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食料・農業・農村政策審議会第11回施策部会議事録

日時：平成16年３月15日（月） 14:00～16:15

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11回施策部会を開催いた

します。

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

成15年度食料・農業・農村の動向に関する年次報告（動向編）」（案）について審議して

いただきます。

本日は、生源寺委員、菱木専門委員、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、７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。

それでは、議事に入ります。

質疑の進め方は、前回、各項目・各分野ごとに質疑応答を行う方式に変更したところで

ありますけれども、委員の皆様のご意見も、この方式がよいとのことでございましたので、

今回も同様の方法で進めてまいります。

会議は、16時までを目途に進めますけれども、場合によっては30分程度の延長があり得

ますので、ご了承いただきたいと思います。

さて、施策部会は、「講じようとする施策」について議論する場でありますけれども、

ご承知のとおり、「講じようとする施策」は、基本法第14条に基づきまして、食料・農業

・農村の動向を考慮して作成することとされております。

このため、「動向編」（案）と「講じようとする施策」（案）について、あわせて事務

局からご説明いただいた後、「動向編」（案）の章ごと、つまり、「食料」、「農業」、

「農村」の各分野ごとに、「動向編」（案）と「講じようとする施策」（案）の両方につ

いて、委員の皆様からご意見を伺いたいと思います。

なお、本日は、部会として「講じようとする施策」（案）を議論する最後の機会となり

ますので、皆様のご協力をお願いいたします。
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では、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 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。着席した

ままで説明させていただきます。

まず、お手元に資料をお配りしておりますが、これをご確認いただきたいと思います。

資料１は、「16年度において講じようとする施策」のポイント、資料２は、「16年度にお

いて講じようとする食料・農業・農村施策」の本体でございます。参考資料１は、「15年

度の食料・農業・農村の動向」の要旨でございます。参考資料２は、製本されております

が、「15年度の食料・農業・農村の動向」の本体でございます。参考資料３は、「15年度

に講じた施策」でございます。ご確認いただければと思います。

かなり大部な本体の案文も配付させていただいておりますけれども、時間もございませ

んので、事務局で用意させていただきました参考資料１の「要旨」、次に、資料１の「講

じようとする施策のポイント」に従いまして説明させていただきます。

まず、参考資料１をごらんいただきたいと思います。この「要旨」に従いまして説明さ

せていただきます。

１枚めくっていただきますと目次がございますが、最初に、この構成から申しますと、

昨年のやり方を踏まえまして、まず冒頭に「トピックス」ということで、平成15年度の特

徴的な点、７項目について整理してございます。これは後ほど説明させていただきます。

構成本体でございますが、食料・農業・農村基本法に従いまして、食料、農業、農村の

順で３章立てになっております。第Ⅰ章が食料の部で、「食料の安定供給システムの構

築」、第Ⅱ章が農業の部で、「農業の持続的な発展と構造改革の加速化」、第Ⅲ章が農村

の部で、「活力ある美しい農村と循環型社会の実現」ということでございます。

１枚めくっていただきまして、１ページ目でございます。「トピックス」でございます。

これは７つ挙げておりますが、まず、第１といたしましては、明年３月の決定に向けまし

て、現在、検討が進められております新たな食料・農業・農村基本計画について、主な論

点等について紹介しております。

第２でございますが、米国のＢＳＥ、あるいは、アジア及び我が国の高病原性鳥インフ

ルエンザの発生とその対応状況について整理しております。

第３点が、農産物貿易交渉、ＷＴＯとＦＴＡでございますが、これらの最近までの動き

について紹介したいと考えております。

２ページ目、第４でございます。「異常気象等が農業生産に及ぼす影響」ということで、
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昨年、我が国は、著しい低温により、お米の作況が大分下がっておりますけれども、そう

いう事情。一方、海外においても、干ばつや熱波等による穀物生産への影響といったこと

がございまして、国内外における異常気象が農業生産に及ぼす影響について整理しており

ます。

第５は、「米政策改革の推進」でございます。現在、水田農業ビジョンが作成されてお

りますけれども、22年度までの「米づくりの本来あるべき姿」に向けた取組状況について

説明しております。

第６は、「農協改革の推進」でございます。農協系統組織においては、昨年10月のＪＡ

大会において、経済事業を中心とした農協改革の推進方向が出されておりますが、これに

ついての進捗状況について整理しております。

第７は、ＩＴ技術は、従来の経済社会のあり方を大きく変えるといわれておりますけれ

ども、食料・農業・農村分野においてもどのような活用ができるのかということで、その

利活用の展望と課題について整理しております。

以上が「トピックス」でございます。

次、１枚おめくりいただきまして、３ページでございます。まず、第Ⅰ章の食料につい

てでございますが、「食の安全と安心の確保に向けた取組の推進」でございます。これに

つきましては、たびたび説明させていただいておりますけれども、「新たな食品安全行政

の展開」ということで、平成15年５月の食品安全基本法の成立、同年７月の食品安全委員

会の設置、農水省におきましては、本省における消費・安全局の設置、あるいは地方部局

の整備等でございます。さらに、「食の安全・安心のための政策大綱」の決定であります

とか、その工程表に基づいた着実な、具体的な取組内容について記述しております。

（２）につきましては、ＢＳＥ、鳥インフルエンザ、コイヘルペスの発生とその対応状

況について記述しております。

５ページでございます。最近の「食の安全と安心の確保に向けた具体的取組」ですが、

農薬や飼料等の生産資材の適正使用の徹底、あるいは、牛トレーサビリティ法の施行をは

じめとした食品のトレーサビリティシステムの導入の促進でありますとか、農林水産省と

厚生労働省が連携いたしましたわかりやすい食品表示の実現に向けた取組状況について記

述しております。

（４）「リスクコミュニケーションの推進」につきましては、効果的なリスクコミュニ

ケーションのためには、行政等による情報の積極的な公表と、消費者や事業者等の関係者
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の参画の重要性について記述しているところでございます。

７ページでございます。食料自給率と食料消費をめぐる動きについて整理したところで

ございます。

まず、食料自給率でございますが、我が国の食料自給率につきましては、カロリーベー

スで昭和40年度の73％から平成14年度には40％まで低下しているということであります。

その主な要因といたしましては、自給品目である米の消費減、海外に依存せざるを得な

い畜産物や油脂類の消費量の増加等、食生活の変化でございます。

食料自給率目標として45％を定めておりますけれども、これは、食料消費及び農業生産

における課題が解決された場合に実現可能な水準として設定されております。

12年の基本計画策定後の動きでございますが、10年度以降につきましては、５年連続40

％で推移しております。

食料自給率目標の達成のためには、消費・生産両面の取組が重要であり、そのため、食

生活指針の理解と実践、国民運動としての食育の推進等が極めて重要である旨記述してお

ります。

９ページ目でございます。「食料消費構造をめぐる動向」につきましては、「家計調

査」等を用いまして分析したところでございますが、非農家世帯における１人当たり実質

食料消費支出は、９年度以降ほぼ一貫して減少しております。

これを世帯主の年齢別にみますと、年齢が高いほど、魚介類、野菜・海草、果物が高い。

年齢が若いほど外食や肉類の割合が高くなっている。その一方で、穀類や調理食品の割合

は、年齢にかかわらずほぼ一定という特徴がみられます。

最近の食の外部化につきましては、調理食品の伸びに支えられる形で進行等々について

の分析を記述しているところでございます。

11ページでございます。「食生活の現状と食育の推進」についてであります。従来、日

本型食生活は、ＰＦＣバランスがよく、見本とされておったわけでございますが、最近で

は脂質の摂取過多や若い世代での欠食習慣の問題が生じております。図－10にありますが、

だんだん中国といいますか、アジア型からヨーロッパ型、アメリカ型に近づいております。

また、若い女性の間では、やせているのに太っていると思い込むことから生じるやせの

問題等が出てきていることが記述されております。

一方では、食に関する関心の高まりを踏まえて、地産地消やスローフードの取組が進展

しております。
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しかしながら、「食生活指針」の認知度は25.1％と、依然として低い水準にあり、この

背景には食に関する知識や関心が、若い世代を中心に失われていることなどがあります。

13ページでございますが、こういう現状を踏まえまして、「食育」の推進が重要であり、

国民的な運動として食育に取り組む必要があるということについて記述しております。

（４）の「食料産業の動向」についてでございますが、これは、５年に１回の産業連関

分析の結果が出ましたので、それを記述しております。

「食」を提供する農業、食品産業ということで、食料産業というくくりにしております

けれども、これについては、我が国の国内総生産の約１割を占める重要な地位を占めてお

ります。我が国の食料消費額は、最終的には80兆 3,000億円ということでございます。

次に、卸売市場の効率的な流通システムへの転換の必要性、外食の市場規模は、10年以

降縮小傾向にあること、従来、増加傾向にありました中食の市場規模につきましても、そ

の伸びは鈍化傾向にあるといった特徴を記述しております。

15ページでございます。世界の農産物需給等についての記述でございます、穀物の国際

需給の動向につきましては、図－14をみていただくとおわかりいただけると思いますが、

90年代後半は緩和基調であった。その後、主要生産国での干ばつ、熱波等によりまして、

現在、引き締まり傾向で推移しております。今後とも水資源の問題や異常気象の問題など

がございますので、穀物等の国際需給は、中長期的には逼迫する可能性もあるということ

でございます。

ウルグアイ・ラウンド農業合意前と後と世界の農産物貿易構造をみたものが図－15でご

ざいますが、日本、中国、韓国は輸入依存傾向を強めている一方、米国、カナダ、ブラジ

ル、オーストラリア等、もともとの輸出国は輸出を拡大しているという特徴がはっきり出

ております。

著しい経済成長を背景に、食料消費の増大と多様化が進んでおります中国につきまして

は、その特徴を少し詳しく分析しております。

まず、穀物生産につきましては、農業生産の構造調整、あるいは干ばつ等の影響により

まして、2000年以降、大幅に減少しているということで、トウモロコシを始めとした国内

在庫量が大きく減少しているといった状況にございます。

搾油用の大豆や飼料用の大豆かすの国内需要の増大によりまして、大豆輸入が急増して

おり、世界の大豆輸入量の３割を占める世界最大の輸入国になっております。穀物、大豆

の世界で、需給や価格形成に対する中国のインパクトが非常に大きくなっていること等を
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記述しております。

17ページでございます。国際協力の取組でございますが、特徴的なものといたしまして

は、右の〔コラム〕にありますように、2004年は国際コメ年ということで、米の重要性に

ついて世界の方々に知っていただくための取組をしております。農水省といたしましても、

「国際コメ年推進本部」を設置いたしまして、シンポジウムやさまざまな取組を実施して

いるところでございます。

「我が国の農産物貿易の動向」でありますけれども、我が国はもともと世界最大の農産

物純輸入国でございますが、最近では、食生活の多様化・高度化により、付加価値の高い

加工品や生鮮品の割合が増加しております。特にお隣の中国からの輸入がふえております。

一方、輸出につきましては、アジア諸国における我が国の高品質な農産物のブランドイ

メージが向上し、我が国の農産物に対する海外のニーズが高まっており、農水省の中にも

輸出推進室をつくりまして、それに対応していくこととしております。

19ページでございます。「諸外国の農業政策をめぐる動き」につきましては、各国にお

けるＷＴＯ農業交渉の動向を踏まえた農業政策の改革の状況、当該年の生産量や作付面積

に基づく直接支払いから、所得政策や当該年の生産要素と切り離された直接支払いへの移

行・転換について記述しております。その中で、特にＥＵやアメリカの政策について詳述

しております。

（４）のＷＴＯ農業交渉につきましては、表－１、22ページの表－２にございますが、

その経緯、我が国の主張の内容について整理しております。

21ページのＦＴＡ等への取組状況についてでございますが、これもメキシコ等との進捗

状況等々ございますが、最終的に、３月末までの状況を報告書に盛り込みたいと考えてお

ります。

23ページでございます。第Ⅱ章、農業部門でございます。まず、「農業経済の動向」、

農業生産についてでございますが、平成14年の農業生産は、ピーク時に比べて２割以上の

減少となっております。

次に、14年の農業生産の数量、生産者価格を記述しておりまして、④をみていただきま

すと、15年の農産物生産者価格指数は、冷害の影響等により、米、野菜等が上昇したこと

から 6.5％の上昇という概算値が出ております。

25ページでございます。農業経営でございますが、14年の販売農家１戸当たりの農家総

所得につきましては、９年以降、６年連続で減少しているということでありますが、この
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ような中で農業所得が増加した農家をみてみますと、農産物価格は低迷しておりますけれ

ども、適切な農業投資等により、農業経営費を抑制するといった経営努力がされている点

を記述しております。

農家戸数につきましては、15年に初めて 300万戸を下回って、 298万戸になっておりま

すが、今後、昭和１けた世代のリタイアの本格化に伴って、さらに減少が加速化するので

はないかと予想されます。

「女性農業者の動向」につきましては、農業就業人口の６割を占める重要な人的資源と

なっておりますけれども、今後ともその能力を一層発揮してもらうためには、支援体制の

整備が必要である旨記述しております。

27ページでございます。「農業の構造改革の推進」でございますが、まず、担い手につ

いて記述してございます。

認定農業者については、15年３月末で17万 1,746経営体と、緩やかに増加となっており

ますが、この制度については認定基準の運用にバラツキがあったこと等により、15年６月

に運用改善の指針が出されているところでございます。

農業法人につきましても、１万 5,000経営体と、緩やかに増加していること等につき、

また、集落営農についても記述しております。

「担い手の経営動向」について、大規模稲作農家についてみますと、大規模経営ほど、

農機具費、肥料・農業薬剤費等を中心に費用の低減割合が高く、収入減の影響を最小限に

抑え、経営の安定化に努めている旨記述しております。

29ページでございます。農業構造の現状について、例えば、イにあります水田農業構造

についてみますと、都府県においては、水田の経営耕地面積が２ヘクタール未満が９割を

占めておりまして、依然として多数の小規模農家が水田面積のかなりの割合を占めている

という状況にあります。このような中で、「農業構造の展望」に示した「効率的かつ安定

的な農業経営」の実現につきましては、育成すべき担い手への支援策の一層の集中化・重

点化等の必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。ここは、構造改革が進んでいるとみられております大規模畑作

農業について、北海道畑作でみたものでございます。生産構造につきましては、畑作農家

戸数は半減しておりますし、経営耕地面積は、裏返しで２倍近くになっております。

農業経営をみますと、農業粗生産額は約 2,400万円、農業所得は 856万円ということで

ございますけれども、畑作物の多くは価格政策の対象品目となっておりまして、畑作農家
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の収入に占める財政負担額の合計は 900万円を超えると試算され、農業所得を上回る水準

にございます。

さらに、最近では、労働収益性の高い麦の作付面積が増加しており、適正な輪作体系が

乱れているといった問題もございます。

33ページでございます。農地の確保についてでございますが、耕地面積は長期的に減少

傾向にございます。また、７年以降は、耕作放棄面積が転用面積を上回る傾向にございま

すけれども、耕作放棄の発生面積につきましては、中山間地域等直接支払制度導入以降、

減少傾向にあります。

また、耕作放棄の防止につきましては、構造改革特区の取組等々の成果が期待されると

ころでございます。

（５）の「農協改革の取組」につきましては、「トピックス」でご紹介したとおりでご

ざいますが、それをさらに詳しく記述しております。

35ページでございます。「需要に応じた生産の推進」に関しまして、米、次のページは

麦と大豆、39ページは野菜、果実について記述しております。

（５）は「畜産」でございますが、特に②のところをごらんいただきたいと思います。

家畜排せつ物の不適切な管理を解消するための法律が施行されておりますけれども、この

適用の猶予期限が16年10月末ということであり、それまでに、堆肥化施設の整備等、関係

機関が一体となって推進する必要がある旨記述しております。

41ページ、第Ⅲ章で農村に当たる部分でございます。

まず、「農業の自然循環機能の維持増進」ということであります。農業自体も自然に対

する負荷がございます。特に近年の農業生産においては、環境に対する負荷の増大が懸念

される状況ですので、今後、持続可能な農業の展開に当たっては、環境への負荷を最小化

する必要があります。

このためには、環境保全型農業生産への転換が必要でありますが、エコファーマーは販

売農家数の２％未満にとどまっている状況にございます。

しかし、②にありますように、環境保全を重視した農業への取組は、販売金額が大きい

経営ほど進展しており、大規模農家に熱心に取り組んでいただいているという現状が明ら

かになっておりますし、稲作経営に比べ、野菜作経営で取り組む割合が高い傾向にあると

いった現状を記述しております。

43ページでございます。「バイオマスの利活用」であります。バイオマスにつきまして
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は、これを有効に活用すれば、地球温暖化の防止、循環型社会の形成に寄与することにな

り、強く期待されるところでありまして、現在、「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基

づく取組が行われております。しかし、全体としては、まだまだ点的な取組の段階という

ことでございまして、さらにこれを進める必要があること、そのためには、各種の支援が

必要である旨記述しております。バイオマスにつきましては、地域の新しい産業や雇用を

創出する可能性がある、夢があるものと考えております。

「農業の有する多面的機能」につきましては、右の表－９にございますように貨幣評価

もされておりますが、このような対価を払わなくても、国民が直接享受することができる

公共財的な性格を有するものであり、非常に貴重なものであります。

このような多面的機能の理解につきましては、身近な体験が関わるとみられますので、

農業体験活動や都市農村交流等の取組が重要である旨記述してございます。

45ページでございます。「農村の現状」について、全国平均を10ポイント上回るような

高齢化の進捗状況や、都市に比べて、生活環境整備がいまだ不十分である等の現状を記述

しております。

中山間地域につきましては、下流域の住民の生活基盤を守る防波堤としての役割を発揮

している一方、鳥獣による農産物被害が 200億円以上あること、これが耕作放棄の発生や

村の消滅ということにもつながりかねないという問題があります。12年度から行われてお

ります直接支払いについては、集落協定の代表者の９割が、農業生産活動の継続に効果が

あると認識されていること等を記述しております。

（３）でありますが、「農村の有する資源の現状」について、農村地域にある農地や農

業用水、生態系等々が、過疎化や高齢化、都市化、混住化等の進展により、その適正な管

理が難しくなってきております。

今後、このような資源の保全にかかる負担が農業の担い手に過度に集中していくことも

懸念されている状況にございまして、地域全体として支えていく必要があることを記述し

ております。

49ページ、「活力ある農村の実現に向けて」でございます。農村にある、先ほど申し上

げましたような地域資源を積極的に活用して、農村を活性化させるためには、情報技術の

活用や、「オーライ！ニッポン会議」による情報発信、あるいは、女性の企画力や起業力

の活用、さらに高齢者の知恵をいただくといったことが必要です。このようななかで農産

物直売所の設置については、かなり高い評価が与えられているところでございます。
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②は、観光立国の一環としてのグリーン・ツーリズムの推進、あるいは農業体験学習の

重要性。事例にありますけれども、最近は、修学旅行に農業体験を組み込んだ取組もみら

れております。

最後でありますが、地域再生は、何といっても人が中心でございます。農業者だけでは

なく、ＮＰＯの皆様や都市の住民、あるいは異業種・異分野の方との連携が重要であると

いうことについてまとめております。

以上が「動向」の要旨でございます。

引き続きまして、資料１をごらんいただきたいと思います。「平成16年度において講じ

ようとする食料・農業・農村施策（案）のポイント」でございますが、「講じようとする

施策」本体につきましては、食料・農業・農村基本計画に対応した形で構成しております。

前回の当部会で、この構成についてはご了解を得ておりますので、それに従いまして整理

したものでございます。「講じようとする施策」の構成に沿いまして、平成16年度の予算

案及び国会提出予定法案等をとりまとめたものがこの「ポイント」でございます。説明に

ついては省略させていただきますが、いずれにしましても、途中段階でございますので、

皆様のご意見をいただいて、より改善したいと思っております。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。

それでは、これから、「食料」、「農業」、「農村」の各分野ごとに分けてご審議いた

だきたいと思います。

まず、第Ⅰ章の食料分野について、ご意見、ご質問をお願いいたします。どなたからで

もどうぞ。

○齋藤専門委員 まず、細かいところからということになるかもしれませんけれども、

５年に１度の「最終消費額からみた飲食費の流れ」というのがあって、大変おもしろいの

でございますが、これは中食の説明がなかなかしにくいのですね。13ページ目のところに、

外食の市場規模と一緒に、中食の市場規模は云々という説明があるのですけれども、この

辺の説明は、この図との関係でなかなかしにくいかなと思うのです。説明をどのようにし

たらいいのか、何か適切な説明があるかどうかということです。

もう一つは、中国のクローズアップは非常によくできていまして、大変感心しておりま

す。特に半加工品と加工品の位置づけとかあるのでございますが、ただ、中国も日本とや

や類似した問題があって、例えば大豆関係は競争力が非常に弱くて、輸入に攻め込まれて、
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いろいろ製品開発していかざるを得ないような宿命があります。そういう中国サイドの内

部問題といいますか、フードシステム上の問題でもよろしいのですけれども、それを少し

説明していただいた方がわかりやすいかなという感じがいたしました。

○安高委員 「動向編」ということで、どういうご意見を申し上げたらよいかよくわか

らないのですけれども、安全・安心というところがあります。安全と安心の言葉をきちっ

と分けて使いなさいという意見も聞くのですが、安全ではなく、安心についてどのように

お考えなのだろうか、安心をお届けするというか、安心を達成するためにどういう施策と

いうか、どういう仕組みが必要だと考えておられるのだろうか、お伺いしたいと思います。

私は、ゆとりがないと安心を感じることができないのではなかろうかと思っております。

例えばＢＳＥの問題でも、牛の能力を 100％発揮させようとしたときにゆとりがなくなっ

てくる。そのときに、本来、草食動物である牛に対して、肉骨粉というえさを与えていく。

そういう仕組みの畜産にしてしまう。そうなったとき、牛にとってゆとりがないので、肉

骨粉を介してＢＳＥが発生し、それに対応するときに、常にぎりぎりの状態で生産してい

ると混乱を招いてくる。植物を栽培する耕種の方でも、ぎりぎりの生産の仕組みにしたと

きに、化学的な安全は達成されたとしても、国民が精神的に受け取る安心が達成できるの

だろうか。そういう意味で、生産性の世界と安心の世界、ゆとりというものをこれからど

のように考えていったらいいのか。そういう方向性も考えていくべきではなかろうか、あ

るいはどのように取り組んでおられるのだろうかというのをお伺いしたいと思います。

○甲斐部会長 申しおくれましたけれども、「動向編」と「講じようとする施策」、両

方とも第Ⅰ章の食料に関する部分をご議論いただきたいと思います。

○古賀委員 大層なことをいうつもりはないのですけれども、今、日本のキーワードは、

グローバル化、少子・高齢化、情報化だと思います。そういう意味では、直近のメキシコ

とのＦＴＡの合意、アジア諸国とのこの交渉がこれから加速化するものと思われます。そ

ういう中で、当然のことながら、食料安全保障の問題は非常に重要なことでございますし、

ＦＴＡとの関連の中で、これが、例えば食料自給率等々にも影響を与える可能性があるの

かどうか、そういう課題はどこかで整理する必要があるのかないのか、それはそれとして、

一つのテーマとして挙げておけばいいのかどうか、このあたりが課題だと私自身は思いま

すので、その見解についてお聞かせ願えればありがたいと思います。

○甲斐部会長 委員さん同士の意見もあればありがたいと思います。

○安高委員 ２回目で申しわけないのですが、もう一つ質問があるのです。大きい冊子
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の「動向編」の40ページに、自給率を図式したものがございますけれども、自給率を向上

という計画なり何なり立てられたときに、個別に、どの農産物を、例えば５年後にはこれ

ぐらい、10年後にはこれぐらいという見通しを立てた中で、昨年はどのようにしてきた、

今度、16年度はどのようにしていくとお考えなのでしょうか。作目ごとに自給率の向上の

見通しなり何なりがありましたら、今日でなくても結構ですから、お示しいただきたいと

思います。

○中村委員 あえていうことはないと思いますけれども、例えば米国のＢＳＥの問題、

10ページに書いてあるのはそのとおりだと思いますが、私たちからみると、歴史に残る文

章としては、世の中に混乱状態がなかったのかどうかというところは、もうちょっと状況

的に書いてもらった方がいいのかなという気がしています。

○日和佐委員 今のご意見と幾らか重複するかと思うのですが、先ほど、食の安全と安

心についてご発言がありました。15年度にさまざま起こりましたことの共通点としては、

私は、安全性確保のためのシステム、やり方は本当に適切であったのかどうなのかという

ことを考えざるを得ない。むしろ、リスクに対して、過剰な安全性確保のための施策がと

られてきた場合があったのではないかと思うわけです。

例えばＢＳＥの全頭検査等もその一つではないかと思っているのです。あの時点で全頭

検査に踏み切らざるを得なかった状況は理解しますけれども、この全頭検査というシステ

ムは、いつかは見直されるべきシステムだったと思っています。安全性の担保は、特定危

険部位の完全な除去ということで担保できるわけですので、全頭検査が安全性の担保には

ならないと私は思っておりまして、むしろモニタリングのためのシステムであったと思っ

ております。そのような少しねじれた現象が余計消費者を、安全性に対して過敏にしてし

まったという傾向がありはしないかと思っております。したがって、リスクに対して適切

な管理を行っていくという安全性の確保をもう少しシビアに見詰め直すことが必要なので

はないかと思っております。

もう一つは、行政ではなくてなのですが、情報がどうしてもセンセーショナルになって

国民のところに伝えられがち。そのことが余計安心を攪乱して不安に導いている。鳥イン

フルエンザ等はそのようにみられます。

また、官房長官が談話を出されたのですけれども、遅いのですよね。あのことをもっと

早くいってほしかったわけでして、鳥肉や卵を輸入禁止にしたり移動禁止にするのは、人

のためではなくて、鳥のためにやっているということがなかなか理解してもらえない。し
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たがって、卵は買わない、鳥肉は食べないという現象になってきているわけです。ですか

ら、そういう曲がった現象にならないように、適切な判断ができるような国民性を醸成し

ていかなければ、これからもリスクはゼロではなくて、このようなリスクはこれからも起

こってくる可能性が多々あるわけですので、そのたびに右往左往するといいますか、大騒

ぎになるようなことのない、冷静にリスクを受けとめていくことをしていく必要があると

思っておりますので、そのあたりは１つ、大きな反省点ではないかと思っております。

○畑中専門委員 今の日和佐先生の意見に賛成です。食に対する関心が非常に高まって

きたということですけれども、どうも健全な食生活という基本的な部分で高まってきたわ

けではなくて、安全・安心というのがキーワードでどんどん動いていって、食そのものと

いうより、食のニュースへの関心みたいな形で、どうも本質的なところになかなか行き着

いていないのではないかなと思うのですね。そういうところから、ＢＳＥや鳥インフルエ

ンザが出てくると、すぐ牛肉や鳥肉は食べないと。また、子供たちにも食べさせない。学

校給食はそういうものを扱わないようにというところにすぐ行ってしまう。昔のお母さん

方は、食料不足のときは、もっと子供の栄養とかなんかを考えてやっていたと思うのです

ね。そのころよりは学歴もかなり高くなって、理解する力は数段上になっていると思うの

ですけれども、どうも根っこのところはなかなかうまくかみ合ってこない。ビタミン剤や

栄養補助食品、ドリンク剤などはコンビニでたくさん売れているわけですけれども、食生

活を充実させることなく、こういうものが使われていくということで、そういう意味では、

一時、「賢い消費者」という言葉がよく使われていましたが、なかなか賢くなっていない

なという感じがいたします。そういう意味で、「食育」に力を入れていこうという今の農

林省や政府のご方針は大変結構なことだろうと思うのです。

もう一つは、コミュニケーションの場合に、アンケートをとると、政府の努力不足とい

うのが必ず出てくるのですね。かなり高い割合なのですけれども、消費者側も、これだけ

変化の激しい世の中ですので、もっとアクティブに情報を求めていく。それを自分の中で

こなしていくという努力。双方、そういった努力をし合わないと、一方的に国が悪いのだ、

私のところに情報が届かないといってみても仕方がないのかなと思います。

もう一つは、消費者側からの情報や意見をくみ取る体制ができていないという反省が白

書の中にも書いてあるのですけれども、さっきのコミュニケーションの話もそうですが、

どのようにすれば意見をくみ取れるのか、どうすれば消費者に届くのか、消費者側がどう

すれば、もっとアクティブに受けることができるのかという勉強をもう少しやっていかな
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いと……。情報としてはかなり出ていると思うのですね。数年前に比べると、はるかにた

くさんの情報が政府側から出ている。今、日和佐さんがおっしゃったように、遅いという

ことはありますけれども、そういうものは出ているのですが、そういうものが安全・安心

にうまくつながっていかないという感じがするものですから、そういう手法の開発につい

て、国としても取り上げてやっていただければいいのではないかなと思います。

食生活がこんなに豊かな時代はないのに、若い世代の栄養が十分ではない、これからが

危惧されるというのは、私のような腹の減った時代に育った者からは想像を絶するのです

けれども、この豊かさを、将来の人たちが健康な生活を送るようなことにもっと使ってい

けないのかなという感じがいたします。やや年寄りの愚痴めいてきますけれども。どうす

れば、というのをもう少し丁寧に詰めていただければ……。情報はもう十分出ているので

はないかなと思っております。

○新開委員 同じような意見なのですけれども、今のＢＳＥにしても、鳥インフルエン

ザにしても、マスコミがいたずらにあおり過ぎている部分もあるのではないかなと私は思

うのですね。国からもきちんとしたことが出たりして、ＢＳＥなど、あれだけ毅然として

全頭検査をアメリカに要求され、それが守られている。国もすごくきちんとなってきてい

るけれども、テレビや新聞がいたずらにあおっている部分があって、事件が起きると必ず

犠牲者が出るようなことがあって、それからだんだんよくなっていく。そこで、今日、マ

スコミの方がどれぐらい来ていらっしゃるか知りませんけれども、マスコミの方の教育も

大事ではないかなと私は思うのですね。事件が起きたら、日和佐さんがおっしゃったよう

に右往左往して、後で責任はとりませんので、そこら辺の教育が少しおくれているのでは

ないかなと思います。今のように危険な部分だけを報道したり、鳥も、ＢＳＥのときの肥

育牛舎もそうですけれども、悪人扱いで、全部がそのようにみられると、後継者は生まれ

にくいといいますか。なぜそうなったかといったら、国の農業が貧弱になって、輸入に頼

らなければならない状態になっているから、こういう問題が起きるという根本のところは

全然報道されないのですね。食がこれだけ安全でなくなったのは、日本の農業が衰退した

のが一番原因であって、自給率をもっと高めたり、今、「顔のみえる関係」といっていま

すように、もっともっと日本の農業を守っていかないと、輸入品ではこういう事件は起こ

りがちだという部分もかなり含んでいると思うのですね。

今、農家の方でも非常に強いられているのですよね。トレーサビリティとかいろいろな

問題、食品表示の問題でも努力に努力を重ねてきているのですけれども、その努力が消費
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者に伝わっていっていない部分がある。これから農家側が消費者としっかりつながってい

くことが一番大事なのですけれども、そこら辺の報道は、もっときちんとしたものにして

から流してもらいたいなというのが消費者側にもすごくあると思いますが、生産者側にと

っては特にあると私は思います。だから、リスクや危険性、農薬の役割などの適正な評価

を教育する大事なところの教育が足りていないのではないかなと思いますので、そこら辺

をぜひこういうところに掲げていただいたらもっとありがたいなと思います。

○甲斐部会長 ほかにございませんか。

それでは、今、多くの委員の方からご意見がございましたけれども、これらの意見に対

して、事務局からご説明やご回答があればお願いいたします。

○西岡情報分析室長 まず、齋藤委員からご質問のございました中食の市場規模とＩＯ

表との関係でございます。中食の市場規模は、外食産業総合調査研究センターが各企業ご

とに聞き取りをして調べているわけですけれども、こちらの14ページの図－13をごらんに

なっていただくと、加工品は約42兆ほどございまして、この中にほとんどものが含まれて

ございます。

ただ、ここの注の４）にございますように、「産業連関表」では旅館やホテルなどを織

り込んでおりますけれども、中食の規模を企業ごとに聞いたものでは、なかなかそういう

ものは把握できませんので、そういう定義が含まれないとか、外食総研の数字で出されて

います中食――総菜、すし、弁当が大半でございますけれども、例えばサンドイッチは、

サンドイッチをつくる企業のメーカーの方へ入っていくといった形で、数字の入り繰りが

少しございます。基本的には加工品の中に入っております。

あとは、「産業連関表」は12年でございますけれども、外食産業の規模なり中食の規模

は、毎年、企業ごとに聞いておりますので、直近14年までの数字があるという違いがござ

います。

安高委員の食料自給率の関係につきましては、12年に作成しました基本計画で、それぞ

れ品目別自給率なり品目ごとの生産努力目標を掲載しておりますので、後ほどお渡しした

いと思っております。

齋藤委員からご説明のございました中国との関係につきましては、今回、我々もかなり

踏み込んで、消費の変化から背景を説明する形で分析を試みたのですけれども、数字等入

手する資料の限界もございまして、こういう形の記述になってございます。

○小西国際部長 古賀委員からの、メキシコＦＴＡが実質合意になって、安全保障、自
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給率にどういう影響を及ぼすのかというお尋ねでございますけれども、具体的に、個々の

産品につきまして、どういった影響があるのかというのはさらに分析していく必要があろ

うかと思います。また、そういう作業が必要かと思いますけれども、ＦＴＡの交渉に当た

りましては、まず、基本原則といたしまして、農林水産業の多面的な機能への配慮、また、

特に我が国の食料安全保障の確保や農林水産業における構造改革の努力に悪影響を及ぼさ

ないよう、十分に留意して交渉に取り組んでまいったという経緯がございます。今回、そ

ういった基本的な方針を逸脱することなく、何とかぎりぎりのところで合意に達成するこ

とができたのではないかと考えておりますけれども、いずれにしても、このＦＴＡの結果、

影響等に留意しながら、これから我が国の農業の競争力の強化をさらに推進していく必要

があろうかと思いますし、また、農業については、消費者の理解を得ながら、国民のニー

ズに合うような形で進めていく必要があろうかと考えております。

○岡島消費・安全局審議官 安高委員、日和佐委員、畑中委員、新開委員から、食の安

全、あるいは安心に関して、いろいろご意見なりご質問をちょうだいいたしましたので、

まとめて答えさせていただきたいと思います。

まず、安心に関する施策というご質問がございました。安全と安心は必ずしも同じもの

ではございませんで、安全性につきましては、基本的には、いろいろな規制や基準を守っ

ていくことによって担保されるものと考えております。安全につきましては、生産者、事

業者、あるいは行政に対します信頼につながる部分が非常に多いのではないかと思ってお

ります。

具体的に、そういったことに関する施策としましては、お配りしています資料１の６ペ

ージ、７ページのところに「消費者の安心・信頼の確保」というのがございますが、ここ

にありますように、情報の提供や開示、あるいは顔のみえる関係をつくっていくといった

形で、例えば消費者側からの安心を確保していくという部分があるのではないかと思って

おります。

また、生産者サイドについていえば、法律を守ることは当然ですけれども、法令遵守以

上のコンプライアンスといいますか、倫理や良心に従って、よりいいものを生産していこ

うという生産活動もありますし、特別栽培農作物や有機農業といった形での生産者の取組、

また、それらに対する支援といったものがあり得るのではないかと考えているところでご

ざいます。

ただ、安全と安心は、そういう形で、必ずしも同じものではありませんけれども、かな
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り密接・不可分のところがあるのではないかと私どもは考えております。日和佐委員から、

ＢＳＥの全頭検査についてのお話がございましたが、危険部位を除去するのは必要なこと

だと思っております。ただ、日本で全頭検査をすることによって、今まで学説の上では、

21ヵ月とか23ヵ月の若いところからはほとんど検出されないと思われていた牛からもＢＳ

Ｅであることが確認されたとか、危険部位の範囲自体、変更があるといったこともござい

ますので、そういう意味で、ＢＳＥそのものがまだ必ずしも科学的に判明していない病気

であることから、全頭検査を行うことも、安全の確保にとって意味があるのではないかと

思いまして、私ども、実施しているところでございます。

また、そういう面も含めまして、消費者、あるいは国民の皆さんが、そもそも安全にゼ

ロリスクはないということを前提に判断していくことが大事だということはおっしゃると

おりでございまして、そういうことを進めていくためにも、畑中委員からもございました

が、食育でございますね。食品に関して、栄養や食生活のあり方とか、安全性というのは

どういうものか、食物はどのように生産されているかといったことも含めまして、食育を

進めていくことは非常に重要だと思っております。

また、リスクコミュニケーションといったことにつきまして、どうやったら消費者へ情

報が届くのか、その情報を活用して、一人一人が判断していけるのか、いろいろな消費者、

国民の方からの意見を行政がどのようにくみ取っていくのか、くみ取っていくべきではな

いかというご意見もございました。これは基本的にリスクコミュニケーションの問題だと

思っております。

また、日和佐委員から、リスクに対する管理のあり方につきましても、もっと見直すべ

きではないかというご意見がございまして、これもまたそのとおりだと思っております。

ただ、いいわけをするわけではございませんけれども、食品安全基本法ができ、食品安

全委員会が発足いたしましたのが昨年７月でございまして、農林水産省、食品安全委員会、

厚生労働省、関係の行政機関、それぞれ力を入れているところでございますが、まだまだ

十分でないといいますか、課題がたくさんあるところでございますので、そういうリスク

コミュニケーションのあり方、あるいはリスクに対する管理のあり方も含めまして、これ

からもいろいろ検討しながら進めていくことが必要ではないかと考えているところでござ

います。

○甲斐部会長 今までの事務局からのご説明につきまして、何かご意見ございませんか。

○日和佐委員 リスクに関して適切な管理が必要だと申し上げたのは、具体的にＢＳＥ
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でいえば、日本のＢＳＥの発生頻度によって、人が新型クロイツフェルト・ヤコブ病に罹

患する確率がリスクになるわけですね。ということを考えると、日本におけるＢＳＥの人

に及ぼすリスクは非常に低いといえると思うのです。そこを基本にしながら施策を考える

と、全頭検査はやり過ぎだなという感じがしないでもないということで、当初、あれを導

入せざるを得なかった事情はよくわかるわけですが、過剰なリスク管理が不安を巻き起こ

すことも事実なわけですので、適切なリスク管理は非常に重要な課題であると思っていま

す。

○甲斐部会長 それでは、食料についてはよろしいでしょうか。

それでは、次に、第Ⅱ章の農業分野について、「動向編」と「講じようとする施策」の

両方について、ご意見を伺いたいと思います。

○齋藤専門委員 まず、白書の中身でございますけれども、稲作の大規模経営のところ

の説明はいいと思うのですが、我々が関心をもっていますのは、法人経営、要するに10ヘ

クタール以上でも、さらに20、30という大きな拡大をもってしていくところが多角化戦略

をとってきているわけで、そういうものの分析をもっとしていただきますと、もっと明確

に出てくるところがあるのではないかということが第１点です。

今回、北海道畑作について、非常に切り込んでおりまして、私も、図－34などは初めて

拝見して、よくできた図だと関心しました。

ただ、北海道の畑作問題をあえて取り上げる理由は必ずしもそう明示されておりません。

水田と違って、これからの日本農業の大きな力として北海道農業を位置づけるわけでござ

いますけれども、麦作、あるいは大豆等、本来、輪作体系をとっているがために、例えば

有機ＪＡＳの資格がとりにくいとかといった環境保全型農業とのギャップがあるわけです

ね。その辺の位置づけをどうしていくかというのをもうちょっと明示していただいた方が

いいのではないか。将来的に、麦改革などの関係で、これが、例えば直接支払いのような

ものと連動していくのかどうかという関係もあるように思います。その辺の問題でござい

ます。いずれにしても、北海道の位置づけについては、もう少しプラスする説明があった

方がわかりやすいような気がしました。

○中村委員 今のことに関連すると思いますけれども、この厚い方の 153ページに、大

規模経営の動きの問題がありますが、特に５ヘクタール以上層の動きについて、もう少し

分析しておいていただく方がいいのかなという気がするのです。特に、これから米政策の

問題が始まってきますので、これがどのように動くかという問題もありますが、それと関
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連がなくても、３から５ヘクタール層の増加率が小さい、テンポが鈍っているということ

がありますので、もう少し大きい農家の分析をしていただきたいというのが１点でありま

す。

これは表現の問題ですが、この厚い方の 173ページの（高齢化の進行が耕作放棄に拍車

をかける懸念が高まっている）というところの３行目、「高齢化率の上昇に伴い、平地農

業地域、都市的地域、中間農業地域、山間農業地域の順に耕作放棄地率が上昇する傾向に

ある」。高齢化率の上昇に伴って平地の方からいくのかなという気がして、これは読み方

が違うのかもわかりませんので教えていただきたい。

その下、＜事例＞の前のところですが、例の特区の農地の賃借方式による株式会社の問

題につきまして、「評価を踏まえ、16年末までに全国展開について結論を得ることとされ

ている」。これは、この前の企画部会で申し上げておりますが、ひとつ慎重に検討してい

ただきたいということであります。

176ページの真ん中の－構造改革の加速化に向けた農地制度の見直しが求められている

－というところで、いわゆる耕作者主義の話を出しておりまして、これが「我が国の農業

構造改革上、きわめて重要な役割を果たしている。しかしながら」とつながって、「抜本

的改革」と来るのですが、この「重要な役割」と「抜本的改革」はつながっているのかわ

かりにくいところがあるということでございます。

関連しまして、施策の方で二、三点お願いしたいと思っているのですが、本文の45ペー

ジの法人化の問題については、支援策を万全にやっていただきたい。

次に、農業者年金の問題がありますが、加入促進につきまして、今も大変な援助をされ

ているわけでありますが、さらなる援助をお願いできないかということでございます。

それから、農地の確保の点、46ページに耕作放棄地の解消対策がございます。農地の確

保については、農振制度のところでお願いを申し上げますが、耕作放棄地の解消に向けま

して、我々も努力してきております。私どもも今、「かけがえのない農地を守り、活かす

運動」をやっておりますが、これは国民運動としてやりたいということでホームページも

開いて、このデータベースの整備もしてきておりますので、そういうのにご理解いただき

ながら、ご支援等も長い目でお願いしたいなと思っております。

遊休地の問題は、今、基本計画の見直しでもやっておりますので、そのことと関連して、

ご検討いただきたいということであります。また、支援策も必要ということです。

少し飛びますが、49ページ、新規就農の問題は、非常に重要な事項だと思っております
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ので、厚労省との連携を深めながら、きめの細かい施策の一層の展開をお願いをしたいと

いうことがございます。

施策の展開で、59ページの真ん中の10番の上に、「（３）経営所得安定対策の具体化検

討調査の実施」というのがありますが、これは私どもがずっと念願している施策でござい

ますので、ぜひとも調査をいたすとともに、早急に具体的な検討をしていただいて、今、

企画部会でやっておられます経営対策とあわせて、その実現方をお願いしたい。

62ページの下の方に、（５）のア、「京都議定書の目標達成に向けた取組」というのが

ございます。このことに関連して、先程、耕作放棄地発生の原因について、担い手や高齢

化の問題もありますけれども、具体的には、耕作しにくいところが残っているということ

で、山に返しても良いところもかなりあるのではないかと思われます。一筆ごとに精査を

して、これに合うような植林事業を展開して、山に返すものは返すということをお考えい

ただけないか。

○甲斐部会長 ほかにございませんか。

○八木会長 細かいことですけれども、２点ほどご質問したいのです。

最初に、施策の本文の43ページのところで、認定農業者の経営改善の支援ということが

ございまして、そのところに食のシンクタンク活動というのが出てきて、例えば商品開発、

販売戦略等の情報提供といったことが書いてありますが、具体的に、だれが、どのように

行うのか、もしわかったら教えていただきたい。

「動向編」の本文の 131ページの図Ⅱ－９になりますけれども、平成２年ですか、７年

間に、新設農家のうち、離農が17％あるというデータがございまして、どういう理由で離

農したのかという点について、もしわかったら教えていただきたいというのが２点目です。

これは意見になりますけれども、新規就農に関しては、施策も大分充実してきたと思う

のですが、もう一つ、特に、新規参入者が法人に就職して、そこからいろいろと学んで、

経営者として自立していくというコースが想定されると思うのです。その中で、特にのれ

ん分けや分社化、あるいは経営を移譲する場合、かなりの資金が必要であるようでありま

す。これは、新規参入する場合の資金とは大分違った性格のものだと思うのですけれども、

新規就農者の経営定着の促進という中で、経営者としての自立を支援するような広がりと

いいますか、新規参入して、オン・ザ・ジョブ・トレーニングではなくて、いろいろ勉強

して、経営者として自立していくところまでの支援政策といいますか、施策といいますか、

将来的にはそういうものも考えていただければということです。
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○安高委員 「農業経営の動向」ですが、この資料の中で、例えば１戸当たりの農業粗

生産額 2,400万とか平均で出ているのですが、一つ一つの経営体の状況を把握していくこ

とが、これまでの動向を把握する上でも必要でしょうし、これから先、特に必要になって

くるのではなかろうか。

米政策、あるいは、今度の新しい品目横断など、世の中が変わるときには、経営が大き

く上昇する農家もありますが、それを起点として経営不振に陥っていく農家もあるわけで

す。これは平均値としてとらえられるということではなく、例えば同じトマトをつくって

いる農家であっても、経営が伸びる経営体もあれば落ちていく経営体もある。それを個別

に把握していくことが必要ではなかろうか。一つの地域の中でも、例えば農業経営をラン

クづけしていって、優良な経営体、あるいは破綻直前の経営体、こういうものをきちんと

把握しておかないと、いろいろな意味で大きな問題になってくる。

一つの経営が破綻する。これはその経営がまずいので、それはそれだけのことよといっ

てしまっていいわけですが、世の中でそれが多く発生してくると社会の問題になってきま

すし、これからその可能性が非常に大きいのではなかろうか。米政策の成り行きによって

は、大多数の、特に専業の農業経営がそれに陥っていく可能性がある。農水省が、平均値

ではなく、個別の農家の経営状況を把握しておかなければ、政策的な手が早く打てないの

ではなかろうか。今、農業経営と申しましたけれども、農外所得も含めた農家経済として

も把握する必要があろう。両面で把握していかないと、一つの経営の崩壊が、農村の崩壊、

集落の崩壊、社会の崩壊、あるいは金融の問題まで起こしてくる可能性がありますので、

特に農業政策が大きく変わるときには、そういうことを把握していくことに十分留意して

いただきたいし、そういう技術的な能力も農林水産省で身につけておいていただきたいと

思います。

○古賀委員 具体的な政策等々、門外漢でございますので、誤解されるかもわかりませ

んけれども、ご意見ということでお受け取りいただければありがたいと思います。

農業を一つの産業として考えたときに、私自身が身を置いてきた産業とのすり合わせを

するわけですけれども、マーケティング、研究開発、経営管理、製造、物流、ロジスティ

ックスが一連の産業の流れだと思うのです。その上で３つ、もしご見解があればお聞かせ

願いたいと思うのですけれども、１つ目は、マーケティングという分野でございます。日

本の消費者の多様化・個性化するニーズへの対応とか、さらに海外まで消費者を広げるよ

うなマーケティングの機能が非常に求められているのではないか。そのことに対して、ど
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ういう全体の構想の中でやっていくのかということが１つでございます。もちろん、この

中にそれぞれ書かれていると思うのですが。

２つ目は、他産業との連携ということでございます。外食産業や食品製造・食品流通産

業は、先ほども少し出ていましたけれども、消費者のニーズ、あるいは消費者の気持ちを

どうくみ上げていくのかということからすれば、情報産業との提携はいかにとか、これは

後ほどの農村との関係になると思うのですが、農村と都市との融合ということからすれば、

サービス産業との連携はいかにとか、その他にもたくさん、他産業との連携ということも

視野に入れなければならないことが出てくるのではないかと思います。

３つ目は、特に製造業では、ここ数年来、盛んにいわれている知的所有権の問題でござ

いますが、今後、農業も、知的財産や知的所有権の問題が大きなかぎになっていく可能性

はないのかどうかということでございます。例えば日本での付加価値の高い作物のつくり

方など、今、農業全般としてどうなっているのか。

勉強不足で大変申しわけございませんけれども、その３点についてお聞かせいただけれ

ばありがたいと思います。

○甲斐部会長 ほかにございませんか。

それでは、今までいただきましたご意見に関しまして、事務局から何かご説明はござい

ませんでしょうか。

○西岡情報分析室長 それでは、ご説明いたします。齋藤委員と中村委員から、大規模

経営についての分析ということですけれども、我々も、構造展望なりをにらみながら、今、

大規模経営なりその担い手がどういう動向にあるかという観点で、できるだけ、こういう

統計のくくりで分析に心がけたつもりでございます。特に本文の方では、損益分岐点比率

や幾つかの指標をもちながら、それぞれ経営について、多角的に今の現状なりを整理させ

ていただいたと考えております。

齋藤委員からご指摘のございました法人経営の分析も、事例的にはあるのですけれども、

その経営の中までたどり着くような形のデータに制約があるという形で、現状のような記

述になってございます。

北海道畑作につきましては、どういう観点から取り上げているかと。本文ではイントロ

の部分で一応言及しておりますけれども、もう少し丁寧に記述できるか、観点なりについ

て検討してみたいと考えております。

中村委員の高齢化率のワーディングの問題につきましては、図をみながら記述している
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ものですから、ちょっと舌足らずで、そこは表現をもう少し丁寧に……。趣旨としては、

高齢化の率が上がるほど、山間、中間、都市、平地の順に耕作放棄率が高くなるというこ

となのですけれども、図をみながら記述したような形になっておりまして、そこは表現を

工夫したいと思っております。

構造改革特区の記述につきましても、いろいろなご意見がある中で、ということで、現

状、どういう形で認識されているかということをできるだけ記述しております。

耕作者主義ということで、「しかし」、「抜本改革」というところ、いきなりという部

分も、もう少し背景なりを記述できるか検討させていただきたいと思います。

八木会長からございました新設農家は、センサスをベースに組みかえたのですけれども、

経営の中の特徴といったところまでは、センサスの制約もあって、なかなかデータ的に取

り上げられないという状況でございます。

安高委員からのご意見でございますが、もちろん、我々も経営部門別という観点の認識

はもっておりまして、これから統計も経営部門別統計を充実・強化していくという形にな

っているのですけれども、それを組みかえていく中で、統計の母集団といった問題とのか

かわりもあって、現行のような整理になっております。もちろん、品目なり経営類型は今

後の視点だと思っております。

○山田経営局審議官 八木先生からご質問がありました。１つは、食のシンクタンクで

ございますが、都道府県段階では農業会議や農業公社、担い手支援基金といった関係団体

がありまして、そういったものが一体となって農家の方を支援していくということで、農

業経営支援機構を形づくることになっているのですが、その活動の一環として、そういう

方だけでなくて、学識経験者や試験研究機関の方、あるいは、先ほどちょっとありました

が、マーケティングの専門家や消費者団体の方に入っていただいて、新商品の開発や販路

の開拓といったことについて意見交換を行いながら、経営者の方を支援していくという形

でソフトの活動をやっております。それを「食のシンクタンク」と呼んでおります。それ

が１つです。

もう一つ、八木先生の、新規就農に関係して、法人に一回就農して、それからのれん分

けをして独立していく際に支援が必要なのではないかというお話ですが、それは本当にそ

うだと思っております。今回、その前段階ですけれども、青年就農法の改正を行いまして、

今、国会に出しているのですが、まず、法人に就職していただくと、そこで法人の方々が

研修とかいろいろな形で訓練していくことが必要になりますので、その際の資金について、
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無利子の資金を融資するという制度を拡充してやっておりまして、さらに、そういった方

々が独立していく際のさまざまな支援についても今後の重要な検討課題と考えております。

○甲斐部会長 会長、私も福岡の食のシンクタンクのメンバーで……。

○八木会長 ああ、そうですか。

○甲斐部会長 お見合いの場ですよね。実需者と供給者のお見合いの場をいかにつくっ

ていくかという……。

○染生産局審議官 北海道の畑作農業と有機ＪＡＳとの関係のお話があったように思う

のですけれども、今回の北海道の大規模経営の記述の趣旨は、基本的に、高齢化なり労働

力不足が進展する中で、輪作体系がなかなかやられがたい状況になっておる。一方で、規

模拡大もなかなか進まないといいますか、かなり限界に来ておるという状況の中で、今後

の北海道畑作の展開を図るためには、輪作体系をきちっとやりながら、規模拡大を推進し

ていくことが極めて重要であるという認識に立っておるわけでありますが、一方で、北海

道畑作農業につきましても、環境に配慮した農業を推進するという観点から、環境保全型

農業をやりましょう、あるいは輪作体系をきちっとやっていきましょうという取組がかな

りやられておりまして、本文の 166ページにその辺の記述があるわけでございます。

ただ、では、有機農業はどうなのかと考えますと、有機農業は、化学合成農薬なり化学

合成の肥料を前３年間は使わないといった前提でやっておりますが、北海道の輪作体系の

中には、例えばてん菜やバレイショなど、いわゆる原料的な作物もかなり入っておる。そ

ういうことを考えますと、その辺の部門では、有機農業を北海道の輪作体系の中で、ある

いは大規模経営の中できちっとやっていくという取組はなかなか難しいのかなという感じ

がいたします。本当にそこまで含めて消費者のニーズがあれば、将来的には展開すること

も可能だと思いますので、将来的な課題として受けとめていくほかないのかなという感じ

がいたします。

もう一点、知的所有権の問題で、付加価値の高い農業生産等も推進すべしといったお話

があったわけでありますが、農業分野の知的所有権を考えますと、これは、種苗法により

ます新しい品種の育成権者の保護をやりながら、付加価値の高い農業生産をやっていくと

いうことだろうと思います。これは国内だけではなくて、海外にも育成権者としての登録

をしながらそういうことをやっていき、国内に入ってくる輸入品についても、変な海賊品

みたいなものがないようにきちっとウォッチし、それを取り締まることも重要ですし、今

後、海外に輸出拡大の機会がふえて、出ていくときにもそのようなことをやっていくこと
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が必要だろうと考えております。国内のみならず、種苗の育成権者としての海外への出願

・登録という意味では、最近、その出願件数等もかなりふえてきておりまして、結果とし

ては登録できているというのも出てきておりますので、この辺を十分活用しながらやって

いきたいと考えております。

農林水産省としても、この辺の制度の周知徹底を図るという意味で、育成権者の団体で

あります植物品種保護戦略フォーラムというのがございますので、その辺の組織を使いな

がら、諸外国の品種保護制度等について、国内の種苗の育成者等にも大いにＰＲしていく

といった取組をやったり、あるいは、植物品種保護の国際的な枠組みでありますＵＰＯＶ

条約に加盟しているのは、アジア諸国では、我が国のほかに、韓国と中国のみであります

ので、これ以外の国に大いに広めていかないと、その辺の保護は不可能だという点があり

ますので、いろいろな制度、仕組みを使いながら、独立行政法人の国際協力機構とも連携

をとりながら、この辺の制度の普及に取り組んでいきたいと考えております。

○小西国際部長 古賀委員からご指摘のありましたマーケティング対策、特に海外でも

消費が潜在的に増えているのではないかということでございますけれども、特にアジアを

中心として所得が向上するにつれ、日本の農産物に対する需要が増加しているという背景

から、私ども、輸出促進対策に力を入れているところでございます。本体の「動向編」の

98ページから 101ページにかなり詳しく記述しておりますので、またお読みいただければ

と思いますけれども、基本的に、国、地方公共団体、ジェトロ、民間の業界団体といった

ところが一体になって、これについて取り組むということを考えております。予算的にも、

16年度予算において新規拡充予算、総額８億円を超える予算を計上しておりまして、海外

におけるニーズも十分に把握しながら、積極的に対応していきたいと考えております。

○菊地環境政策課長 中村委員から京都議定書の話が提起されました。京都議定書につ

きましては、1990年基準で、日本におきまして６％の削減を図っていこうということでご

ざいまして、現在、政府一丸となって取り組んでいるところでございます。その中で、実

は森林につきましては、ＣＯ2 の吸収源対策として 3.9％を期待されております。

中村委員のご指摘は、特に中山間地域の耕作放棄地につきまして、農業上、なかなか利

用ができなくなった場合、そこに植林を行ったらどうかといったご指摘ではないかなと思

っております。私どもも、中山間地域の農地につきましては、農業生産だけではなく、水

源のかん養といった多面的機能を発揮していただくためにも地域の活動を促進しているわ

けでございますが、それでもなおかつ農業的な利用が困難になった場合におきましては、



- 26 -

水源のかん養だけではなく、ＣＯ2 の吸収ということで植林していただくという形で、林

業施策、あるいは農業施策でもそれなりの事業を用意しているところでございます。今後

ともそういった事業を活用していただきまして、地域的な取組をお願いできればと思う次

第でございます。

○吉田技術会議事務局研究総務官 先ほどの古賀委員の知的財産の件でございます。生

産局の審議官の話に尽きるかと思うのですけれども、我々研究サイドでも日々新しい技術

開発をしておりまして、特許等とれてきております。これについては、当然のことながら、

特許で保護しながら、片一方で、それを民間の方々に積極的に利用していただかないと価

値がないものですから、昨年、技術移転機関を設けまして、そこで今、そういう新技術を

求める人とつくった者との調整やＰＲ等行っているところでございます。情報としてお伝

えしたいと思います。

○甲斐部会長 よろしいでしょうか。

今の事務局からのご説明について、何かご意見ございませんか。

ないようであれば、次に、第Ⅲ章の農村分野について、ご意見、ご質問を伺いたいと思

います。

○齋藤専門委員 まず、細かいところでございますけれども、白書の 219ページになり

ますか。有機ＪＡＳで登録認定機関の問題がありますね。これで結論的な表現としては、

「登録認定機関間の競争条件の整備を引き続き図っていく」という文面になっております。

実はこの認定機関は、例えばコンサルテーションができないとか、ビジネス的なものが非

常にやりにくいとかいろいろな制約条件があってやっているわけですね。ところが、実際

上は、いろいろな意味でリスクがかかるような状態も出てきているようでございます。そ

の辺の問題をどうしていくかということは、競争条件の中にどう位置づけるかということ

になると思います。やはりそれなりにちゃんとした経営のシステムをつくれないと、多分

生き残れないだろうという感じがいたします。

それとの関連で、有機ＪＡＳの普及を、というのが強く出ております。これは、有機Ｊ

ＡＳだけでやっていくのはどうかなと私は思うのですけれども、表現上は、有機ＪＡＳ以

外の、例えばＩＳＯをとっているケースも今かなりございます。有機ＪＡＳそのものはハ

ードルが非常に高いわけでございます。したがって、段階的な移行を考えていくと、ＩＳ

Ｏ的なものも入れていかざるを得ないのだろうと思うのですが、やや有機ＪＡＳにこだわ

り過ぎ。もともとシェアがそうあるわけではございませんので、その辺の位置づけをもっ
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としてもらった方がいいのではないかと思います。

全体的にこの章は、前と比べると、資源循環や環境問題に非常に深く入ってきているわ

けでございますけれども、農村の活性化というところからみたとき、農村のいろいろな経

済主体の活動と、関連産業もございますが、それをめぐる初歩的なビジネスもいろいろな

ものがございますので、それをもっと入れ込んだ形の活性化の戦略をここに提示できれば

という感じがするのです。農村も、かなり都市化したところと山間地と中山間地、いろい

ろなところがございます。そういうものを区分して、活性化の戦略を少し提示するような

形。最後の章になりますと、一つの流れ、方向をつくるような部分が必要だと思います。

そういう意味で、将来、その辺の検討を少ししていただければなという感じがいたしまし

た。

○増田委員 ２つありまして、参考資料１の49ページの「農村の地域再生に向けた取組

の推進」の①の「農産物直売所の設置」というところに、「女性や高齢者の社会参加、消

費者との交流等で高い評価」と簡単に書かれておりますが、私、昨年も申し上げたような

気がするのです。女性と高齢者を一くくりにして１行半で片づけるのは、高齢者も余り気

持ちよくないかもしれないのですけれども、これは、基本的に、生活弱者という位置づけ

で表現されているような気がしてなりません。前の方に、今、農業者の６割は女性だと書

かれているわけで、大半のところを女性が負っております。以前にも申し上げて、笑われ

てしまったことではありますけれども、しからば男性は何をしているのかということを聞

いてみたいという気さえしております。といいますのは、いろいろいわれていましても、

女性の農業者の位置づけをここできちんとしてまいりませんと、農業において、大半のと

ころを女性が負っているにもかかわらず、相変わらず、従たる労働力として位置づけられ

てしまうということで、全体の視点が変わっていかないような気がするのです。

たまたま「女性農業者の法的地位の明確化と強化について」という報告書を出されてお

りますが、そこで、家族経営協定が大切だということでいろいろな分析がされております。

現行制度の中で働く者として、農業における女性の地位をしっかりするためには家族経営

協定しかない。家族経営協定から認定農業者への道もあるし、農業者年金の政策的補助の

対象にもなれる。所得といいますが、そういうきちっとした立場の保障がないままに、実

際、農業・農村は女性の力が大きいのですよといったってむなしいような気がしてならな

いのです。

家族経営協定については、この中では余り触れられていないようですが、実態を聞きま
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しても、締結がなかなか進んでいないということで、この辺で、資料なども添えて、女性

の農業者としての位置づけを明確にあらわしてほしいということですが、その辺はどのよ

うにお考えでいらっしゃるかということもお聞かせいただきたいと思います。

○甲斐部会長 今の点に関して、実際に直売所を運営されている新開さん、いかがです

か。

○新開委員 農業社会は男性社会でしたので、女性がこういう場所で意見をいう機会は

少なかったですね。安高組合長がいらっしゃるから、わかると思いますけれども、農業の

組織はほとんど男性が占めているのですね。先ほど古賀委員さんから、マーケティング的

なこと、他産業との連携、サービス産業との連携とかいろいろ例を挙げていただいたので

すけれども、そういう分野は女性が得意なのに、かなり男性主導で来て、そういう部分で

欠けてきたと思うのですね。そこから生まれたのが直売所で、やはり自分たちの名前を出

したい。直売所は名前が出ますね。それから、自分たちでお金を稼ぎたい。この２つの部

分が農村を大きく活性化しまして、今、全国にまいりましても女性が一番元気なのですね。

そこら辺はなかなか認めてもらえなかったのですけれども、最近は、役職をもって女性を

登用するといったことではなくて、一人一人が実力をつけた方がいいということで、女性

が賢くなってきたのですね。だから、世の中からみられているように、農村の女性が端っ

こにやられているということは……。そういう部分では男性からも大分薄れました。要は、

実力をつけてきましたので、私たちはここに必ず挙げてもらわなくてもいいのだというぐ

らいに皆さん元気が出てきているのですね。

横に中村委員がいらっしゃいますが、余り農業をしていないような男性が農業委員さん

になるとか、定年退職して農業委員になるといった形があるから、そういうものを全部整

理して、現場で頑張っている女性を農業委員にするとか、安高組合長もいらっしゃるけれ

ども、ＪＡでも、農業をしていない人が役員につくのではなくて、現場の人がそういう代

表に……。今までならな過ぎたのですね。そういう部分では、増田委員がおっしゃってく

ださっているように、文章とかできちんと位置づけられると、男性がもっと認めてくれる

かなという部分はありますね。

○安高委員 せっかく名前が出ましたから、発言いたしますけれども、増田委員が、女

性と高齢者を一緒にするなと。全く賛成でございます。「男性はどこにいる？」といわれ

たときに、私の場合、「ここにいます。ここに来ております」といわざるを得ません。実

は私、22歳で卒業いたしまして、25年間、ずっと専業農家でやってまいりました。たまた
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ま組合長という常勤になりましたので、３年ほど前から土曜、日曜だけの農業になってし

まいましたけれども、今日、うちの家内は、パートを４人使って農業をしておりますので、

自分が女性だとかどうのこうの考えるゆとりもなく、一生懸命仕事をしておると思います。

今、相当機械化されていまして、例えば荷物の積みおろしでも、うちの家内はフォーク

リフトでやりますから、女性、高齢者でも十分やっていける農業になっている。例えば55

歳で早期退職なさった場合、75歳ぐらいまでは大体できる、70歳までは十分できるという

のが今の農業ではなかろうかと思っております。だから、農業者、あるいは農業の中にお

ける女性の意味合い、高齢者の意味合いそのものが変わってきている。変わってきている

中で、農業を政策的にどうみているのか。農業の世界の女性、農業の中の高齢者をみると

きに、30年前、40年前と同じようにみているのではなかろうか。特にこういう白書の中で

いろいろな農業をとらえるときに、今をみているのだけれども、みている目、物差しが30

年前、40年前のままということがあるのではないかと思います。それは政策する側だけで

はなくて、農業の側にもあります。

その中で１つお伺いしたいことがあります。今の時代、農村をどう定義づけられるのか。

農村の現場にいてもわかりません。いろいろな見方がありますけれども、私の集落で、パ

ッとみて専業農家らしきものは10軒あります。私の集落で、農協の正組合員の家は30戸ほ

どあります。私の行政の自治区の中に 150戸あります。非農家が圧倒的に多いわけです。

この数字だけみて農村といえるだろうか。しかしながら、私の農協の管内では、ここを農

村といわずして、どこが農村なのだという状況です。恐らく日本中、余り変わらない状態

ではなかろうか。だから、食料・農業・農村といったときの農村、今の時代における農村

をどのように定義づけられるつもりなのか、政策的に５年、10年みたときに、10年先の農

村という言葉をどうとらえたらいいのだろうか、農村という言葉自体、どのようにとらえ

て、どのように変化しているとお考えなのか、その点についてだけ質問です。

○甲斐部会長 ほかにございませんか。

○日和佐委員 49ページの②のところに、グリーン・ツーリズムについて記述がござい

ます。私は、個人的に教育ファームにかかわっているのですが、グリーン・ツーリズムに

関してはあちこちで記述がみられるわけですけれども、畜産が果たしている教育効果、教

育ファームの取組については記述がほとんどないのですね。これは文部科学省の管轄と思

っていらっしゃるのかどうなのか、よくはわからないのですが、農業と同時に、畜産が教

育に及ぼす効果は、命の教育ということで非常に高いですし、畜産現場の現状をよく理解
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してもらえるということで、教育効果が非常に高いものです。教育ファームは、今、個人

牧場の熱意のある方が熱心に取り組んでいらっしゃるのですけれども、ボランティアとい

う要素がかなり強い。仕事と教育ファームへの対応ということで、まさに無料の奉仕が多

いので、なかなか進展しづらい。

もう一つ、公共牧場がその任に当たってくれるといいとは思うのですが、公共牧場は公

共牧場で人的な財源が少ないということと、施設について、余り適切ではないということ

で、どちらも不十分という状況の中で取り組まれているという状況です。これにもう少し

光を当ててほしいなと思いまして申し上げました。

○中村委員 ２点あるのですが、１つは、今、家族経営協定の話が出まして、要らない

ではないかというご意見ですが、私、昭和40年からこのことをつくり上げてきました。当

時は、嫁さん、あるいは後継者のただ働き解消運動をやるところから始めて、今、多分そ

うではなくなっていると思いますけれども、ただ、財産権まで考えた場合に、果たして本

当に地位がちゃんと対等になっているかどうかという問題は依然としてあると思います。

名称は、家族経営協定ということで変わってきていまして、経営を入れてきていますが、

法人農家をみても、女性の財産権までみた場合に、ただ働きは依然として解消していない

ということで、これは必要ではなかろうかと今でも考えております。それが１点。

先ほど、第Ⅲ章のところでということで申し上げなかったのですが、施策の65ページの

「総合的な振興に資する施策」のところで、特に、（ウ）にある農振法の適切な運用が必

要だ。そして、「農村における土地の農業上の利用と他の利用との適切な調整を図る」と、

あります。これは当然必要なことでありますが、現場の市町村部局になると、どっちかと

いうと開発志向になって、公共事業等を通じて、優良農地が蚕食されていくという実態も

ないわけではありません。これは基本計画のときに議論していただいたらいいと思います

けれども、 470万ヘクタールの確保の話と、農振農用地の 417万か 419万をどうするのだ

ということになれば、やはり重要なのは 417万の確保ということになってこようと思いま

す。したがって、ここは施策として、毎年毎年きちっとしたご指導をお願いしたいと思っ

ておりますし、中長期的には、基本計画の中で、これもきちっとしたご議論をお願いした

いということです。

○甲斐部会長 ほかにございませんか。

○畑中専門委員 16年度の「講じようとする食料・農業・農村施策」の農村の方なので

すけれども、昔の冊子の「講じようとする施策」は、予算そのものがずっと並んでいると
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いう格好だったのが、だんだんこういった形で、食料・農業のところは白書と整合性がと

れるといいますか、全体として、これだけ読めばわかるという格好になっているのですが、

農村施策のところは、今お話があったように、農村とは何かというのはなかなか難しい。

純農村のところもあるし、相当都市化したところもあるので、仕分けがなかなか難しいの

で、こういう書き方になるのだろうと思うのですけれども、関係省の方も来ておられるの

で、もうちょっと農村的な観点で書くようにご努力いただいたらどうかなと。

例えば踏切における交通渋滞ということで、踏切改良なども書いてあるのですけれども、

わざわざ書く必要があるのかなと。私は、踏切で困っている武蔵小金井から来ております

ので、農村の場合でも、勤めに行ったりするとき、大変な問題だというのはよくわかるの

ですが、もうちょっとアクセントをつけて書いていただいて……。いろいろなことをやっ

ていただいていることはよくわかりますが、そういうものはまとめて書いてしまうとか、

白書と「講じようとする施策」は、読むと両方がわかるような格好に、関係省のところで

ご努力いただければと思います。農村はとらえにくいので、難しいのはよくわかりますの

で、すぐにということではございませんけれども、できるだけそんな目でつくっていただ

ければ大変ありがたいなということで、ご要望を申し上げておきます。

○甲斐部会長 ほかにございませんか。

○八木会長 農村の有する資源の中の農業用水に関するところですが、本文の「動向

編」の 246ページにこの維持管理の問題を書いております。大変大きな課題を抱えている

と思うのですけれども、施策の方は、逆に、「農業生産の基盤の整備」のところに、「農

業水利施設を保全するための非農家も含めた支援体制を構築する」という文面がございま

す。恐らく、農業者だけではなくて、地域全体で農業用水を支えていくことが必要だとい

うことだと思うのです。ただ、あるアンケートによりますと、現在、土地改良区を知らな

い人たちが地域の中にかなりいる。特に若い人たちは知っていないという結果もございま

すし、その地域に流れている用水がどういう機能を果たしているのかということについて、

理解が薄い面もあるような気がします。ですから、こういう支援体制を構築する場合でも、

農業用水の果たしている多面的な機能も含めて、地域住民によく理解いただくような啓蒙

というのですか、情報発信といった活動が非常に大事ではないかと思います。支援体制と

書いてありますけれども、まず、地域の方に参画していただく、そういう意識を強めるこ

とが前提ではないかと思います。これは意見です。

○甲斐部会長 ほかに何かございませんか。
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それでは、今のご意見に関しまして、事務局から何かございませんでしょうか。

○西岡情報分析室長 最初に、齋藤委員からご指摘のありました、資源なり環境を、経

済主体の観点からもう少し取り上げられないかという観点でございます。これにつきまし

ては、本文の中で必ずしも明示的に書いていない部分がございますけれども、観点として

は、そういうものをかなり盛り込んで、産業化に結びつけていくという視点で言及させて

いただいております。本体の 250ページの（４）のアの「地域再生に向けた農村の資源の

積極的な活用」というところで、「地域の産業と活力の再生に結び付けていく」というこ

とで、例えばグリーン・ツーリズムといった教育機能や情報、そういうさまざまな資源を

どう結びつけていくかという課題を整理しているつもりでございます。この辺は、ちょっ

と難しいかもしれませんけれども、 252ページに、「産業連関表」で、食料と農業、それ

ぞれ生産なり需要をどのように誘発しているか、域内に依存しているのか、外に依存して

いるのかというところから、そういうものを結びつけていかなければいけないという形で

紹介させていただいております。

増田委員のご指摘の点で、女性と高齢者を一くくりという点の整理につきましては、も

う少しきちんとした形の書き分けを考えてみたいと思っております。

なお、女性なり高齢者の部分につきましては、本体の 261ページのウの「地域再生を支

える多様な人々の主体的な連携の推進」というところで、いずれにしても、多様な人々が

支えているということで、この下の５行ほどにも、それぞれ主体別、この場合には、女性

と高齢者、それぞれ違う形での聞き方もございますので、分けて記述しておりますけれど

も、この辺も趣旨がもう少し明確になるかどうか、データ等の関係がございますが、検討

したいと考えております。

○山田経営局審議官 今、女性の話についてちょっとありましたけれども、経営局から

少しコメントしたいと思うのです。先ほどお話がありましたが、女性の地位がだんだん向

上してきて、今、実質的には女性が経営しているようなところもあるということで、家族

経営協定についてのお話もありました。非常に重要だと思っていますが、もう一つ、認定

農業者制度の中で、これは白書の中にも記載が若干ありますけれども、去年、運用の改善

を行っております。これまでは、経営改善計画を出す申請者は１人ということになってい

ましたので、大体、男性の方が認定農業者になっていたのですけれども、去年の６月に運

用の改善をしまして、共同経営の場合には、共同で申請していいですよということで、女

性の経営者の方も名前を載せて申請することができるようにいたしました。これは、いろ
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いろな施策を集中していくときに、国の施策もそうですし、自治体の施策でも、対象とし

て、認定農業者を一つの切り口としている場合が結構あるわけで、一つの農家で１人しか

なれないということになりますと、男性しかなれない場合が結構出てきますので、今回、

改めて、女性の方も、あるいは息子さんがやっておられれば息子さんも経営者として共同

申請できるようにいたしましたので、そういう意味で、少しずつではありますけれども、

改善を図っているところです。

○宮本農村振興局計画部長 まず、安高委員から農村の定義という話がございました。

私どもの局は農村振興局という局でございますが、正直、農村の定義はないのが現実でご

ざいます。都市の方は、ＤＩＤ地区や都市計画区域の概念等もございますけれども、今お

っしゃいましたように、見た感じが何となく農村ならば農村と。正直、今後とも、農業的

土地利用が中心なところは当然農村であろうと考えておりますが、明確に定義したものが

ないのが実態でございます。ただ、大多数の国民が農村と思うようなところについては、

まさに農村振興局とございますように、引き続き、その振興・活性化に努力していきたい

と考えております。

日和佐委員から、グリーン・ツーリズムとの関連で畜産の話がございました。グリーン

・ツーリズムという言葉は、必ずしも畜産がイメージできない部分はあろうかと思います

が、グリーン・ツーリズム自体は、農山漁村における農林水産業、あるいは農山漁村に賦

存する文化・伝統その他の各種資源を活用して都市との交流を深めることによって、都市

に農林漁業、あるいは農山漁村を理解してもらう、あるいは農山漁村の活性化にもつなげ

ていこうという取組でございまして、畜産部門がこの概念に入っていないわけではござい

ません。私、教育ファームは、もう一つよくわからないところがございましたけれども、

畜産、あるいは家畜との触れ合い牧場的なもの、もっといえば、畜産加工品を活用したグ

リーン・ツーリズムも相当ございます。引き続き、そういったものについての振興に努力

していきたいと考えております。

中村委員から農振法の適切な運用という話がございました。ご案内のとおり、当然のこ

ととしまして、農振法に基づきます農振農用地区域の適切な保全等を図っていくことにつ

いては努力していきたいと考えているところでございます。

八木会長から、農業用水の機能について、情報発信等の必要性についてご指摘を賜りま

した。農業用水については、農業農村整備事業によりまして、これまで相当程度の水路、

いわゆる基盤の整備が行われてきておりまして、いわゆる基幹水路といわれるものだけで
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約４．５万キロ、ＪＲの鉄道網や国道網に匹敵するような水路が整備されているところで

ございます。今後は、この整備されました農業用水路の適切な保全・管理が重要であると

いう観点から、今回の「動向編」の中でも記述させていただいているところでございます。

また、この機能につきまして、地域、特に地域住民の方々に必ずしも十分ご理解いただ

けていないというご指摘は、ある意味でごもっともなところがございます。実は、土地改

良区につきましても、一昨年ですか、「水土里ネット」という愛称をつけまして、水、土、

里といったものを標榜いたしまして、その機能がある意味で現れるような愛称のもとに、

土地改良区や、その果たしている機能の普及にも努めているところでございまして、引き

続き、農業用水も含め、農地、農業用水の整備された現状のご理解について、その浸透に

努めていきたいと考えております。

○岡島消費・安全局審議官 齋藤委員から、有機ＪＡＳ制度につきましてのご意見、ご

質問がございました。

まず、 219ページからいろいろ記述がございますが、ここ自体は、「農業の自然循環機

能を活用した生産方式」ということで、環境保全型農業の推進をどうしていくかというこ

とがここのテーマでございまして、その中で、エコファーマー、有機ＪＡＳ、特別栽培と

かいろいろな仕組みがある。ただ、それはまだまだいろいろ問題点がありますよという記

述になっております。ＩＳＯを認証取得している農家などもあることは存じておりますけ

れども、ここでは、農林水産省が、環境、自然循環を利用した農業なり環境保全型農業な

どを進めていくに当たっての施策についての課題を規定しているところということでござ

いますので、ＩＳＯなどについては触れていないところでございます。

また、有機ＪＡＳなどを進めていく上で、課題はいろいろあるわけでございまして、齋

藤委員がおっしゃられましたように、認証・認定機関の経営問題、コンサルテーションが

できないといったことにつきまして、課題であることはわかっておりますけれども、この

問題については、国際的なＩＳＯの認証などの仕組みからいきましても、認証機関はコン

サルテーションはしないというのが一つのルールになっておりますので、なかなか難しい

ことでございます。

そのほか、有機ＪＡＳを進めるに当たっての問題点は、 219ページにるる書いてあると

ころでございますが、全体が、環境保全型なり地域循環的な農業を進めていくためにどう

したらいいのかということで書いているということでご理解いただければと思います。

○染生産局審議官 酪農の教育ファームにつきまして、計画部長からお話があったとこ
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ろでありますが、ちょっと補足的に申し上げますと、酪農の教育ファームは、中央酪農会

議という団体がございまして、そこの認証でかなりの数が入れられておるという状況であ

ります。グリーン・ツーリズムは、地域の多様な資源を活用しながら、都市・農村の交流

をやっていこうという発想でありますので、そのようないろいろな事業の中で、それを活

用しながらやっておるという面もございますので、農林水産省のこの辺の事業もかなり活

用されている面があるのかなと考えております。

公共牧場の整備のお話もありましたが、公共牧場の整備の一環といたしまして、触れ合

い牧場という形で酪農体験ができるようなものも整備しようという動きもございます。こ

の白書の項目立ては、かなり大きいくくりでやっておりますので、その辺の細かいものが

なかなか出てきておらないわけでありますが、そういう形で、公共牧場関係の事業の一環

としてやっておるという状況だとご理解いただきたいと思います。

○甲斐部会長 本日は、国土交通省、厚生労働省、文部科学省、食品安全委員会事務局

の方がみえていますけれども、今までのご議論で何かご意見ございませんでしょうか。

今までのご説明について、何かご意見ございませんでしょうか。

ないようであれば、最後に、全体を通じて、何かご意見ございませんでしょうか。

○上原委員 先ほど資料等見ていまして、これからも農業は大きく変わるなという印象

を受けて、施策は、一応まともな方向だと思うのですけれども、農業の人材教育について

どのように考えているかということをちょっと聞きたいのです。先ほどマーケティングが

重要だとありましたけれども、実は、マーケティングのセンスを磨くのは、なるべく若い

うちからやった方がいいのです。というのは、私、マーケティングを教えていますけれど

も、本格的に勉強したのは物心がついてから大分たってからですから、センスはほとんど

ないわけでございます。その意味で、私は、マーケティングを含む農業経営のための教育

機関は非常に重要ではないかと考えます。

大学の農学部ではいろいろありますけれども、農学部を出ても、技術としてバイオテク

ノロジーの方へ行ったり、林科の方へ行ったり、果ては、農業経済を出て農水省に来る。

これはみんな農業の直接人員ではなくて、間接人員として位置づけられているに過ぎませ

ん。農業大学校がありますね。今度、特別行政法人になりましたけれども、あの辺の位置

づけ等、農業経営のための本格的な人材育成をどう考えているのか。特に農業が変わって

いくがゆえに、経営的な観点から農業をみる目は非常に重要です。それは、ビジネススク

ールの場合の工業経営論などとちょっと違った側面をもっているわけです。特に新しい考
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え方が必要だということで、その点についてどう考えているのか、ちょっとだけお聞きし

たいと思っているのです。

○甲斐部会長 いかがでしょうか。

○山田経営局審議官 農業教育については、今お話がありました農業者大学校ですね。

もともと農林省の機関で、今、独立行政法人になっています。そのほかに、道府県の農業

大学校がありますし、就農準備校という、まさに勤めていた人が新たに農業に入ろうとす

るときに研修するものがありますし、今おっしゃった大学の農学部、農業高校とかいろい

ろあるのですけれども、特にこれから農業をやろうとするという意味でいえば、１つは、

独立行政法人の農業者大学校があります。これは、実際には農業経験のある人に入っても

らって、マーケティングや、実際に農家に行って、農業のやり方を学ぶといった形で、農

業をやっている人がまた学び直すみたいな考え方で運営されておりまして、９割以上は農

業に就業するという状況にあります。人数は大変少なくて、１学年30人から40人ぐらいし

かおりませんけれども、そういう状況にあります。

もう一つ、道府県の農業大学校ですが、40の道府県に設置されておりまして、大体高卒

後２年ぐらいの期間、講義と研修をやるということですが、これについては、実際に農業

をやられる方もありますし、さらに進学される方もあります。

３番目に申し上げました就農準備校は、全国で10校ありますけれども、これは、今いい

ましたように、本当に自分でやろうという人が技術を学ぶということなので、かなりの人

が実際に就農しているという状況にあります。

このように農業研修や教育機関はかなりあるのですけれども、私どもとしては、実際に

農業をやろうという人が入ってくる機関ですから、マーケティング、あるいは農家へ実習

に行って研修を積むといったことを通じて育てていきたいということでやっております。

今度、農業者大学校の研究会を開きまして、八木会長にそこの会長に就任していただい

ておりますので、農業者大学校のあり方については、そこでもまた検討していきたいと思

っております。

○甲斐部会長 ほかによろしいでしょうか。

本日は、各委員からさまざまな貴重なご意見をいただきました。

それでは、「講じようとする施策」については、事務局の原案どおりでよろしいでしょ

うか。
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（「異議なし」の声あり）

○甲斐部会長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。

そろそろ予定の時間も迫ってまいりましたけれども、施策部会における「講じようとす

る施策」（案）の審議は今回で終了させていただきまして、今後は本審議会においてご審

議いただきたいと考えております。

本審議会での審議に当たりましては、私から、本日までの議論の内容を整理したものを

とりまとめて、部会における結論として報告させていただきたいと思います。

なお、「講じようとする施策」（案）につきましては、本日の議論やその後の情勢の変

化、関係府省庁との調整を踏まえた微調整が必要となってきます。その内容につきまして

は、私に一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「賛成」の声あり）

○甲斐部会長 ありがとうございます。「講じようとする施策」（案）の取り扱いにつ

いては、そのようにさせていただきたいと思います。

審議会の日程につきまして、事務局から連絡事項はございますでしょうか。

○涌野情報課長 第７回本審議会の日程につきましては、既にご案内申し上げていると

ころですが、４月８日、木曜日、14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。

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

どうもありがとうございました。

――了――




