたいと考えております。

８ページでございます。５番目の柱として、水産政策の展開でございます。元気が出る

水産業の確立ということで、中小漁業の経営対策ですとか、離島の国境監視機能に着目し

た直接的な支払いの要求でありますとか、それらの拡充を図っていくことにいたしており

ます。

９ページでございます。平成17年度の農林水産予算の要求に当たっての方針でございま

す。今年度はここにあるような９つの方針を基準に、留意しながら要求を行っていくとい

うことで、３番の政策評価以下は16年度と変わりはありませんが、１番と２番につきまし

て、特に今回、意を用いた要求となっております。

１番につきましては、先ほどもお話がございましたが、中間論点整理の予算への反映と

いうことで、これにつきましては81ページをごらんいただきますと、左側に中間論点整理

（抜粋）と書いております。中間論点整理の段階で相当具体的にお書きをいただきました

ので、それをほぼ具現するような予算要求を行うということで、精力的に取り組んでいき

たいと考えております。83ページまで、要求予算の概要を書いております。

次の84ページでございます。企画部会でのご論議、そして亀井大臣の農政改革の基本構

想、こういったところで共通して表れておりますのは、農政改革を進めていく上で意欲的

な生産者なり地域は後押しをしていくことが必要ではないかという視点がございます。

もう１つは、農業者なり農村の創意工夫を発揮していただく。そういう中で、地域の知

恵を出していただく。それが農政改革を進めていく上で欠かせないのではないかという議

論が当然ながらあるわけでございます。我が省のいろいろな補助金につきましても、非常

に細かいとか、硬直的であるとか、いろいろご批判がございます。こういうことを踏まえ

て、矢印の中にあるような観点から、地域が使いやすい仕組み、あるいは地域の自主性・

裁量性を発揮していただくような仕組みに補助金全体を改めていけないかということで検

討してまいった考え方でございまして、こういう考え方によって、地域で知恵を出してい

ただいて、それによって農政改革を強力に進めていけるような仕組み・基盤を作ろうでは

ないかということで、17年度予算で特に取り組んでいる補助金改革でございます。
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右側にございますように、２つございます。１つは、上側の非公共事業の補助金改革で

あります。下側が公共事業の補助金改革でございます。この２点をそれぞれバランスよく

取り組んでいきたいと思っております。

１点目につきましては、非公共事業で例えば地域段階の集出荷施設を作ったり、それに

伴うシステム作りをしたり、あるいはトレーサビリティシステムを開発して普及するよう

な、そういった地域段階のいろいろな取組をお願いし、それをモデル的な優良事例を作っ

て全国に普及するといった事業を各般・各局でやっておりますが、この 177ぐらいある事

業を７つの交付金に大括りにしたいということで取り組んでいきたいと思っております。

例えば、上から２つ目の強い農業づくり交付金でございますが、これは 643億円の事業

でございます。地域段階の生産者への支援であるとか、あるいはそういった生産の集出荷

施設の整備であるとか、あるいは地域卸売市場の整備であるとか、そういったものをこの

交付金の中で一括して地域でデッサンをしていただいて交付申し上げるといった交付金に

作り上げていきたいと思っております。仕組みの展開の概要については右側に少し詳しく

載せておりますので、後でご覧をいただければと思います。

その下の省庁間の連携の推進については、例えば汚水処理、国土交通省の下水道、我々

の集落排水、そして環境省の合併浄化槽と、３省庁にまたがる助成体系になっているわけ

でございますが、例えば地域で取り組みたいといったときに、３つの省庁に３つ申請して、

それぞれ審査されてということで、いろいろとご不満をいただいている事業でございます。

こういう事業につきまして、一括して連携してやりたいというときには、各省庁にそれ

ぞれ連携をする枠というものを計上いたしまして、一括して使いたいという申請が上がれ

ば、もうまとめてお渡しをして、あとはそれぞれの事業の進路調整であるとか、あるいは、

当初、合併浄化槽で作ろうと思っていたところを農水省の集落排水でやりたいということ

であれば、環境省の予算を使って農水省の事業整備をしても構わないと、そのように一括

してお使いいただける仕組みを新たに作ろうというものでございまして、下水道以外に、

道路と農道・林道、漁港と港湾、そして各省庁にまたがる海岸事業、この４つでこのよう

な取組を行っていきたいと考えて、打ち出しているところでございます。

折しも三位一体改革が新聞等でいろいろ出ておりますが、そういうものが進む中で、農

水省の立場として地域の自主性を高める三位一体には決して反対ではないのですが、この

ような地域の自主性・裁量性を高める仕組みをきちんと講じていくことによって、地域の

知恵を出していただきながら農政改革を進めていくということをアピールしていきたいと
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考えているところでございます。

以下、それぞれ冒頭申し上げたような政策評価の反映でありますとか、担い手への重点

化、そういった事柄について視点を載せさせていただいております。今後、12月の概算決

定に向けて、三位一体の動きも交えながらいろいろと調整をするということになります。

予算が決まりましたら、また改めてご説明をさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○今井企画評価課長 企画評価課長の今井でございます。私の方から、平成15年度の政

策評価の結果についてご説明させていただきたいと思います。

政策評価につきましては、その結果を翌年度の予算要求に反映させるということでやっ

ておりまして、15年度の政策評価につきましては、今年の７月にその結果を公表しており

ますが、お手元に配付しております参考資料３―１と３―２が今年の７月に公表した際に

用いた資料でございます。

先ほども申しましたように、政策評価につきましては、翌年度の予算要求に反映させる

ということで作業をやっておりますので、15年度の政策評価の作業につきましては、昨年

の秋から作業を始めまして、今年の７月にその結果を公表しております。

参考資料３―１を用いまして、概要、ポイントだけご説明したいと思います。

２ページですが、評価の仕組みでございます。基本的には、政策評価は、自己評価とい

うことでやっておりまして、ただ、その評価の客観性を確保して多様な意見を反映させる

ということで、第三者委員による政策評価会を開催しながら評価を行っているということ

でございます。

評価の仕方でございますが、３ページにございますように、これは政府全体の方針です

けれど、大きく分けまして、実績評価、総合評価、事業評価という３つのやり方を組み合

わせてやっておりまして、今回発表したものはこのうちの実績評価というものでございま

す。

評価結果がどういうことだったかと申しますと、飛んで６ページでございます。評価に

つきましては、大目標、中目標、政策分野ということで、各政策分野におきましては、 1

42の数値目標を設定いたしまして、その数値目標に対して15年度の政策の結果がそれにど

のくらい到達していたかという、達成度をＡ、Ｂ、Ｃの３ランクで評価する。Ａは達成度

が90％以上、Ｂは50～90％、Ｃは50％未満でございます。

15年度の結果につきましては、Ａが69％、Ｂが18％、Ｃが13％ということで、14年度評
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価、13年度評価をご覧いただきますと、これは必ずしも評価項目が同じではないので、厳

密には比べられるものではありませんが、傾向としては達成度が上がっているということ

でございます。

ただ、評価に当たりましては、達成度がＡであればもう何もしなくてもいいのだという

ことではなく、数値目標を設定する目標の限界のようなものもありますので、達成ランク

に一喜一憂、拘泥するということではなく、その内容を十分に吟味して施策の改善に結び

つけていく必要があるということで評価をしておりまして、例えば、次のページ以下に幾

つかの例示を載せておりますので、後でよくみていただきたいと思いますが、達成ランク

がＡになっていたとしても、評価結果としては問題点を指摘して改善の方向というのも打

ち出しているということでございます。

７月にここまでのものを公表しましたが、冒頭申し上げましたように、政策評価の結果

というのは翌年度の予算要求に反映させるというのが１つの大きな目的でございますので、

先ほど予算課長から説明がありました参考資料２の94ページ以降に、７月に公表いたしま

した政策評価の結果を17年度予算にどのように反映したかというのを例示的に示しており

まして、こういう形で政策評価の結果を予算の方に反映させるという連携をとって予算の

要求の作業もやっているということでございます。

以上でございます。

○涌野情報課長 それでは、今までのご説明と、関係各府省の食料・農業・農村関連施

策を踏まえまして、「「平成17年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の作

成に当たっての基本的考え方（案）」につき、「資料」に基づきまして説明させていただ

きます。

まず、１番目の基本的考え方でございますが、食料・農業・農村施策は政府全体として

推進していく必要がありますので、関係府省が17年度において食料・農業・農村基本計画

に基づいて講じようとする施策について総合的に記述してはどうかということでございま

す。

構成につきましては、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、また、各施策の年度ごとの実施状況ある

いは実施方針をわかりやすく示す必要があることから、17年３月を目途に取りまとめられ

る予定であります新たな基本計画の項目に沿ったものとしてはいかがかということでござ

います。なお、当面、それまでの間は、「16年度において講じようとする施策」の構成に



- 9 -

沿って作成作業を進めさせていただき、新たな基本計画の構成等が明らかになった段階で、

その構成に切り替えたいと考えております。「16年度の施策」につきましては、３ページ

に参考としてつけてございますが、これは昨年の本部会でお認めいただいたものでござい

ます。

次に、２の留意事項でございます。第１として、これは昨年度のものとあまり変わって

おりませんけれども、概説のうち「施策の重点」においては、重点的に推進すべき施策を

取り上げ、図表等を使ってわかりやすく記述する。その中で、特に、新たな基本計画の概

要や当該計画に基づいて17年度において講じようとする施策等に力点をおいて記述する。

第２として、ポイントとなる施策については、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。

第３として、17年度予算の政府案、次期通常国会の提出法案の概要について、可能な限

り記述する。

第４として、昨年の部会でご議論がございましたが、各施策の内容が、食料・農業・農

村施策として編集することが適当であるかどうかについて留意する必要があると考えてお

ります。特に農村の分野でございましたが、農村的な観点でよく施策を吟味するべきでは

ないかというご意見もございましたので、それを踏まえて、関係省庁と調整の上、記述さ

せていただきたいと思っております。

２ページ目でございます。３．今後の審議の進め方についての提案でございます。本日、

９月13日の第12回施策部会では、「講じようとする施策」作成に当たっての考え方、そし

て「動向編」作成に当たっての考え方について案を提出させていただいております。これ

はいずれも昨年度の第２回目の部会であります11月の部会でお出ししたものでございます

が、前倒しで提出させていただきました。

また、11月15日、次回の施策部会につきましては、既に日程等にご了解をいただいてお

りますが、「講じようとする施策」について、国土交通省等関係府省の施策も含め、その

ポイントを提出させていただきたいと思っております。なお、構成につきましては、この

時点では16年度の構成に沿って精査していただきたいと考えております。

「動向編」につきましては、主要検討課題（案）ということでございますが、骨子の骨

子ぐらいの感じのものを出させていただきたいと思っております。

次に、17年２月下旬頃に予定しております第14回施策部会においては、「講じようとす

る施策」（案）について、これは新しい構成に沿って再編集したものでございますが、そ
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れと「動向編」草案についてご審議いただきたいと考えております。

その後、３月を目途に新基本計画の閣議決定等が予定されておりますので、それを踏ま

えまして、本審議会においてご答申をいただいた後、閣議決定・公表という日程を予定し

ているところでございます。

また、３～４ページは、「16年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の構

成でございますので、議論のご参考にしていただければ幸いでございます。

以上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまご説明いただきました内容も踏まえ、「講じようとする施策」を作

成するに当たって考慮すべき点や、「17年度において講じようとする施策」（案）等につ

いて、幅広にご自由にご質問やご意見をお願いいたします。

また、審議の進め方につきましては、委員間のご議論や行政部局との質疑をより深める

ために、昨年の施策部会と同様に、食料・農業・農村の３分野の各分野ごとにそれぞれに

分けてご意見をいただき、議論してまいりたいと思います。

各分野ごとの項目につきましては、「資料」の最後に添付されている参考の「16年度に

おいて講じようとする施策」を参考にしていただければと思います。

なお、「動向編」につきましては、この後の審議の場でご意見等をいただきたいと思い

ます。

それでは、「食料」に関係する分野についてご意見を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。

斎藤専門委員、いかがでしょうか。

○斎藤専門委員 毎回ちょっと気になるのですが、食料の安定供給の確保に関する施策

でございますけれど、いつも「食品産業の健全な発展」という言葉が出てくるんですね。

では、健全でないのは何だろうと。そうすると、食品産業はもともと健全でないところが

多いのかなという感じもしないでもないですが、もうそろそろこういう時代ではなくて、

我が国の食品産業の基本的な調整力はどこにあるのか、あるいは農業とのリンケージはど

こなのかというので、ちょっと気になるところですが、今度の新しい施策の中で、強い農

業をどう作るか。それに対する交付金がかなりありますが、その中での大きな問題は、流

通関係との連携ということもかなり入っているようでございます。

そういう意味からいくと、それぞれの食品産業の特徴によって、産業ごとにも違います
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し、この辺をもう少し整理したものがあってもいいのではないかという感じがします。こ

れはＨＡＣＣＰ以下いろいろな要素で、我が国の食品産業の競争力や性格はどうなのかと

いう説明があってもいいのではないかという感じがいたします。

それから、昨今、輸出についての展開が急速でございますが、確かに輸出は必要な部分

がございますけれど、前回の「動向編」で私もうっかり気がつかなかったのですが、リン

ゴの場合などですと、台湾にリンゴが大量に輸出されているという記述がありますけれど、

それなどをみていますと、もっと輸出の競争環境を、あれは多分中国からの輸出がとまっ

たので結果的に日本のリンゴが輸出しやすかったと思いますが、そういう説明がないと、

本当に日本の農産物はこれだけ輸出競争力があるのかという判断になってしまうような気

もします。そういう意味では、輸出の競争環境というものをもう少し説明した上であった

方がいいのではないかという感じがしました。

それから、輸出をそれだけするならば、逆に輸入の障壁も下がるのかということで、輸

出・輸入の障壁の問題についても多少コメントがあった方が私はいいような気がいたしま

した。

いくつか申し上げます。○横川専門委員

まず、輸出については、海外マーケティングができていない段階では、何が売れるという

話にはまだならないのです。例えば、中国でも高収入層などでは日本の野菜も食べたいとい

うニーズもあるわけで、それはマーケティングによってわかるのですね。そういう意味では、

海外へ売るならまずマーケティング予算をとって、十分に調べた上で、何を売っていけるの

か、あるいは何を売っていけないのか、またはどうすればいいのかということをもう少し明

確にしないと、「輸出」という掛け声だけに終わるのではないかと思います。

２つ目は、輸入品への対策がきちんと出来ているかというと、そうとはあまり思えないん

です。例えば、中国のネギは日本産との価格差があって、品質の差もあるわけですが、ある

価格差ならば国内のものを使いたいという人が多くいます。ですから、国内価格と内外価格

差の問題を国としてどう考えていくのかをはっきりする必要があると思います。そうでない

と「自給率を上げたい、上げたい」と言っても実際は下がっていってしまうことになります。

現実的にどうしていくのかを考えなければならないと思います。

３つ目が、市場外流通システムの確立です。今の市場流通システムを否定してはしていま

せんし、野菜の仕組みも大変良いものがあります。しかし、市場を経由しない流通がメイン

になってきているとすれば、そのシステムをどう確立し、位置付けるのか、国としてどう応
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援するのかということを打ち出す必要があります。しかし、それに対して国が今何をしよう

としているのかということがあまり明確になっていない気がします。

また自給率の件は、45％の具体的方向をもう少しはっきりさせないといけないと思います。

例えば、輸入している配合飼料などを、これを減反問題と絡めてもっと自由に作らせて、い

ろいろなものを栽培することによって自給率を上げることも１つの手段だと思います。特定

の作物を作らないと補助金が出ない――これは出る、これは出ないという議論ではなくて、

国内で人間や家畜が食べるものをどう確保するかという、もっと大きな観点で議論をする必

要があり、繰り返しになりますが自給率についてはもっと具体的な対策が待たれます。

とりあえず４項目だけ申し上げました。

○甲斐部会長 ありがとうございました。今、斎藤専門委員と横川専門委員から食品産

業の問題とか輸出入の問題、そして流通問題についてご意見がありましたが、上原委員、

いかがでしょうか。

○上原委員 先ほど市場問題が出ましたけれど、市場の競争力をいかに高めるかという

観点で、今、市場のあり方について検討しておりますが、そういうことを少し踏まえた上

で、１つだけお願いしたいと思います。

案をみてみますと、それなりにいい方向を出しているなと思っているのですが、ただ、

農業の競争力とかいろいろな産業の競争力というときに注意しなければならないのは、効

率性が問題とされているんです。つまり、いかに大量に輸出しようかとか、いかに効率的

な生産をして大量流通を促していくのかと。そのときに一番大事なのは、取引単位の大き

い流通になってしまって、小さな、将来を見渡した質の高い、そういう産業が育たないと

いうことが十分あり得るわけでございまして、今までみんなそうだったんですね。量の競

争になってしまう。

それはそれで消費者が望むのだったらいいだろうということを簡単にいっていいのかど

うか。農業の企画部会のあれをみても、一応そういうことを考慮しているようでいながら、

しかし、もうちょっと具体的に競争というのは単に価格競争ではなくて、質的な側面を考

慮しなければならないという問題意識をもっともっていいのではないか。

それから、輸出入とか食料自給率の問題ですが、改めてこの段階で我々は食料自給率を

なぜ高めなければならないのかという問題を少し考えてもいいのではないか。日本の農産

物の動きをみますと、製品が高度化されればされるほど輸入は少ないはずですね。原材料

に近くなればなるほど輸入が多くなる。そうすると、昔、国際貿易でこういうことがいわ



- 13 -

れました。先進国は、なるべく製品を輸出しないで、製品を輸入してくれと。

ということで、日本は参入障壁が高いといわれていたことと、今回の国際的な位置づけ

は、食料自給率の問題がどうポジショニングされるのかという問題も含めて考えますと、

食料自給率を高めるというけれど、何のために自給率を高めるのかといいますと、これは

私はよくいっているんですが、戦争などが起こったときのリスク管理の１つだと思ってい

るのですが、けれど、食料自給率を高めたからといって、本当にそれは安全なのかどうか。

食料を生産するための機械とかいろいろなユーティリティ、エネルギー関係が輸入に頼っ

ている間は、事は進まないのではないかと思います。

ですから、日本の豊かな文化を作るために日本の食料産業がどうあるべきかということ

を考えることが先であって、食料自給率といったことを大枠を除いて議論すると失敗する

なという気がしております。

○ 野専門委員 食料自給率のところでいきますと、うたっております45％というのは、髙

資料もみせていただきましたが、現実的には到底達成できていないという状況で、この目

標値という数字のところをどう捉えるかにもよりますけれど、やはり食生活そのもの自体

が変わってきているという中で、また、算出したカロリーベースということですけれど、

単純に数字だけでいいのかというのは、自分の食生活を考えても疑問に思うところもあり

ます。

ただ、食のあり方そのものについて、今、先生の方でおっしゃっておりましたなぜ自給

率を高めなければいけないのかというところについても、もう１度みんなのところで考え

ていかなければいけないことだと思っております。

○古賀委員 自給率の問題ですけれど、10年とか20年とか、少し長期的に日本や世界の

人口動態や、その食料がどうあるべきなのか、そんなことも統計としてあるかもわかりま

せんが、そういうこともそろそろ視野に入れながらこの問題を考える必要があるのではな

いかと思いますので、その点だけ課題提起しておきたいと思います。

○八木会長 今、農産物の輸出の話も出ましたので、私の方からも少し発言させていた

だきたいと思います。

日本の農産物を海外に輸出する場合には、非常に質が高いということと非常に安全であ

るという、これが多分売りになると思うのですが、東アジアの各国の経済成長の中でどう

も需要が少し出てきているらしいということについては、我々も上海あたりで調査をした

りしておりますが、その場合に原則は３つぐらいあると思います。
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１つは、先ほど横川専門委員がおっしゃいましたが、相手国の市場と消費者ニーズの動

向をきちんとつかむという、そういうマーケティングが必要なのだろうと思います。

２つ目は、相手国の流通小売業者と提携しながら商品の提案をしていく、我が国の農産

物の提案をしていく、そういう活動が必要だと思いますし、３つ目は、継続的に出荷をす

るということで、価格変動とかレートの変動であるとき落ち込むことはあるのですが、そ

ういうことをどう乗り越えるか。これはある種のリスクになると思いますが、そのリスク

をバックアップするようなシステムを考えていかなければいけないと思います。経常的に

出荷をするということに対して、国としても体制を考える必要があるのではないかと思い

ます。

それから、１点、質問ですが、参考資料４で、平成15年度の国民１人１日当たりの供給

熱量が 0.4％減の 2,588キロカロリーになったということですが、この要因について、高

齢化のようなことなのか、あるいは若い世代の摂取カロリーが減りつつあるのか、その辺

を簡単に教えていただければと思います。

○甲斐部会長 それでは、事務局から、今までいただきましたご意見について、回答な

どがございましたらお願いいたします。

○高橋総合食料局食糧部長 食糧部長でございます。今、会長からお話がございました、

参考資料４の総供給熱量が対前年度 0.4％減の 2,588キロカロリーについてでございます

が、年齢階層別等の状況については、確かに日本の年齢構造などが変わってきているわけ

でありますけれど、そこまでの資料は手元にないのですが、今回の減少の中で一番大きい

のはコメの消費量で、ここのところの落ちが寄与率としては一番高いのかなと思っており

ます。炭水化物におけますカロリー供給量の部分がかなり大きく落ちておりますので、こ

の部分がやはり大きいのかなと思っております。

○甲斐部会長 ありがとうごさいました。

輸出促進について、国際部からよろしくお願いいたします。

○紺野国際部国際政策課長 輸出に関連して、何人かの委員の先生方からご指摘を受け

ました。

まず、斎藤専門委員から、輸出の環境についてもう少し背景を詰めてきちっと記述した

方がいいのではないかというご指摘をいただきました。これは「動向編」の方で次回に留

意して対応したいと思っております。

それから、横川専門委員から、そもそもノウハウをしっかりとわかっているのかどうか
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というご指摘をいただいております。参考資料２の43ページをごらんいただきたいのです

が、そういう点も踏まえて、１のポイントの(1) の「産品ごとの生産者と商社の間等の連

携による多様な輸出事例の定着化」、こういったところで、できる限りマーケティングを

含めてそういったノウハウの蓄積を考えております。

さらに、八木委員から、継続的にやるべきだというご指摘もいただいております。その

点につきましては、そこに通年型の販売活動と出ておりますが、１日だけのセールスでは

なく、継続的な努力をやっていくという考え方で、来年度、要求をしているところでござ

います。

○甲斐部会長 私はＪＥＴＲＯに少し関係しているのですが、相手国の植物検疫のあり

方が、そもそも売る前に持ち込めないということがありますけれど、そのことに対しては

どんな対策を立てているのでしょうか。

○紺野国際部国際政策課長 その点につきましては、まさに個別的な話につきましては

それぞれ相手国の検疫当局に話をするしかないのですが、今年の４月でしたか、輸出促進

室というものを国際部の貿易関税課に設けまして、そういった情報につきましても、民間

の方々からのご意見等を迅速に私ども行政部局でも受けとめるような体制を整えていると

いうのが実態でございます。

○涌野情報課長 自給率につきましては、今後検討されることとされており、また、

「動向編」の方でも検討して対応させていただきたいと思います。

○高橋総合食料局食糧部長 まず、市場流通の問題でありますが、これは多分２つ大き

く分かれると思います。１つは、市場流通といわれた場合の中で、今の卸売市場制度に基

づく市場問題と、もうちょっと幅広い市場流通の関係だろうと思っております。

このうちの卸売市場の問題につきましては、今回も多分書くことになると思いますが、

卸売市場法の改正を前国会で行わせていただいておりまして、これに基づきまして、新し

い市場の近代化等を含めて、現在、施行の準備をしているところでございます。

それから、市場外流通と市場内流通というものについてどのように考えていくかという

ことでございますが、当然のことながら、大量のロットをいかに効率的にさばくかという

意味でこの市場制度があるわけでございますけれど、一方において、地産地消等も含めて

個別に対応しなければならない問題、さらに、新しい流通形態の中でどのように市場を関

与させていくのかという議論につきましても、今回の市場法の改正の中で議論されており

まして、その点も踏まえて対応してまいりたいと思っております。
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○甲斐部会長 今までの事務局からの回答に対して、ご意見のある方はおられますでし

ょうか。

確かに言葉としてはそう出るのですが、実際にどう変化をしていくの○横川専門委員

かはっきりしないと、どうしても市場中心流通になり遅れが出てきてしまうこともあります。

ただ、もちろん、市場の果たす役割としては、小さい農家の人も助かっていますし、買う方

も品揃えという点では便利なんですね。ですから、両方使っていかないといい形で商売がで

きないんです。この辺を、市場だけにこだわるとどうしても問題があるので、もう少し具体

的に、いつごろまでにどうするかの明示が必要です。農林省内の組織として、市場流通課が

あっても市場外流通に対してはどこが担当なのか決まっているのでしょうか。

○高橋総合食料局食糧部長 組織ベースで市場の担当の室長――今は実は流通課長とい

う形になっておりまして、当局の方においても、卸売市場を担当している部門と、食品産

業流通一般を担当している部門がございます。それから、市場の大宗は、野菜・青果と畜

産、そして水産ということになるわけでございますが、それぞれの物品ごとに特性がござ

います。

青果は青果、野菜は野菜の特色と、水産については、ご承知のとおり、単に消費市場の

問題ではなくて産地市場の問題もございますので、その辺は水産庁の加工流通の部門が担

当をしております。それから、畜産の関係につきましては、さらに前段におけますセンタ

ー等との問題がございますので、この辺も含めて、食肉鶏卵課というところでやっており

ますので、必ずしも卸売市場だけをみて行政を行っているというものではございません。

それぞれの担当部門の中で、市場外流通も含めて、今申し上げました食品全般の流通対

策を、もちろんまだまだ問題点はございますが、それを所管しているところでございます。

もう１つ、流通する商品の多様性について、加えさせていただきたい。○横川専門委員

今日のように食品の流通加工度が高まってくると、今までのような素材のままの原型流通と

はちょっと形が変わってきます。例えば魚は、日本の中の市場流通と同時に、海外流通の形

を視野に入れる必要があります。現に三角貿易とはいかなくても、獲れるところと加工する

ところと消費するところという３つの国に関係してきていることもあります。これは肉につ

いても同じですし、野菜についても、あるいはフルーツについても、産地国でカッティング

して冷凍して持って来た商品が出始めています。

それぞれの食品の形が変わる、加工度が変わる、そして価値が変わる、そうしたものを売

るという時代になってきて、本当に対応ができるのかという問題が現実にあるということを
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お伝えしておきたいと思います。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

それでは、食料についてはこのあたりにしまして、次は、農業に関係する分野について

ご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。

○新開委員 今まで企画部会の方に私は参加しておりまして、全体的に今度なされる政

策には非常に賛成して、いい方向に行っているなというのが実感です。担い手に集中する

となっていますけれど、担い手が認定農業者になるのですが、全国的に認定農業者という

のがきちんと位置づけされていないんですね。それから、男性と女性と農業はいますけれ

ど、今まで男性だけは認定農業者になって、女性もなれるといっても、まだ各市町村がそ

こを把握していないので、女性が行政に認定農業者になりたいといっても、「女がなった

ところはないですよ」ということで、また、そういうことも末端に届いていない。

ですから、今回の基本計画見直しの中に、担い手に集中するというのがすごく誤解を招

いていて、「弱者切り捨て」と組合長さんたちのあいさつに入っていて、せっかく一生懸

命話し合っているけれども、末端には全然違う方向に伝わっているんです。そういう部分

で、担い手に集中するというところをしっかりやり直していかないと、認定農業者なんて

全然いない地域もありますし、「女性が何で認定農業者になるのか」という地域が多いで

すので、もう少し末端に説明が行き届かないといけないのではないかなと思います。

○増田委員 たまたま私は幾つかの部会の議論の場に座らせていただいて、共通した感

想をもったのですが、どの議論の場でも、今、高齢者というものを位置づけていかなけれ

ばならないとはいいながらも、位置づけをしないとか、切り捨てるとか、例えば果樹の話

の中で、「園地というのは傾斜地が多いから高齢者には危険だ」とか。そして、若い男性

の奪い合いになるんですね。この部会とこの部会は若い男性の奪い合いをしているような

姿がみえてくるというのが、現実的に私のもった感想です。

これは高齢化社会の中ではないものねだりになってしまう。もちろん、若い労働力の確

保というのも大切ですけれど、この時期、高齢者労働力の確保とか、高齢者が担える農業

のための細かい方策を明確に打ち出していかなければ、農業の生産現場というのは立ち行

かなくなるだろう。それは女性の労働力の確保などの活用ということもあわせてですけれ

ど、何よりも高齢者の今まで培ってきた技術とか勘のより活用を目指しながら、例えば、

傾斜地で農作業ができるような方向にするにはどうすればいいかとかといった、細かいこ

とを明確に出していく時代ではないかなと思います。
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たまたま私は果樹の場で強く思ったのですが、果物の生産には女性の感性とか高齢者の

長年の知恵というのが一番適している場だろうと。それを「高齢者は危ないから向かない

でしょう」といっているようでは、なかなか先が見通せないんじゃないかという気がいた

しております。

○畑中専門委員 遅れてまいりましたのでご説明を聞いていないのですが、中身と、施

策の資料の作り方みたいなものでご要望申し上げたいと思います。

お役所の場合にはどうしても新しい施策というものを中心に書かれて、これは重点を置

かれるところですから当然だと思うのですが、読む方からいうと、全体に何が行われてい

るかというのを、お役所の方針とか全体の中がわかった上で、ポイントがわかれば、頭の

中に全体像があって、そこに重点のものを入れていけば全体が理解できるということにな

るのですが、一般の方はなかなか全体像があるわけではないのだろうと思いますので、全

体がわかるような形のものを一応書いていただいて、それから「来年はこういうポイント

でやるのだ」というようにまとめていただけると、大変ありがたいと思います。

予算の説明みたいになるのが従来の政策の書き方として多いのですが、私が申し上げた

ような形にだんだんなってきていますけれど、もう一歩わかりやすい形にしていただけた

らありがたいなと思っております。中身はこういうことでおやりになるのは結構だなと思

います。ただ、新しい政策の転換のときでありますので、転換の部分だけを強調されると

全体像がなかなかわからないということになるので、全体がわかるように、簡単でもいい

ですから入れていただいたらどうかなという、お願いでございます。

○斎藤専門委員 農業分野の③に、安全安心・地域ブランドの確立と、参考資料２では

46～47ページですが、なかなか斬新な指摘がありまして、特にブランドの権利保護まで含

めてどのように確立するか、食品産業との連携も含むということなのですが、これは事業

としては非常に新しい名前でございますけれど、ここでいう食料産業クラスターというの

はどんなことを考えているのかなという感じがします。

つまり、実態としてみたときに、こういう事例はあまりないだろうということと、もう

１つは、産地ブランドを新品種等の権利保護、認証のようなシステムを一方で組んでいく

ということになると、非常に事例が少なくなって、有機ＪＡＳのような形になってしまう

のではないかという感じもしないでもないのですが、この相互の関連性、地域の活性化と

の関係で、どんなことを考えられてこの施策が講じられているのか、ご説明いただければ

と思います。
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○甲斐部会長 新開委員、台風が連続して来ておりますけれど、災害対策というよりも、

被害はどうでしたでしょうか。

○新開委員 九州はもちろんのことですけれど、台風が全国各地に被害を置いてまいり

まして、私は今、農産物直売店をしておりますけれど、果樹はナシなどみんな落ちました。

それから、花の農家はハウスが倒壊しましたし、野菜農家はせっかくまいたものが全部き

りきり舞いしてつぶれて、農産物直売店に出せないような状況にあるんです。こういう台

風が何年に１回か訪れますし、今年は九州は２回も立て続けに大きなものが来ました。で

も、その辺の理解というのが何か少ないような気がします。

といいますのは、今度の大きな台風が来た後に、今、特に食品の安全・安心とかという

ことで、保健所が調査に来ました。あの激しい台風の翌日に、農産物直売店に必死でもっ

てきたのに。私が責任者なんですけれど、一言もいわずに食品をあつかっていたんです。

何をしているのか私は知りませんでしたが、「店長さんはいらっしゃいますか」ともいわ

ないのでほっていたんです。抜き打ち検査に来たのだと。抜き打ち検査に来たなら来たで

なぜあいさつしないのかといったんです。そうして、１キロずつとっていくのに、軽いも

のの１キロというのはこんなにあります。あの災害の翌日に何て厚かましいと思って私は

非常に憤慨したのですが、地方では、食の安全・安心の調査が、はき違えているところが

非常に多いということをぜひいいたいんです。

前回もいったんですけれど、食品表示にしても、バーコードがありますから、直売店と

いうのは、誰が作って、野菜の名前と値段がついているんです。たまたまおばあちゃんた

ちでしたので、野菜で 100円としていて、なぜホーレンソウとしないかということを一生

懸命注意するんです。ピーマンとしていないで野菜としていたと。消費者は誰もそういう

ことを要望していなくて、安全か安心か、誰が作ったかと、国産か輸入品かというのをみ

んな必要としているのに、農林事務所などの検査するところは、食品の安全・安心のはき

違えをしているんじゃないかなと、私はびっくりしたんです。

この台風でどれだけの農家が大変な思いをしたかというのはお構いなしに、翌日にそう

いう検査に来て、「この忙しい時期ですから後にしてくれませんか」といっても、「私た

ちの検査が間に合いません」といって、「それならどうぞもっていってください」と、私

も機嫌を悪くして言い合ったんですけれど、行政というのは、そういう資格をもっている

人は突然現れてもいいというような感じで、事件か何かあって警察ならそういうことがで

きるでしょうけれど、「うちはそういう変なことはしてないですよ」といったんです。今、
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トレーサビリティとか有機栽培とか、農家には非常に要求が多いんですけれど、調査に来

る人は何も知らない人が来て、農家の苦労も知らない。だから、食品の安全・安心の問題

というのはどこか違っていっているんじゃないかなと思います。

そして、弱いところに来て、どこの国で誰が作って、何が入っているかわからないよう

な加工品には何も調査がない。だから、私は、「中国の農家に１軒１軒回ったらどうです

か」といったんです。日本の農家には１軒１軒、そして安全に作っている人たちのところ

にばっかり調査に来て、輸入品でどれだけ調査が行っていないものが多いかということも

わかっていない。そして、災害に遭ってもわからなくて、翌日調査に来る。日本の農家の

一生懸命さが間違った方向に行っているんじゃないかなと思います。

それから、先ほど上原先生からも、この時期に来て自給率をどうして上げなければいけ

ないかというお話が出ました。それから、前回、ヒアリングのときの経済界の方も、この

時期に来てなぜ自給率を上げなければいけないかということもおっしゃいました。それか

ら、経済の低迷は農業がかなり邪魔をしているような、負担になっているようなことをお

っしゃいましたけれど、そういうことではなくて、日本の生産したものを食べる時代を築

かないと、自給率を上げる方向に進むといわないと、若者は誰も農業を継がないんじゃな

いかと私は思います。

何十年間農業をしてきましたけれど、農業を本当に真剣に考えてくださった人がどれほ

どいるかということと、今、子供たちがどれだけ体が病んでいるか。防腐剤とかさまざま

な要因もあるかもしれませんけれど、私は逆に、先進国でありながら、自分の国の食べ物

を自分の国で生産し切れないから、これほど子供たちの体が病んでいると思うのです。で

すから、経済とか流通とかばかりいう前に生きる原点は何なのか。日本を守るためにはど

れだけの農業を残さないと、環境も食も安全ではないという、そういうところに行かない

で、何か日本の農業をおろそかにしている部分があると思うのです。

生きる原点の命を考えないで、効率的とかそういうことばかりいってはいけないと思い

ますので、私は公募してここにやってきたんです。私たち下々で農業をしている人なんて、

どんな意見も今までは通じなかったんです。でも、これからはもっと汗をかく本当の現場

の声をここに反映させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 それでは、事務局から、これらのご意見に関しまして説明をお願いした

いと思います。

まず、女性経営者の問題について、経営局からお願いいたします。
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○柄澤経営政策課長 最初に、新開委員から、今回の企画部会の議論についてご紹介い

ただきまして、基本的にその方向は賛成だというお話でございました。そういった中で、

女性の問題の前に、担い手にいろいろな施策を集中化・重点化するに当たって、弱者切り

捨てではないかという声があるというお話がございました。この点については企画部会の

中間論点整理の中でも明確に触れられておりますが、今までのような幅広い農業者を一律

に対象とするような価格政策等にはいろいろな問題が生じてきていることから、構造改革

にドライブをかけるためには、一定の担い手にいろいろな施策を集中化・重点化する必要

があるということで、こういった方向が出されているわけでございます。

これは、弱者切り捨てということではなくて、例えば、担い手が十分育っていないよう

なところであれば、集落への組織化を進めたり、あるいは、担い手に対して土地や作業を

出すことによっていろいろなメリットを受けるとか、いろいろな道が当然考えられるわけ

でございます。このように、弱者切り捨てという考え方ではないということは、私どもも

十分説明をしていく必要があると思います。

また、認定農業者制度について、地域で十分に位置づけられていないのではないかとい

うお話もございました。これはいってみれば鶏と卵のような関係だと思います。認定農業

者制度は、地域の中で自らの申請・意思に基づいて地域の中から担い手を育てていくとい

う考え方でございますので、国があまり上から押しつけるようなことはできないわけでご

ざいますが、今回新たな施策の方向が示されることによって、むしろ積極的に地域の中で

担い手を見い出して、認定農業者等に誘導していくという動きが加速化するのではないか

と思っておりますし、私どももいろいろな予算措置等を通じましてそういった動きを支援

していきたいと考えております。

また、女性についてのお話がございましたが、これは従来から、認定農業者制度の中で

も、女性がなるべく認定を受けやすいような運用をとってきておりますし、また、高齢者

についてのお話もございましたが、この点についても中間論点整理に明確に役割・位置づ

けがされております。こういったこともしっかりと受けとめて、私どもの施策を展開して

まいりたいと思っております。

○甲斐部会長 それでは、予算の要求の概要の46ページに地域ブランドのことが書いて

ありますが、これについて総合食料局と経営局からご説明をいただきたいと思います。

○高橋総合食料局食糧部長 まず、食料産業クラスターの問題ですが、農業あるいは１

次産業の場合に、携帯電話のノキアのような産業クラスターの典型的なすそ野の広い形の
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ものというのはまだないわけでありますが、農業分野にいたしましても、食品産業分野に

いたしましても、新たな品種の導入でございますとか新しい付加価値的な食品・加工品を

構築する中で、例えば、施設栽培と提携をしたような加工産業との連携の問題、また、一

部の新品種を導入することによりまして、畑作部門においても加工用の新しいサイトなど、

そういったものを使った食品・菓子産業等との連携等々、いろいろな形でみられると思い

ます。

例えばブドウ酒等との関係で、新しいワイン用品種の導入に伴いまして、ワインメーカ

ー等との間でこういったクラスターのようなものをつくっていくということもみられるわ

けであります。

そういう形で、従来から農業と食品産業間の連携ということを進めてまいりましたが、

さらにそういった新しい戦略的な作目あるいは産品を導入してこういう加工度の高いもの

に対しまして付加価値の高い商品展開をしていくということを食料産業クラスターとして

推進してまいりたいと思っているところであります。

それから、ＧＩの問題でございますが、地理的表示の関係につきましては、これも近年、

国際的な動きもあるわけでございますけれど、この辺につきましては新しい制度として、

どのようなものについて、どういう制度でやっていくのか。例えば、既存の商標法等の制

度もあるわけでございますので、そういったことも念頭に置きながら、新しい制度として

どのように仕組んでいくのか、現在検討中でございますが、地域の伝統ブランド、特定の

技術、特定の産品に伴って保護されるべきブランドというものについて、こういう新制度

の導入によりまして対応してまいりたいと思っております。

○甲斐部会長 次に、表示とか安全・安心について、消費・安全局からお願いいします。

○高橋消費・安全局審議官 先ほど新開委員からお話がありましたが、施策の今後の方

向とかそういうことではなくて、現場における表示基準の、今は農政事務所ですけれど、

その辺で現にあった現実の場面だと思いますが、どういうことで災害の翌日に現場が動い

たのか私も今承知しておりませんが、実際にそういった適用の場面で生産者の方々との関

係で、こういった基準の適用に関しては、お互いにトラブルが起きない形でソフトに我々

もやっていきたいと思いますので、もし現場で大変心象が悪いようなことがあれば私もこ

の場で陳謝申し上げます。いずれにしても、農林水産物の表示基準の適用をきちんとやっ

ていきたいと思いますけれど、生産者の方々のご理解を得ながらきちんと進めていきたい

と思いますので、その辺はご理解を賜りたいと思います。
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○涌野情報課長 畑中専門委員からのご指摘についてでありますが、できるだけわかり

やすい全体像ということで、そのように努力したいと思います。

それから、冒頭のご説明の中で申し上げましたが、前回、畑中専門委員から、施策編で

の農村の部門にあまりそぐわないものが入っているのではないかというご指摘もありまし

た。それも含めまして、わかりやすいものとなるよう努力したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

○甲斐部会長 それでは、今の事務局からのご説明に関しまして、何かご意見はござい

ますでしょうか。

安全・安心の問題については、ここでの議論になりましょうか、それ○横川専門委員

とも別にやるのでしょうか。

○甲斐部会長 ここでです。

ここでよろしいですか。それでは、何点かお願いします。○横川専門委員

まず、トレーサビリティについてです。牛肉からスタートして、今準備が進んでいるわけで

すが、これをどの辺まで考えているのか、トレーサビリティの１つの方向性をどこかで明示

する必要があるなと思います。また私は、トレーサビリティと制度の問題についても今は不

完全だと思いますので、消費者のためにはどの程度までトレーサビリティの中身をそろえて

いく必要があるのか、１度議論をしていただきたいと思います。

２つ目には、アレルギー問題です。表示することばかり言われていますが、アレルギー自

体の発生原因を究明しなくてはいけないと思います。これは、厚労省がやることなのかもし

れませんが、アレルギー問題をどう解決するのかということについても、もし農水省として

触れる必要があるならば、是非取り上げていただきたいと思います。

それから、根本的な意味での土壌改良というのをしないと日本の農業はだめになるという

主張を私はしていますが、いざ天地替えをしようとすると２年ぐらい作物が作れないわけで

すね。その期間を補てんするような形で、日本国土の土地の改良ということについてどう考

えるのか、また補助金などは考えているのか聞かせていただきたい。

もう１つは、添加物の問題です。新しいものが出てくると議論されるわけですが、過去に

認可したものについての再検討はあるのでしょうか。時代の変化とともに、認可を取り消す

必要のあるものも出てきます。例えば、以前着色剤を使っていたものが、着色がよくないか

らやめて無着色にしましたというので裏をみると、発色剤と書いてあるケースがあります。

そうなると、着色剤と発色剤とどっちが体に悪いか、もしかすると発色剤の方が体によくな
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いかもしれないんです。私は専門家ではありませんが、無着色ということが問題のときに発

色剤が出てきて、それがいかにもいい商品のように売られていくということをだれがチェッ

クしていくのかということについて、今の制度の中では十分ではないと思います。

そういったことを含めて、何が安全で、何が安全ではないのかということを明確にしてい

かないといけません。今の時代からずれてしまっているものが、過去の食品安全問題の中に

幾つかあるのではないかと思います。

○高橋消費・安全局審議官 ３点ほどあったかと思います。トレーサビリティ、アレル

ギーの問題、そして添加物のお話がございました。

トレーサビリティにつきましては、今は法律の制度としてきちっと位置づけているもの

は牛に関するものであります。これはご承知のとおり、ＢＳＥの問題もございましたし、

そういう意味で、何か問題があった場合に、トレースバックがきちっとできるようなもの

として現在制度をやっているわけであります。

そのほかの食品一般については、今日、予算の方でもご説明申し上げましたが、消費者

からすると生産者の顔がみえる、できるだけ生産現場との距離感を埋めるという意味でも、

必ずしもトレーサビリティということではありませんが、そういった情報がうまく伝わる

ようなシステムとして、私どもは今後はユビキタスのコンピューティング技術を活用した

システムを作っていきたいと考えておりますが、トレーサビリティを牛以外の食品一般に

制度化することについては、これは制度ですから当然法律上のいろいろな義務などが伴う

わけですが、そこまでの話ではまだないだろうと。ただ、予算でこういう措置を講じて、

生産の現場と消費者との距離を埋めていく格好での１つの誘導策といいますか、できれば

そういうものが広がっていった方がいいという意味で、誘導という意味での施策を進めて

いるという段階でございます。

それから、アレルギーの問題につきましては、表示の関係で、この夏にもアレルギーを

起こしやすいものについて、食品の方でどのように表示をしていくかということで基準を

変えております。今後、出てきますが、これは主に厚生労働省の所管になりますけれど、

「こういった食物からアレルギーが出やすい」という表示はできるだけ進めていこうとい

う段階に現在ございます。

それから、添加物につきましては、私どもの所掌範囲というよりは、食品衛生法の世界

になりますが、そこは過去のものは全部ほったらかしということではなく、順次、見直し

はなされているものと承知をしております。
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○宮本農村振興局計画部長 ご指摘にございましたように、土壌改良は農地の生産力を

高めるという意味で極めて大事なことだろうと思っております。そういう面では、たい肥

化も含めまして、そういった施策の推進ということを図っているわけですが、横川専門委

員がおっしゃいましたように、入れる間、２年かかるのかどうか私も必ずしも技術上詳し

くはございませんが、現実問題、そういう部分について、現在の補助制度としましては、

例えば土地改良事業をやります、圃場整備事業をやりますというときに、それとあわせて

土壌改良資材を入れる、あるいはたい肥もあわせて投入する、そういった部分についての

支援策は講じているところでございます。

いずれにしましても、バイオマスの推進も私ども農水の施策におきましても１つの柱に

なっておりますので、引き続き、こういった面については努力していきたいと思っており

ます。また、実際に今回の交付金化の中にも１つの柱として、バイオマスの輪作りの交付

金というものも位置づけ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。

次は、「農村」に関する分野についてご意見を伺いたいと思います。

○斎藤専門委員 これは毎回のように申し上げるのですが、農村の直売場がよく議論に

なります。それで、これは農村の施策の中で議論する部分と、それを通り越して相当な規

模になって、またそれなりの問題も随分発生しているわけでございまして、これは流通施

策との関係でマッチングして議論をする場を作っていただけないかという感じがいたしま

す。

といいますのも、相当な過当競争の中でむしろ安売り攻勢が非常にございます。と同時

に、新しい戦略をみつけていかないと、例えばマーケティングがあるかというと、職場上、

マーケティングらしいものは見当たらないケースが多いわけでございます。また、業態転

換も必要とされる可能性が大変高い。ということになりますと、農村の施策だけではなく、

流通政策との連携を考えていただけないかということでございます。

それから、この農村の「動向編」でいきますと、記述のところが、最近、産業の相互の

関連性を重視した展開ということで大変いいのでございますが、資源のあり方、循環、そ

して関連する産業ということでございますけれど、必ずしも農業という産業だけではもう

地域は語れなくなったろうということでございます。農村というものと地域というものと

どちらが先に立つかということでございまして、この辺の説明を、資源がだんだん広がっ

ていけばいくほど、そういう発想を取り入れていかざるを得ないだろうと思うのですが、
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この辺が第１です。

それから、農水省の施策を中心にして記述する、あるいはそれを念頭に置くということ

が多いわけでございますが、先ほど交付金の問題でもございましたが、地方分権の中では

地域独自の取り組み、県も市町村もですが、そういうものをもっともっと入れていかない

と、地域の活性化と連動していかないのではないか。あるいは、資源の利用のあり方、新

しい方法を模索できないのではなかろうかという感じがするわけでございますが、その辺

についてどうお考えでしょうか。

○古賀委員 これは作成に当たっての考え方の、昨年、16年度においての構成の中の農

村振興に関する施策の３点目の都市と農村の交流などに関する施策に入ると思うのですが、

ここはただ単に農村の振興ということだけではなく、２つの側面をもっていると思います。

１つは、こんな一言で語れるかどうかはわかりませんが、言葉を選ばずにいえば、安ら

ぎのような精神的価値を提供する、そんな１つの母体となるでしょうし、２つ目は、新し

いライフスタイルとか多様な価値観の形成ということで、都市生活者がＵターンやＪター

ンやＩターンを通じて、これまでとは質の異なるライフスタイルを形成するというところ

も非常にもっているのではないかと感じます。

そんな視点は当然のことながら入っていると思いますが、そういうことも少し強調して

施策の中に書き込むべきではないかと思っておりますので、意見提供しておきたいと思い

ます。

○上原委員 農村が今後どうなっていくのかというのは私も知りたいのですけれど、こ

れは食料・農業と大きくかかわっているのではないか。どうもこれからの農業というのは

従来の農業とは変わった形になっていくだろう。加工業と流通業が組み合わさってフュー

ジョン化したものがもう１回再構成されるような、そういうイメージの農業というものが

かなりでき上がっていくし、そういうところが国際競争力をもつのではないか。

国際競争力については後ほど申し上げたいと思いますが、例えば、どんなイメージをし

ているかといいますと、ワインが比較的それに近いのではないか。ワインという加工があ

って、ワインのマーケティングをして、加工用のブドウができると。ところが、日本でそ

れと似たものを探すのは結構難しいんです。例えば、私は日本酒が大好きなのですが、日

本酒とコメとはどうかかわっているのか。コメは農水省だけれど、日本酒は財務省じゃな

いかと。この辺の生産、加工、マーケティングや販売、その辺のフュージョン化と合成化

ということがこれからは非常に重要であって、ひょっとしたらこれからの農村もそういう
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ことを意識した産業集積の中で農村が定義できることもあるのではないか。これが第１点

です。

第２点は、今とのかかわりで、先ほど私が申し上げたことが誤解されているかもわかり

ませんが、輸出とかそういう問題ではなくて、農業自身が産業の中でグローバル化してく

るという位置づけだろうと思います。ですから、そのことを意識した国際競争力をつけて

いかざるを得ないのではないか。これはほかの商品などをみますと完全にグローバル化し

ている。ですから、例えば大田区にあるちょっとした中小企業をみても、生き延びている

のはみんなグローバル企業です。

そのときに農業にとって非常に重要なのは、量は少ないけれど、グローバルにみれば量

が集まるんです。ですから、下手に日本国内の産地間で量産して競争して、そして味が落

ちていくという、そういう競争パターンではなくて、少なくてもいいから思い切って国際

的に出る。日本国内とか１つの地域では量は少ないけれど、地域の特産物でも、量は少な

いけれど、グローバルにみれば量を集められると。これがまさにグローバルマーケティン

グという考え方で、そういう考え方をもつべきだというのが私の本音であります。

それから、もう１つだけ私の意見を述べさせていただきたいと思いますが、トレーサビ

リティというのは、よくよく理論的に考えますと、これは事後対応を予定しているんです。

何かあったらトレーサビリティすればいいと。では、もし安全が保障されるとしたら、ト

レーサビリティという考え方は要らなくなる。

そうしますと、現実的にみて、皆さん作物をつくったり流通させていくときに、自己責

任がとれるような、そういう仕組みをつくることが重要なんですね。そういうことを考え

ますと、トレーサビリティというのは、コスト的にみても、社会的にみても、完全に通す

ことが難しい。そこは現実的に考えるとブランドなんですね。ブランドを企業や担い手が

もつことによって、そこは自己責任をもたざるを得なくなるわけですね。そういう方向を

そろそろ考えていくことが重要ではないかと感じます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

それでは、事務局から、今のお三方のご意見に対して、よろしくお願いいたします。

○宮本農村振興局計画部長 まず、斎藤専門委員からご指摘がございました、農村の資

源等を考える場合に農業だけで語れないと。まさにご指摘のとおりであろうと思っており

ます。農業がそういう資源を守ってきたという部分、あるいは農業が一方において環境負

荷を与えるからそれを軽減しなければいけないという部分、それも当然ございますけれど、
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あわせて、環境、景観全般をみましたときに、農業以外の部分も当然あろうかと思ってお

ります。最近の施策でも、こういった分野全体を強力に進めるという観点から進めている

ところでございます。

それで、全般の記述の話かと思いますが、農水の取組のみがどちらかというと重視され

ていると。これまでもいろいろな各種地域の事例等をできるだけ入れる方向で白書の記述

をしてきたところでございますが、引き続きこういった分野、あるいは資源の保全の考え

方、あるいは上下流の関係でも、各地域独自の取組がございますので、こういったものも

十分把握しながら、白書の中に盛り込むように努力していきたいと思っております。

それから、古賀委員から、都市と農村の交流の話がございました。この従来ベースの書

き方、あるいは基本法上の書き方も、都市と農村の交流の推進という形で書かれておりま

すが、ご指摘のような懸念もあるということもありまして、まだまだ十分言葉が定着して

いない部分がございますが、最近は「都市と農山漁村の共生・対流の推進」ということを

いっています。なぜこういう言葉を使ったかといいますと、今ご指摘の話がございまして、

交流だから必ずしもそういう意味ではないのですが、農村地域の活性化のために都市の人

を呼び込むのだということだけのように聞こえるということもございまして、１つには、

都市と農山漁村それぞれが対立構造ではなく、それぞれが相手を尊重し、互いに入り交じ

りましょうと。そういう面で新しいライフスタイルを提案するという観点から、そういう

言葉遣いもしながら、今、「共生・対流の推進」ということをやっているわけでございま

す。

実はこの項目自体は、基本法の文言である項目が農村の振興に関してそのまま使われて

おりまして、１が全体を包含するような言葉で、２が中山間で、３が都市と農村の交流と

いうことで、やや論理的整理が十分ではない部分もあろうかと思いますが、今後の重点施

策という感じでこうなっているわけでございますけれど、その辺の構成は官房の方とも相

談しながら、今ご指摘のことも踏まえて、少なくとも内容におきましては十分書き込んで

いきたいと考えております。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

各委員から、施策に関する貴重なご意見、ご要望がございました。今後、事務局におか

れましては、本日の議論を十分踏まえて、「講じようとする施策」の作成に当たっていた

だきたいと思います。

この件についてそのほかに特段のご意見がなれば、次に、「動向編」の作成に当たって
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の考え方（案）についてご意見を伺いたいと思います。

まずは、事務局からご説明をお願いいたします。

○涌野情報課長 参考資料１をごらんいただきたいと思います。「平成16年度「食料・

農業・農村の動向に関する年次報告」（動向編）作成に当たっての考え方（案）」でござ

います。時間もございませんので、読み上げの上、若干の補足説明をさせていただきます。

１．基本的考え方でございます。

(1) 「動向編」につきましては、国民に対してわかりやすい情報を提供するという観点

に立ちまして、統計データや事例を用いて最近の特徴的な動きや、基本法の基本理念の実

現に向けた施策推進上の課題を明らかにすることによって、食料・農業・農村についての

国民の理解の促進に役立つように作成する必要があると考えております。

(2) 具体的には、17年度からスタートいたします新たな食料・農業・農村基本計画に基

づく農政改革の推進に資する観点から、食の安全・安心対策、経営安定対策、担い手・農

地制度、農業環境・資源保全政策を始めとする基本計画の主要課題を中心に、５年間でご

ざいますが、現行の基本計画策定後の食料・農業・農村をめぐる情勢変化を明らかにしつ

つ分析、検討を行いたいと考えております。

(3) この分析、検討に当たりましては、

①我が国の「食」と「農」の間の距離が広がってきたという先ほどのご指摘もございま

すが、そのような実態をさまざまな角度から浮き彫りにした上で、その距離を縮め、食の

安全・安心とその安定供給システムの構築を基本とする日本の食料・農業・農村の再生に

向けた課題の整理をいたしたいと考えております。

②日本の農業や農村の強みや特徴を伸ばすこと、地域の立地特性に応じた取組の重要性

等を明らかにしたいと考えております。

③農村の現場での改革や変革に向けたさまざまな動き、取組の紹介に重点を置いて記述

したいと考えております。

２．主な分析・検討の視点でございます。

(1) 食料分野でございます。

①新たな食品安全行政の本格的な展開の下での食の安全・安心の確保に向けた取組、ま

た、昨年度もご指摘がありましたが、米国ＢＳＥ問題の動向、消費者の意識行動とリスク

コミュニケーション等についての分析と課題の整理を考えております。

②「食」と「農」の距離の拡大の実態とその影響について、食料消費、食料産業、農産



- 30 -

物輸入、食料自給率、食生活の観点から多角的に分析し、食育の取組に関する課題につい

て整理いたします。また、食料自給率の動向と今後の生産・消費面の課題についても整理

いたしたいと考えております。

横川専門委員から、物流と情報の分離等についてご指摘がございました。食材調達の多

様化、グローバル化の観点も含め、検討させていただきたいと思っております。

③近年の世界の穀物等の貿易構造の変化、アジアの主要な地域・国における農産物貿易

の動向等の分析として、16年は中国中心でございましたが、これをアジアに拡大するとい

うことで考えております。

④農産物貿易をめぐる国際交渉の動向、我が国の取組状況等についても整理を行いたい

と考えております。

２ページでございます。

(2) 農業分野でございます。

①担い手の農業経営構造や経営類型別・地域別農業構造の分析と農業構造改革の加速化

に向けた担い手・経営対策や地域農業の再編に関する課題の整理を行いたいと考えており

ます。

②耕作放棄地や農地の利用集積の動向、構造改革特区や多様な農地利用の取組について

の分析と農地の確保・有効利用に向けた現状と課題の整理を考えております。

③安全安心・地域ブランドの確立、革新的技術の普及・活用、環境保全農業の推進等を

核とした新たな農業生産の展開方向についての現状と課題の整理、農産物輸出の戦略的な

取組に関する現状と課題の整理でございまして、先ほど斎藤専門委員からもご指摘があり

ましたが、そのような観点も踏まえたいと考えております。

④米、麦、大豆、野菜・果樹、畜産等の個別の農産物についての需給動向の分析と今後

の課題の整理を考えております。

(3) 農村分野でございます。

①最近の農村の動向について、人口動態、地域経済等の観点から分析と整理をしたいと

考えております。

②農地、農業用水等の多様な農村資源の保全の現状と課題、取組事例等についての分析

と整理を行いたいと考えております。

③地域自らの主体的な活性化の取組や、地域における農業に関連する産業間の連携の取

組等についての分析と、今後の農村地域の再生に向けた課題の整理を考えております。各
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委員からご指摘がありました、地域における産業間の連携、さらにクラスターとまでいく

かどうかはわかりませんが、そういう観点からもアプローチしたいと考えております。

(3) 留意事項でございます。

これはいつものとおりでございますが、できるだけわかりやすく、難しい言葉は避けた

いと考えておりますし、それぞれ各章ごとに要約を作りまして、できるだけわかりやすく

と考えております。

以上でございます。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

それでは、次に、「動向編」を作成するに当たっての考え方の資料として、「16年度動

向編」に盛り込むべき事項、分析検討の視点等につきまして、ご意見やご質問がありまし

たら、10分間程度、よろしくお願いいたします。

○八木会長 索引をつけていただいていますが、これは施策の方にはつけていただいて

いなかったのではないかと思いますけれど、冊子の一番最後に索引をつけていただいて、

施策も含めて、国民の皆さんにわかりやすいような形で関連項目がみられるような形にし

ていただければと思います。これが１点目です。

２点目は、基本計画の見直しを今しているところですが、これまでの５年ないしは10年

間ぐらいの政策の流れを、この本論かどうか、別の資料の方がいいのかもしれませんが、

つけていただいて、全体としてどう政策が流れてきているのかという、それをわかりやす

い形にまとめていただけるとわかりやすいのではないかなという気がします。

３点目は、カロリーベースで６割輸入しているわけですが、そうした生産、流通、加工、

販売という流れを国境を広げてみていただくことが１点と、同時に、アジアに関しては商

品の動向まで含めて全体として一体どういう食の農村の構成になっているかという、農産

物の貿易動向だけではなく、もしデータがあったら、もう少しまとめていただければあり

がたいと思います。

○甲斐部会長 ほかにいかがでしょうか。

○畑中専門委員 農業分野のところで、担い手の問題というのは非常に大事なわけです

けれど、八木先生が最近ご本を書かれたりしていますが、従来、ともすれば非常にマクロ

な分析と、あとは事例みたいな格好になるんですね。それで、本当の意味での担い手の分

析というのはなかなか難しいのですが、法人などでもいろいろな法人がありますけれど、

事例的ではなくて、まとめた形で今後の中核になるようなものを分析されるとありがたい
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なと思います。なかなか難しい問題だろうと思いますが。

もう１つは、前に、安全・安心のところで、消費者の意識行動とリスクコミュニケーシ

ョンという項目がありますが、これはむしろ施策の方だと思うのですけれど、私のところ

では遺伝子組換えのいろいろなこともやっていますが、安全・安心はどこまで行くのとい

う感じなんですね。

トレーサビリティもありますし、いろいろな加工食品の場合でも、どんどん細かいいろ

いろなものが必要になってくるということで、どこまで行けば消費者の方が満足していた

だけるのか、そして本当にそれをきちっとみてくださっているのか、それを理解する力が

あるのかということは大変疑問に思うものですから、ここは白書の中で書くということで

はないのですが、大臣なども最近はモニターとの懇談とかいろいろなことをおやりになっ

ていますけれど、そういう非常にたくさんの方でやるという公の場とは別に、少し調査と

か消費者団体はいろいろなことをやっておられますので、そういうところで本当にどこま

で求めているのか、どこまでやれば皆さんが安心をされるのか。

安全・安心というと、とにかくいわれたことはみんなやるという感じに最近はなってい

ますが、もう少しどこまで行くのかということを考えながらやりませんと、企業も農家も、

そしてコストもかかりますので、その辺も少し冷静に考える時期に来ているのではないか

なと思います。これは別に白書の中にということではないのですが、そういう目で少しみ

ていただきたいなという意味でございます。

それから、技術面ですが、試験研究機関が全部法人化になりまして、新しい取組も独自

に行われているところが随分ございます。例えば、普及員との関係とか、今までは技術は

技術で試験研究をやりまして、それを普及組織を通じてまた別の部局が担当して流すとい

うことになっていますが、そういうものも一緒にやっていこうとか、いろいろな動きがあ

りますので、法人化してから来年の３月で丸５年になるものですから、そういうものも少

し入れて、新しい動きをつけ加えていただいたらどうかなと。

法人化に対する評価みたいなものはまた別に恐らくおやりになるのだろうと思いますが、

そこまでは及ぶ必要は何もないのですけれど、自由度が増しただけいろいろなことをやっ

ておられますので、こういうことができるようになったということで、入れていただけれ

ば、少し膨らみが出るのかなと思います。

お答えは要りません。ご要望だけ申し上げました。

○ 野専門委員 安心・安全のところで畑中先生もおっしゃっておりましたが、リスク髙
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コミュニケーションという手法、いわゆるリスク分析手法ということで、大きく変わった

のが去年だったと思います。そういう形で機軸を変えたということで行政の方も運営し、

また、消費者の方もそういうものへの取組が少しずつ始まってはきていますが、なかなか

まだその手法そのものがなれていないということもありますし、参加する側、設定する側

ということで、まだ混乱もあり、徐々に何となく姿がみえてきたのではないかということ

もありますので、消費者の動向等について分析というときに、リスク手法を初めて行った

ということへの評価、またどこまでできたかという観点のところでも、入れていただきた

いと思います。

それから、先ほどどちらで入れればいいのかなと思ったのですが、食生活の観点という

ところの資料の中に、これは農産物ではないのですが、水に対しての輸入もとてもふえて

いると思います。ある意味、諸外国から、特にアジア地域からみても、少なくとも水道を

ひねって水が飲める地域に住んでいながら、水をわざわざよそから買ってくるということ

も含めた背景のようなデータと、２番のところになるのだと思いますが、そちらも少し入

れていただければと思います。

１つは、グローバル化の中での問題があります。添加物に限らず、世○横川専門委員

界で認可されているものと日本の認可の違いがいろいろありますので、その整理もこれから

していかないといけません。例えば、ＣＯＤＥＸでは認可されていて日本だけ認可が出てい

ない添加物、その認可をとるには日本では申請者の費用が１億円ぐらいかかるから、みんな

黙って誰かがとるのを待っている、そういう中でいろいろな違法問題が過去に出てきたはず

です。再発防止の意味も含めて、その辺を一旦整理する必要があると思います。

２点目に、ＢＳＥのことが書いてありますが、鳥のインフルエンザも、動物性たんぱく質

の供給源の停止となれば、非常に大きなリスクのあるものだと思います。その鳥のインフル

エンザが頻繁に起こり今も各地で発生していますが、これを常時発生可能な病気とみなす必

要があるのに、まだ日本としてしっかり準備・対応できていない。これを今後どうするのか

というのは緊急問題だと思います。豚の問題もそうですが、新しい病気がどんどん出てくる

中で動物性たんぱく質をどう供給していくのか、これは食料問題の中でやらなければいけな

いと思います。とりあえず鳥インフルエンザ問題もこの部分に入れて、今後の対策を十分に

考えて必要があります。

それから、農業の実務面での細かい問題があります。例えば、土を良くしよう、たい肥を

つくろうとしてもと、ふんのあるところとたい肥を使うところが同じ場所でないことがあり
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ます。たい肥のもとの移動は県を越えて構わないとなってはいますが、実際にはなかなか認

可がなくて、「やっていい」といいながら実際には動けないような部分が幾つかあります。

そうすると、本当にたい肥とが必要ならば、たい肥原料の移動は可能なようにしないといけ

ない、県単位のマネジメントの弊害が実は出てきていて、言葉だけでなかなか現実には難し

いという面もあるということをお伝えしたいと思います。

○増田委員 (3) 農村分野のところの①で「最近の農村の動向について、人口動態、地

域経済等の観点から」とありますが、ここにぜひ「生活環境」という観点からの取組とい

うか、分析をしていただけたらと思います。私は毎回、水洗トイレを挙げるもので恐縮で

すが、上下水道の普及率は19％というのは、これぐらい都市部と格差のある事例というの

はほかにないと思います。今、横川専門委員からお話がありました鳥インフルエンザの問

題などもありますし、人獣共通感染症といったものがこれから大変大きなテーマになって

きそうな気配ですから、農村部の生活環境、公衆衛生というものが、さらに重要なテーマ

になっていくだろうと思います。

私は、女性の生活者としては、上下水道の整備はぜひ進めなければならないと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

○甲斐部会長 ありがとうございました。

そろそろ予定の時間になってまいりました。事務局には、本日の議論を十分踏まえまし

て「動向編」の作成に当たっていただきますようお願いいたします。

最後に、今後の日程等につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。

○涌野情報課長 「動向編」の作成に当たり非常に具体的なご提案をいただきました。

本日いただきましたご意見も踏まえまして、「講じようとする施策」と「動向編」の作業

を進めてまいりたいと思います。

次回につきましては、先ほど申しましたように、11月15日、月曜日の14時から、この場

所になると思いますが、正式には後ほどご連絡させていただきたいと思います。

内容といたしましては、「講じようとする施策」案の主なポイントや、「動向編」の主

要検討課題（案）につきましての審議をお願いする予定でございますので、よろしくお願

いいたします。

○甲斐部会長 それでは、本日はこれにて閉会といたします。ご協力いだたきまして、

どうもありがとうございました。

――了――


