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開 会

○今井流通課長 おはようございます。定刻となりましたので、食料・農業・農村政策審

議会第14回総合食料分科会を開催したいと思います。

私は、冒頭だけでございますが、司会を担当させていただきます流通課長の今井でござ

います。よろしくお願いいたします。

本日は 「卸売市場整備基本方針の変更（案 、それから「中央卸売市場整備計画の変、 ）」

更（案 、３つ目に「中央卸売市場開設区域の指定解除（案 」につきまして御審議いた）」 ）

だきたいと思います。

、 、 。委員の皆様の出席状況でございますが 安部委員 八木委員が御欠席と伺っております

川田委員と飛田委員がお見えになっておられませんが、15名の委員の方の御出席と伺って

おります。したがいまして定足数、３分の１以上ということでございますので、本分科会

は成立しております。

続きまして資料の確認をさせていただきたいと思います。

議事次第と委員の皆様方の名簿の後に、資料のナンバーが振ってありまして、資料１と

して卸売市場整備基本方針の変更について、それから、資料２－１として中央卸売市場整

備計画の変更について、２－２として中央卸売市場の再編措置の決定についてという資料

がございます。それから、資料３として中央卸売市場開設区域の指定解除についてという

紙がございます。それから、資料４が「食」と「農」の連携強化検討会の報告書の関係で

ございます。４つの資料がございまして、４－１が概要の１枚紙、４－２が報告書概要、

４－３が検討会の報告書そのものでございまして、４－４が「食」と「農」の連携強化に

関する18年度予算の概要でございます。それから、資料５といたしまして海外食料需給レ

ポート2005の（案）というものがございます。

それから、参考の資料として１、２、３、卸売市場法、卸売市場整備基本方針、それか

ら食料・農業・農村基本計画の抜粋の資料がつけてございます。

皆様、お手元にございますでしょうか。もしないようでしたら事務方に御指示いただけ

ればと思います。

それでは、以降の議事進行につきましては上原分科会長にお願いいたします。どうぞよ
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ろしくお願いいたします。

総合食料局次長あいさつ

○上原分科会長 それでは審議に入りますが、その前に総合食料局次長から一言ごあいさ

つをお願いしたいと思います。

○内藤総合食料局次長 総合食料局次長の内藤でございます。本日は年度末の開催にもか

かわりませず御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

卸売市場制度につきましては、平成16年に法改正されましてから、本分科会で御答申い

ただきました第８次の卸売市場整備基本方針に基づきましてその推進に努めてきたところ

でございます。本日は、先ほど課長から話がございました審議事項のほか、私どもより、

資料配付しておりますが 「食」と「農」の連携強化等につきまして御説明をしたいと思、

っております。

「食」と「農」の連携につきましては 「食」と「農 、生産現場と消費がかけ離れてき、 」

ているという指摘もございますし、私どもも、消費者ニーズにこたえて生産・加工・流通

が競争力をいかに持つべきかということを考えますと 「食」と「農」の連携を一層強化、

していかなければいけないと思っている次第でございます。そういう意味で、検討会を設

けまして施策の方向について取りまとめをいただきましたので、その内容につきまして後

ほど事務局から説明をさせたいと思っております。

皆様におかれましては、本審議事項、それから各食料政策、食品政策につきまして忌憚

のない御意見を賜りたいと思っております。本日はどうもありがとうございます。よろし

くお願いいたします。

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

卸売市場整備基本方針の変更（案）について

○上原分科会長 それでは議事に入りまして、まず、議事次第３にあります卸売市場整備

基本方針の変更につきまして農林水産大臣から諮問されておりますので、事務局から諮問

文をお読みいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○山下卸売市場室長 それでは諮問案件を１件、朗読させていただきます。資料１でござ
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います。

１７総合第２０３２号

平成１８年３月２９日

食料・農業・農村政策審議会

会長 八木 宏典 殿

農林水産大臣 中川 昭一

卸売市場整備基本方針の変更について（諮問）

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第４条の規定に基づく卸売市場整備基本方針につい

て、別紙のとおり変更したいので、同条第６項において準用する同条第４項の規定に基づ

き、貴審議会の意見を求める。

別紙として案が添付されておりますが、この内容は後ほど御説明させていただきます。

なお、本日の諮問及び答申の手続につきましては、食料・農業・農村政策審議会議事規則

第９条第１項の規定によりまして、総合食料分科会の議決は食料・農業・農村政策審議会

の議決とみなすとされております。以上でございます。

○上原分科会長 どうもありがとうございます。

それでは諮問内容につきまして事務局から御説明をお願いします。

○山下卸売市場室長 それでは、お手元の資料１の別紙の「卸売市場整備基本方針の変更

案」というものを御覧いただきたいと思います。

現行の卸売市場整備基本方針につきましては、卸売市場法第４条第３項の規定によりま

して 「卸売市場の適正な配置の目標」を定めるに当たっては 「卸売市場の再編について、 、

配慮しなければならない」とされておりますことから、現行の基本方針の第２の「卸売市

場の適正な配置の目標」のうち、２にございます「地方卸売市場等」の項目の(3) におき

まして、全国的な卸売市場の再編を促進する観点から、統合する地域拠点市場が将来的に

有すべき競争力を念頭に置きまして、望ましい規模の水準として、例えば(3) の②にござ

います 「統合後の地域拠点市場の開設者の取扱金額が100 億円以上又は卸売場面積が5,0、

00 m2以上であること」などといった要件を規定しているところでございます。
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また、地方卸売市場の再編・統合を促進するため、税制上の特例措置が設けられており

まして、この「取扱金額が100 億円以上又は卸売場面積が5,000 ㎡以上であること」など

の要件は、地方卸売市場の開設者の合併の際の固定資産税の軽減措置を受ける場合の要件

となっております。また、開設者の合併などに係る登録免許税の軽減措置を受ける場合の

要件ともなっておりまして、そのため、合併等の場合の登録免許税の軽減措置について規

定しております卸売市場法第73条に基づく大臣認定の要件となっているところでございま

す。

こうしたことから、現行の基本方針の第２の２の(3) におきましては、下線を引いてご

ざいますが 「卸売市場法第73条に基づき」とか 「農林水産大臣が認定を行う場合」など、 、

と記述されているところでございます。この記述に関しまして、平成18年度の税制改正に

おいて、地方卸売市場の開設者の合併の際の登録免許税の軽減措置については、平成17年

度限りで廃止されることとなりまして、所得税法等の一部改正法の附則により、卸売市場

法第73条が改正され、地方卸売市場の開設者の合併については、平成18年4月からは卸売

市場法第73条に基づく農林水産大臣の認定もなくなります。そのため、現行の基本方針の

中の「卸売市場法第73条に基づき」とか「農林水産大臣が認定を行う場合」などといった

記述を修正する必要が出てきたわけでございます。しかしながら 「取扱金額が100 億円、

以上又は卸売場面積が5,000㎡以上であること」などの要件につきましては、地方卸売市

場の再編・統合などを進めていくための「適正な配置の目標」としての位置づけには変わ

りはなく、また、地方卸売市場の開設者の合併の際の固定資産税の軽減措置を受ける場合

の要件であることも変わりがないことから、これらの要件自体は引き続き基本方針に残す

、 。 。こととし 変更案のように表現を修正したいというものでございます 以上でございます

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

こちらのとおり、現行と変更案がありますが、いかがでしょうか。お認め願えますでし

ょうか。

どうもありがとうございました。ほかに御意見がないようですので、お認めしたいと思

います。

中央卸売市場整備計画の変更（案）及び中央卸売市場開設区域

の指定解除（案）について
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○上原分科会長 それでは、議事次第の４、中央卸売市場整備計画の変更及び中央卸売市

場開設区域の指定解除につきまして農林水産大臣から諮問されております。まず諮問文を

お読みいただきたいと思います。

○山下卸売市場室長 それでは諮問案件２件を、朗読させていただきます。資料２－１と

資料３でございます。

まず資料２－１でございます。

１７総合第２０３５号

平成１８年３月２９日

食料・農業・農村政策審議会

会長 八木 宏典 殿

農林水産大臣 中川 昭一

中央卸売市場整備計画の変更について（諮問）

標記について、卸売市場法（昭和46年法律第35号）第５条第１項の規定に基づく中央卸

売市場整備計画について、別紙のとおり変更したいので、同条第５項において準用する同

条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

別紙の案の内容は後ほど御説明させていただきます。

次に資料３でございます。

１７総合第２０３６号

平成１８年３月２９日

食料・農業・農村政策審議会

会長 八木 宏典 殿

農林水産大臣 中川 昭一

中央卸売市場開設区域の指定解除について（諮問）
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標記について、卸売市場法（昭和46年法律第35号）第７条第１項の規定に基づき、別紙

のとおり中央卸売市場開設区域の指定を解除したいので、同条第２項の規定に基づき、貴

審議会の意見を求める。

これにつきましても別紙の案の内容は後ほど御説明させていただきます。

なお、本日の諮問及び答申の手続につきましては、食料・農業・農村政策審議会議事規

則第９条第１項の規定によりまして、総合食料分科会の議決は食料・農業・農村政策審議

会の議決とみなすとされております。以上でございます。

○上原分科会長 それでは、続きまして諮問内容につきまして事務局から御説明をお願い

します。

○山下卸売市場室長 それでは、まず今回の中央卸売市場整備計画の変更について御説明

させていただきます。お手元の資料２－２の「中央卸売市場の再編措置の決定について」

というカラーの１枚紙の資料を御覧いただきたいと思います。

御案内のように、卸売市場法におきましては、農林水産大臣は卸売市場整備基本方針に

即して中央卸売市場整備計画を策定し、これに基づいて中央卸売市場の整備を推進するこ

ととされており、具体的には中央卸売市場整備計画に即して国庫補助が行われることとな

ります。

お手元の資料２－２の表題のすぐ下の黄色い四角を御覧いただきますと、近年の卸売市

場流通をめぐる状況につきましては、産地の大型化や量販店の拡大、冷蔵技術や道路網の

発達による生鮮食料品等の流通の広域化などにより、地方の中央卸売市場を中心に集荷力

が低下しており、流通の広域化などに即した卸売市場の適正な配置のあり方が重要となっ

てきているところでございます。

このため、矢印の下の大きな四角にございますように、平成16年６月に行われました卸

売市場法の改正により、卸売市場の再編に配慮して基本方針を定めることとされ、その改

正された卸売市場法に基づき、平成16年９月の第９回総合食料分科会におきまして第８次

卸売市場整備基本方針案について御審議いただき、御了承いただいて、平成16年10月に第

８次基本方針を策定して公表しております。その第８次基本方針の中で、中央卸売市場の

再編基準を設定しているところでございます。

さらに、平成17年３月の第10回総合食料分科会において、第８次中央卸売市場整備計画

案について御審議いただき、御了承いただきまして、第８次基本方針に即して第８次の中
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央卸売市場整備計画を策定しております。その整備計画の中に再編対象市場を明記してい

るところでございます。また、その後、再編措置を検討していた対象市場の中に再編措置

の内容を決めた市場が出てまいりましたことから、平成17年10月の第13回総合食料分科会

におきまして中央卸売市場整備計画の一部変更について御審議いただき、御了承いただき

まして、11月に整備計画を一部変更しております。

現行の第８次整備計画では、資料２－２の左下の（現行）と書いた四角の中に記載して

おりますように、釧路市中央卸売市場など５市場について再編措置の内容を記載している

ところでございます。

、 （ ） 、今回の整備計画の変更は 矢印の右の 変更後 の四角の中に記述しておりますように

先般、川崎市中央卸売市場南部市場において平成19年４月に地方卸売市場へ転換を図るこ

とを決定されましたことから、それを中央卸売市場整備計画に記載するというものでござ

います。また、川崎市中央卸売市場南部市場と藤沢市中央卸売市場が平成19年４月に地方

卸売市場に転換を図ることから、その際にこの２つの市場名を中央卸売市場の一覧表から

削除するというものでございます。

なお、平成17年の３月に閣議決定されました食料・農業・農村基本計画におきまして、

食品流通については「卸売市場の再編・合理化」を引き続き推進することとされておりま

して、今回の整備計画の変更は、この「卸売市場の再編・合理化」の一環というわけでご

ざいます。

、 「 」次に 資料２－１の諮問の別紙としてつけております 中央卸売市場整備計画の変更案

という資料を御覧いただきたいと存じます。現行の第８次整備計画の別添１には 「運営、

の広域化、地方卸売市場への転換その他の再編措置への取組を推進することが必要と認め

られる中央卸売市場及び取り組む再編措置の内容」を整理しておりまして、そこでは釧路

市中央卸売市場において平成18年４月に地方卸売市場への転換を図ることなどを記載し、

川崎市中央卸売市場南部市場などにつきましては再編措置の内容を「検討中」とし 「遅、

くとも平成18年度末までに具体的な取組内容及び実施時期を決定するものとする」とされ

ているところでございます。

これにつきまして、資料の左側の変更案の欄を御覧いただきますと、今回新たに川崎市

中央卸売市場南部市場において、平成19年４月に地方卸売市場へ転換を図ることを決定さ

れましたことから、その旨、整備計画に記載するというものでございます。なお、その他

の再編基準に該当する中央卸売市場につきましては、各開設者において現在、再編内容を
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鋭意検討中でございまして、遅くとも平成18年度末までに具体的な取組内容及び実施時期

を決定していただくこととしております。

この別添１の改正は、川崎市中央卸売市場南部市場が平成19年４月１日の地方卸売市場

への転換に向けて必要な手続を速やかに進めていく必要があることなどから、本年４月１

日付けで行いたいと考えているところでございます。

さらに、その資料の裏をごらんいただきたいと思います。整備計画の別添３の新旧対照

。 、「 、表が出ております ここには 施設の改善を図ることが必要と認められる中央卸売市場

必要に応じ施設の改善を図ることができる中央卸売市場及び改良、造成又は取得を必要と

する施設」を記述しておりまして、右側の「現行」の欄をごらんいただきますと、川崎市

中央卸売市場南部市場と藤沢市中央卸売市場に下線を引いております。これらの市場は平

成19年４月に地方卸売市場に転換することとしており、転換後は中央卸売市場ではなくな

るため、左側の「変更案」の方では、これらの市場の名称をこの一覧表から削除するとい

うものでございます。

この別添３の改正は、川崎市中央卸売市場南部市場と藤沢市中央卸売市場の地方卸売市

場への転換が行われます平成19年４月１日付けで行うことを想定しております。なお、同

じく平成19年４月に地方卸売市場への転換を図る三重県中央卸売市場の水産物部につきま

しては、この一 欄表では「三重県中央卸売市場」として記載されておりまして、この市

場については、再編基準に該当する水産物部についてのみ地方卸売市場に転換するもので

あり、青果部は中央卸売市場として存続するため、一覧表から削除する必要はございませ

ん。

また、関係地方公共団体からは、この変更について異議がない旨の回答をいただいてお

ります。

引き続き開設区域の指定解除について御説明をいたします。資料3の別紙にございます

「中央卸売市場開設区域の指定解除」という資料を御覧いただきたいと存じます。卸売市

場法第７条第１項におきましては、農林水産大臣が中央卸売市場の開設区域を指定すると

されておりまして、また、開設区域を指定又は変更しようとするときは、食料・農業・農

村政策審議会の意見を聞くこととされております。今回は、平成19年４月に地方卸売市場

への転換を図ることが決定しております藤沢市中央卸売市場につきまして、開設区域を指

定しておく意味がなくなりますことから、地方卸売市場への転換後に中央卸売市場の開設

区域の指定を解除するというものでございます。
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なお、同じく平成19年４月に地方卸売市場への転換を図る川崎市中央卸売市場南部市場

につきましては、川崎市を開設者として川崎市全域が開設区域として指定され、北部市場

と南部市場の２つの市場が開設されております。今回、南部市場について地方卸売市場へ

の転換を図ることとなりましたが、川崎市中央卸売市場北部市場は中央卸売市場として存

続するため、開設区域の指定解除の必要はないというわけでございます。また、同じく平

成19年４月に地方卸売市場への転換を図る三重県中央卸売市場につきましては、再編基準

に該当する水産物部についてのみ地方卸売市場に転換するものであり、青果部は中央卸売

市場として存続するため、開設区域の指定解除の必要はないというわけでございます。

藤沢市中央卸売市場についての指定区域の解除は、藤沢市中央卸売市場が地方卸売市場

へ転換する平成19年４月１日以降、速やかに行う予定でございます。また、関係地方公共

団体からは、この指定解除について異議がない旨の回答をいただいているところでござい

ます。以上でございます。

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

手続論的に見て極めて妥当なので、お認め願えますでしょうか。

どうもありがとうございました。

、 。 、本日は ３つの諮問につきまして３つの案が認められました 答申の手続等に関しては

私の方に御一任願いたいと思います。よろしくお願いします。

そ の 他

○上原分科会長、次に、議事次第５、その他とありますが、事務局から報告、説明を行っ

ていただきたいと思います。

まず 「食」と「農」の連携強化検討会から報告書が出ております。それについて事務、

局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○山下卸売市場室長 それでは 「食」と「農」の連携強化検討会の報告書について御説、

明させていただきます。資料４でございます。

「食」と「農」の連携強化検討会につきましては、昨年10月の第13回総合食料分科会に

おいてもその検討状況について御報告させていただきましたが、検討会では今年の１月に

報告書をまとめられましたことから、その概要を簡単に御報告させていただきます。お手

元には報告書の本体や概要版もお配りしておりますが、資料４－１の報告書の概要のポン
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チ絵で御説明させていただきたいと思います。

まず、この検討会は、表題の下の四角の中に記載しておりますように 「食」と「農」、

の架け橋機能の強化の観点から 今後の農業と食品産業の展望を明らかにするため 農業・、 、

食品産業・消費者の連携の推進による消費者の多様な需要に的確に対応した食料供給の実

現や、生産資材・流通経費の低減を含めた生産から消費に至るフードシステムにおけるコ

ストの削減を図ることなど、今後関係者が取り組むべき課題について検討していただいた

ものでございます。

資料の左下を御覧いただきますと委員構成が掲載されておりますが、生産から流通、加

工、消費にわたるフードシステムにかかわる学識経験者の皆さんに御参加いただいており

まして、総合食料分科会からも上原分科会長を初め、大木委員、川田委員、神出委員、長

谷川委員にも御参加していただいたところでございます。

検討会は平成17年の６月に検討を開始し、平成18年１月の第５回検討会において報告書

を取りまとめていただいております。

その報告書の概要は、資料の緑色の部分にまとめてございますが、基本的認識といたし

ましては、我が国の食生活は、中食・外食の増加、個（孤）食・即食化の進展、高付加価

値志向と低廉志向への分化など多様化の傾向にございます。また、農産物・食品輸入と国

内食品製造業者等の海外生産は引き続き増加傾向にございます。

このような基本的認識のもとで、２として今後の対応と方向性をまとめておりまして、

まず(1) の「農業・食品産業・消費者の連携の推進」に関しましては、地域食材を広く生

かした機能性食品等の高付加価値食品や新技術の開発、需要と供給間の情報網の整備、コ

ーディネーター育成などが必要とされております。

また、(2）の「生産から消費に至るフードシステムにおけるコストの削減」に関しまし

ては、リース方式により農地利用を可能とする仕組みの一層の活用、農業との連携強化に

よる原料調達の安定化、コストの低下・安定化が必要とされているところでございます。

卸売市場に関しましては、(2) の上から３つ目の「・」のところに卸売市場の再編・合理

化、電子商取引導入や商物分離による最適流通の促進、卸売市場における品質管理の高度

化、卸・仲卸業者の規制緩和を生かした一層の経営改善が必要であるとされているところ

でございます。

さらに、今後の取り組みに当たりましては、３のところに整理しておりますように、原

料調達については、多種多様な品目及び業界が存在し、行政も複数の部局において施策を
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実施していることから、生産者、食品産業、行政等の関係者及び施策の十分な連携と意思

、 「 」、「 」疎通が肝要であるとされており 食品産業はマーケットにおいて 食農連携 地産地消

を戦略的に活用することが可能であるとされております。

また、この検討会報告の位置づけにつきましては、矢印の下の黄色の部分に整理してお

りますように、食品産業界や生産者に対し、課題を投げかけながら、平成18年度予算事業

を中心にフィージビリティー（実現可能性）の高いものについては、早急に具現化を図る

こととされておりまして、低コスト物流システムの調査・検討等の実施を通じた生産・流

通の各段階における改革モデルの提示や、地域食品産業の食品開発に係る技術支援、外食

産業と農業との連携支援など、平成18年度予算事業を中心に実現性の高いものから順に具

現化を図ることとしているところでございます。

説明は以上でございます。

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

、 、ただいまの御説明に対して御質問 御意見等がありましたらお願いしたいと思いますが

いかがでしょうか。

どうぞ、飛田委員お願いします。

○飛田委員 本日は多少おくれまして、大変失礼いたしました。所用がございまして、申

しわけございませんでした。

ただいまの御説明をお伺いしまして、全体的に、以前よりお願いしていることを御議論

いただきまして、大変ありがたく思っておりますが、資料４－３の報告書の中で、十分に

認識できているかどうか、甚だ疑問なのでございますが、二、三、言葉の点でお尋ねとお

願いしたいことがございます。

18ページの流通段階の、課題・背景の上から７行目あたりでしょうか、食品小売業者に

よる商品のブランド化等付加価値の向上を支援しているがというところなんですが、ブラ

ンド化が食の分野でも、加工食品のみならず、進んでおりますので、それはある意味では

地域における農業の進展や加工業の進展につながるものとして、特色をとらえたブランド

というのは好ましいと思っておりますが、そのブランドが、一時的な思いつきとか、競争

に勝とうということで焦る余り、十分練られていないものが出てまいりますと、消費者の

立場からいたしますと、ブランドの持っている特色がわかりにくかったり、ブランドに値

する内容を持っていない場合には混乱を来すことにもつながる場合がございます。

つまり、メリットと、戦略のみが先行する、末端の消費者の利便性が忘れ去られるよう
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なこともデメリットとして懸念される面があるのではないかと思いますので、その辺のと

ころ、支援のあり方としては地域的な産業として根づくような、中身のあるものにしてい

ただきたいと感じております。

それから、コストの削減のところでございますが、20ページですが、今後の対応・方向

性。ちょうど真ん中あたりですね。低廉な資材の供給のところですが、輸入高度化成肥料

等安価な肥料の普及促進、特許切れのジェネリック農薬等々ございます。１つは、肥料等

に関しまして、輸入される場合に、内容物の安全性の確保の視点からしっかりトレースで

きるような体制を、ぜひおとりいただきたいということがございます。

それから、同じ流れの中のジェネリック農薬のことなんですが、確かに人間の医薬品で

も今、ジェネリック医薬品がだんだん認知されるようになってまいりまして、特許切れの

ものについては私たちもそのメリットを享受させていただきたいと思っておりますが、農

薬に関しましても、農薬をつくられているメーカー間のよりよき競争を促進するという点

では、独占性・寡占性を排除する意味では重要だろうと思いますが、消費者の視点から考

えさせていただきますと、安価なものを効率化の名のもとに導入されて、極端な言い方を

すれば、これは安いからということで大量に、コストの束縛から開放されたがために使用

量が増してくるようなことがあってはいけないということを感じました。

○上原分科会長 今出た２つの問題について、事務局から、何か情報がありましたらお願

いしたいと思いますが、いかがでしょう。

○今井流通課長 直接の担当ではない部分もあるので、十分なお答えにならないかと思う

ので、恐縮でございますが、まず１点目の、食品小売業者による商品のブランド化と書い

てありますが、ここで言っておりますブランド化というのは、例えば「地産地消」的な意

味で、地元の農産物を使ってつくった製品ですよとか、地元でとれたものですよというこ

とでありまして、一般の商品の高級ブランドみたいな感じとはちょっと違うのでございま

すが、小売業者、現実に競争が厳しい中で生き残りをかけていろいろな努力をしている。

、 、そういう中で 生産者との連携を図る中で商品の差別化を図っていけないかという意味で

いろいろなアイデアを出されているものについて農水省としても補助事業で応援している

ということでございまして、まさにそういうものについて地元の消費者から「これはいい

わ」という理解を得られないのであれば、根づくものになりませんので、きちんと消費者

の理解を得られる中身があるものについて応援をしていきたいと考えております。委員の
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御指摘の点はごもっともなことだと思っております。

それから、生産資材、肥料・農薬等の関係でございますが、使用基準等につきましても

関係の法律で決まっているところでございまして、安全性の確保の点については十分注意

して、行政としても指導してきているところでございます。一方で、安い農薬が入って使

い過ぎになったりしないかということでございますが、そういった点につきましては、単

純に生産資材自体、安いものを使っていこうというだけではなくて、利用体系自体を合理

的なものにしていこう。できるだけ量も少なくて済むようにしていこうという取り組みを

支援しているところでございますので、委員の御指摘の点について関係当局にも伝えまし

てやっていきたいと考えております。

○上原分科会長 どうもありがとうございます。

ほかに御意見、御質問等ございませんでしょうか。

また後で議論する時間があると思いますが、次に「海外食料需給レポート2005」につい

て事務局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○水間食料企画課長 食料企画課長の水間と申します。よろしくお願いいたします。座っ

て説明させていただきます。

それでは、資料５、海外食料需給レポート2005（案）というものにつきまして御説明い

たします。

まず目次をごらんください。今回御報告いたしますレポートは、昨年８月に第12回総合

食料分科会で御報告いたしました世界の穀物等の需給動向のデータの更新等を行いまして

第Ⅰ章として取りまとめたものでございます。具体的に申しますと、８月の分科会の時点

、 、では 本年度産であります2005／06年度産の穀物等のほとんどが収穫する前でありまして

その生産量、消費量の数値はあくまで予測値であった。それを速報的に御案内させていた

だいたものであります。今回は、北半球の収穫も終わりまして、南半球も大勢が判明した

ということで、世界の需給動向がおおよそ固まったものであると考えております。

８月版からの更新内容のうち主なものにつきましては、米国において干ばつの被害が当

初の見込みより少なかったため、とうもろこしと大豆の生産量が上方修正されたというこ

と等であります。

第Ⅰ章に加え、第Ⅱ章、第Ⅲ章として世界の農産物の貿易構造等の資料も加えまして１

つのレポートとして取りまとめております。世界の農産物の貿易構造等につきましては、

基本的には平成16年７月に公表いたしました「海外食料需給レポート2004」における記述
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を更新したものでありまして、その内容に実質的な変更はございません。

それではお手元の資料に従いまして手短に御説明いたします。

まず第Ⅰ章、世界の穀物等の需給動向として２ページ以降ずっと書いてありますが、２

。 、ページから７ページにおいて世界の穀物等の需給動向を示しております 図でいいますと

３ページ、４ページ、５ページ、小麦、とうもろこし、大豆、あるいは在庫率、米を含め

たものの推移が書いてあります。2000年以降の穀物につきましては、2004／05年度を除き

まして生産量が消費量を下回っている。期末在庫量の低下の傾向が見られるということで

あります。その一方で、それぞれの図に価格が入っておりますが、大豆につきましては、

2003／04年度の世界的な減産から、1973年以来、高価格となりましたが、大豆もその後は

増産になりましたし、その他穀物についても比較的落ちついた水準で推移しているという

ことであります。

次に、８ページ以降、個別の品目の需給見通しをざっと御説明いたします。この内容は

前回、８月に出しております速報値と基本的には同じになっております。例えば小麦、８

ページ、とうもろこし、15ページでありますが、ともに世界の生産量は、過去最高となっ

た前年度からは減少しますが、過去２番目の高水準となる見込みである。しかしながら、

過去最高を更新する消費量が生産量を上回ることから、前年度に積み上がった期末在庫量

は再び減少する見込みであります。

それから、中国の小麦生産、９ページに世界の小麦の生産、あるいは11ページに小麦の

輸入の資料がありますが、中国につきましては小麦の生産が、政府による増産政策などに

より２年連続の増加となったこともありまして、前年度は大幅に輸入量が増加したわけで

ありますが、一転、大幅に輸入が減少する見込みであります。

それから、とうもろこし、17ページの図１－10をご覧いただきたいと思いますが、アメ

リカにおけるとうもろこし仕向の動向ということで、世界の消費量の３分の１を米国が占

めておりますが、前年度に引き続きエタノール用の需要が増加する見込みである。米国内

におけるとうもろこしの需要の約２割弱でありますが、この割合はだんだん増加しており

ますが、エタノール仕向のものが増加する見込みであるということであります。

それから、22ページまで飛びますが、大豆につきましては2005／06年度の世界の生産量

は、前年度に引き続き生産量が消費量を上回る見込みである。最近の大豆の生産構造を見

ますと、23ページの右下のグラフでありますが、世界の大豆生産は、これまでの米国中心

から、米国とブラジル・アルゼンチンの２極構造になってきている。ブラジル・アルゼン
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チンのシェアが世界の４割強に達してきているというような状況になっております。大豆

につきましては、次の24ページの下でありますが、搾油用需要が中国等で増加する見込み

でありまして、これを背景に中国の輸入量が増加しております。それから、25ページであ

りますが、近年増加傾向にありますブラジルの輸出量と中国の輸入量がともに増加する見

込みになっているという図であります。

さらに飛びまして、31ページ、米であります。米につきましては、世界の米生産シェア

の約３割を占めます中国の生産量が、政府の増産政策により２年連続で増加する見込みに

なっている。37ページまで飛びますが、中国は現在でも世界の米の期末在庫量の約４割を

占めておりますが、米の消費が生産を上回っていることから、中国の在庫の急激な取り崩

しがここ数年、世界の米の期末在庫量の減少要因となっておりまして、世界的な需給はタ

イトな状況になっているということであります。

次に第Ⅱ章に移りまして、世界の農産物貿易構造の変化ということで、42ページ以降に

書いてあります。まず我が国の農産物輸入につきましては、米国など特定国への依存度が

高くなっているということでありまして、45ページの上の図、あるいは下の図であります

が、2004年の我が国の農産物輸入先国は、米国が32％で第１位を占め、次に中国、それか

らオーストラリア、カナダ、タイとなっておりまして、この上位５カ国で農産物輸入額の

およそ７割を占めている。あるいは、95年ぐらいからは中国のシェアが増加しているとい

うことであります。

45ページの下の図でありますが、とうもろこしや大豆等、我が国の輸入金額の多い農産

物は特定国への依存傾向が顕著になっており、上位２カ国で８～９割を占めているという

ことで、我が国の農産物の輸入構造は、米国を初めとした少数の特定の国・地域への依存

度が高いという特徴を有しております。輸入に多くを依存している我が国の食料供給は、

国際需給の変動や輸入先国の輸出政策の影響を受けやすい状況となっているため、できる

だけ輸入先の多角化あるいは情報収集等を図って、輸入の安定化に努めることが重要にな

っている。

それから、50ページに参ります。世界の地域別農産物貿易の動向ということで、50ペー

ジの上の図、地域別農産物貿易収支の動向を見ますと、北米、オセアニア、南米の輸出地

域、それから日本を初めとしたアジア等の輸入依存地域の２極分化が鮮明になってきてい

る。

右の51ページの真ん中の記述でありますが、中国においては、沿岸部を中心に食生活の
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高度化が進行し、2001年12月、ＷＴＯ加盟に伴う主要穀物等の関税割当制への移行、ある

いは経済成長の内陸部への波及の可能性もあることから、今後、中国国内の需給動向によ

っては、穀物輸入がふえる可能性がありまして、今後とも中国の消費動向、輸入動向を注

視していく必要があると考えております。

それから、第Ⅲ章、世界の農産物需給をめぐる種々の制約要因であります。54ページの

グラフでありますが、農業生産は、自然条件の制約を強く受けることから生産量の変動が

大きい、それから生産に一定の期間を要するなど、需給事情の変動に迅速に対応すること

が困難であるという特質から、農産物は工業製品と比較して、生産量に占める貿易量の割

合が低い傾向にあります。それから、55ページにありますように、少数の特定の国・地域

が主要農産物の輸出について大きな割合を占める構造になっておりまして、特に、とうも

ろこし、大豆につきましては、米国、南米諸国等上位３カ国による輸出シェアがそれぞれ

世界全体の約９割を占める「寡占」状態となっているということであります。

それから、56ページ、中長期的に見た需要動向と生産拡大の制約要因ということで、図

、 、 、３－３がありますが 世界の農産物需給は 農業生産の特質や農産物貿易の特殊性等から

不安定な側面を有しており、最近ではエルニーニョ現象等々、異常気象による作柄変動の

可能性も高まってきている。さらに、中長期的に見ましても、世界の人口は、国連の推計

によりますと開発途上国を中心に大幅に増加して、2050年には91億人に達すると見込まれ

ているほか、今後は開発途上国の所得水準の上昇に伴ってアジア地域を中心に畜産物の消

費拡大に伴う飼料用穀物需要の大幅な増加が見込まれるなど、世界の穀物需要は、人口要

因あるいは食生活の変化の要因から大幅に増加すると見込まれております。

一方、このグラフにありますように、供給面を見てみますと、品種改良や単収の上昇に

より生産の増加が支えられている一方、農用地の面的拡大の制約等生産拡大を図る上での

種々の制約要因がありまして、水資源の枯渇、あるいは地球温暖化による影響等、中長期

的に見て多くの不安定要因がある。このように、世界の農産物需給は、短期的にも中長期

的にも、不安定な要素を持っておりまして、場合によっては逼迫する可能性も指摘されて

いることから、注視していく必要があると書かれています。

、 、最後に57ページでありますが これはレポート2004でも紹介しているものでありますが

世界の食料需給の中長期的な見通しについての代表的な需給予測のうち、ＦＡＯ（国連食

糧農業機関）あるいはＯＥＣＤ等によるものを挙げております。世界の食料需要が今後、

人口増加や所得の向上により、開発途上国を中心に大幅に増加すると見込まれることにつ
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きましては、各機関等の予測においておおむね一致した見解になっておりますが、どの程

度需要の拡大に対して生産が対応できるかという見方については、それぞれで見解が分か

れている。さらに、気候変動につきましては各機関とも予測上の不確実要因としておりま

す。

以上が本文の説明でありますが、さらに59ページ以降、付属統計表として、従前から整

理させていただいております作物別需給等をつけております。87ページ以降は参考図表集

として、世界の食料需給をめぐる情勢。これは今回が初めての作成であります。この趣旨

としては、レポートの本体部分が小麦とかとうもろこしといった作物別の切り口での分析

が中心になっているのに対しまして、米国やブラジルといった国別の切り口でデータを整

理することも必要ではないかという御指摘もあったこと等々を踏まえまして、これを載せ

ることによって世界の穀物等の需給動向をより多面的に理解できるのではないかと期待し

ております。

以上、かなり駆け足での説明になり恐縮でございますが、説明を終わります。

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

私、ずっと食料需給レポートを見ているんですが、だんだんだんだんよくなっています

ね。ここで注文をつければもっとよくなるかもわかりませんが（笑声 、御質問等があり）

ましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

では柴田委員お願いします。

○柴田委員 ただいまの御説明で十分に説明をいただいたと思うんですが、私も穀物のマ

ーケットを見ておりまして、生産、消費というのが、ここずっと拡大して、いわゆる市場

が非常に大きくなっております。米も精米ベースで４億トン、とうもろこしは一時、７億

トンの生産とか、小麦も６億トン台という格好で、生産が非常に伸びているんですが、例

えば60ページの世界の穀物の需給の動きで見てまいりますと、それ以上に消費が拡大傾向

にあって、在庫が取り崩されているということで、もともと穀物のマーケットは、脆弱と

いうか、供給国が限られる一方、需要国も限られるという中で、世界の貿易の部分にそれ

ぞれの国内の事情が増幅される格好で反映される。ますますそういう傾向が強まってきて

いるなという気がいたします。

、 、 、それから 原油高ということで 原油高とエタノールあるいは砂糖の需要ということで

今までばらばらに動いていたコモディティーのマーケットが連動するような格好にもなっ

てきておりますので、重々注意が必要なのかなという感じがいたします。
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○上原分科会長 どうぞ、岩崎委員お願いします。

○岩崎委員 私から二、三コメントを差し上げたいと思います。

上原先生がおっしゃったように、年々、海外食料需給レポートは拡充されて、ますます

読みごたえのあるいいものになっているんで、非常に頼もしく思っているところなんです

が、残念ながら、柴田さんが少し触れられましたが、世界の潮流という意味では、去年の

後半に顕著になったことが、特に需要側で抜けているんじゃないかと思うんですね。

プラスの方向というんですか、需要を押し上げる方向では、高エネルギー価格の影響と

いうことですね。これは代替エネルギー、原油にかわるエネルギー源として世界の余剰農

産物に目がつけられているということなんですね。ブラジルはサトウキビからエタノール

がつくられて、今ブームになっております。アメリカは、御紹介されましたように、とう

もろこし由来のエタノールですね。これがヨーロッパへ行きますと、菜種からバイオディ

ーゼルですね。それから、例えばアジアのタイは、タピオカという商品で、でん粉なんで

すが、そのもとは芋です。キャッサバという芋からエタノールをつくろうとしている。は

たまた、オーストラリア、カナダでは、えさ用になっている規格外品の小麦を使ってエタ

ノールをつくろうとしている等々、何でもかんでも炭水化物から糖に変えてアルコールを

つくる。エタノールというのは皆さんが日々お飲みになっているアルコール類のことです

から、何でもできちゃう。そういった、エネルギー価格の高騰をきっかけに代替需要が出

てきているという１つの大きな潮流が指摘できる。

その一方で、おととしになったんでしょうか、2003年からだったと思うんですが、アジ

ア発の鳥インフルエンザがついにヨーロッパにも拡散している。まだ南北アメリカ大陸ま

では拡散していませんが、時間の問題ではないかという見方もある。これが単に、風評被

害というんでしょうか、野鳥だとか渡り鳥段階で終わればいいんですが、ブロイラーとか

採卵鶏の商業ベースの集団で農場で飼養されている部分まで波及しますと、これはとんで

もないことになる。今、各政府とも予防対策を一生懸命おやりになっていますので、2000

年問題ですか、Ｙ２Ｋで大騒ぎしたような段階でうまくとまってくれればいいんですが、

これが１つの大きな世界の話題になっているという意味で、ひょっとしたら需要を押し下

げる効果になるかもしれない。

こういう直近の２つの大きな話題があるということを、何かの形で触れられた方がいい

んじゃないかな。それがまた2006年を見る上で、特にエネルギー価格の問題が作付面積に

どういうふうに影響を及ぼしていくのか。コストがかかるということで農家の生産意欲を
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失わせる形になるのかどうか、代替エネルギー源という評価が出たということで増産意欲

になるのか、これが次のレポートに向かっての１つの視点になるのではないか。こういう

意味で、特にエネルギー問題というのは何か触れられた方がいいんじゃないかなという気

がいたします。

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

ほかに御意見、御指摘がありますか。

それでは秋谷委員お願いします。

○秋谷委員 この前の菜種も入れていただいたらというのを早速取り上げていただきまし

て、ありがとうございました。

今のお二方の御意見と若干重複するんですが、工業用に穀物を使うというのは、確かに

石油の高騰から出てきているんですが、一方、東アジアの方で仕事をやっていますと、飢

餓対策、食べ物がない人たちがこんなにいるのに、環境だとか自分の都合でそっちの方へ

穀物を持っていっちゃっていいのかという意見も強烈に出てくるんですね。私も１つの企

業としては、どういうふうに対処していくか。技術開発競争でいえば、エネルギーコスト

の代替として穀物をということが世界的にも進んでいると思うんですが、なかなか難しい

なということで、どうしてほしいということではないんですが、食べ物がない人たちの問

題ですね。

それからもう１つ、東アジアというか、中国の消費動向というのはばかにならない。い

ずれインドとかも同じような傾向になるんじゃないかということで、ＷＴＯとか、ＦＴＡ

とか、そういったいろいろな交渉事とも関係がありますが、市場としては国境がなくなっ

てきているという中で、需要の動向とか生産の動向というのをグローバルにとらえていっ

ていただきたいなと思います。

○上原分科会長 どうもありがとうございます。

今の件について、これはある意味では農水省の国際戦略にかかわるかもわかりません。

何かコメントがあったら事務局の方でお願いしたいと思います。

○水間食料企画課長 岩崎委員のお話、燃料に向けた農産物の需要が高まっているという

こともデータとしてありますし、アメリカなどはブッシュ政権が米国包括エネルギー政策

法というのを昨年８月につくって、これが成立しているということで、今後、政策として

もそういう資源をどんどん代替エネルギーとして使っていくようなこともありますし、そ

の辺は、今回ページを割いてこれからというのはなかなか難しいかもしれませんが、何ら
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か、次に向けてつながっていくようなものを工夫、文章でつなげるようなことかなと今は

思っております。

それから、飢餓の話がございましたが、世界の栄養不足人口８億人というデータもあり

ますし、それは、日本でいえばＯＤＡとか、世界の援助機関、ＦＡＯ等々の機関を通じて

しっかりやらなければいかんということで、商業の話と、援助という、両方とも重要であ

りますし、注視していかなければいかんということであります。

それから、東アジアの消費動向ということで、中国、インドということであります。中

国もいろいろな側面を持っておりまして、経済発展により農地が転用されていくとか、換

金作物への転向とか、消費面からしても、食生活が向上するということで小麦あるいは畜

産物の需要が高まる、そのためにとうもろこし、えさ需要が高まるということで、農産物

の純輸入国へだんだん変わってきているという状況がありますし、その中で農村・農家・

農業、三農問題ということもあって、中国政府はこれは何とかしなければいかん、農村の

活性化をしなければいかんということで、生産に向けても今後取り組んでいこうとしてお

ります。その一方で環境問題もいろいろ指摘されておりまして、北部を中心とした水不足

とか、過放牧みたいな話もあるということで、いろいろな側面を中国は持っていて、我々

としても情報が少ない中で、食料についても大国でありますから、鋭意情報を取っていか

なければいかんと思っております。

インドにつきましても同様でありまして、インドは急激に今後人口がふえまして、やが

て中国を追い抜くという予測になっておりますが、インドも中国同様に経済発展によって

所得が高まるとかいうことであります。インドは基本的には今まで自給政策でやってきた

ようでありますが、今後は食生活の向上なり人口の増によって輸入国に転じていくのでは

ないかという見込みが強い中で、中国と若干違うのは、宗教みたいな話もありまして、今

のところ肉の消費はかなり少ないかなというのがあって、その辺の動向も今後注目する必

要があるのかなと思っております。また皆さんの御指導をいただきたいと思います。

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

飛田委員お願いします。

○飛田委員 いろいろ御説明をお伺いしたり、皆様の御意見をお伺いさせていただいたり

した中で、１つはお願いと、１つは、十分読み取れていないのかもしれないんですが、質

問でございます。



- -21

１つはバイオエタノールの問題でございますが、私どもの立場からいたしますと、飢餓

の問題なども先ほど秋谷委員から御指摘がございましたが、できるだけ要らないものを活

用するということで、例えばサトウキビの搾った後のものを利用するとか、できる限りリ

サイクルの視点で我が国では導入を進めていただきたいと願っております。しょうちゅう

、 、でもたくさんありますし 日本はエタノールづくりは得意な国じゃないかと思いますので

そういう御配慮をお願いできればと思いながら御議論を伺っておりました。

それから、統計表そのものについて、昨今では、我が国でもそうですが、ＦＴＡ協定が

盛んに結ばれるようになってきております。ＦＴＡ協定がどのようにこちらの統計に影響

、 、を及ぼしてくるのかということなど なかなか私ども把握し切れない面がございますので

こういうレポートの中にもそういったことを入れていただいて、サジェスチョンをいただ

ければ幸いでございます。

○上原分科会長 この点について、事務局、いかがでしょう。

○水間食料企画課長 できるだけ資源を有効に使って、どんどん生産をすればそれだけ土

地がやせていくとか、環境問題が出てくるので、できるだけ、余ったものについてさらに

リサイクルをしていくということが重要だと思います。日本でも廃油の燃料化とか、飼料

化みたいなものも、バイオの取り組みなんかでやっているようでありますので、その辺も

推進していっているという状況ではないかと思います。

それからＦＴＡ協定。基本的にはＦＴＡを結んだ関係国間で貿易がより円滑化するよう

な状況だと思いますので、制度がそういうふうになって、その結果、貿易がより推進され

て輸出入がふえていけば、結果的に国の間の貿易量の増加、あるいは世界の貿易の増加に

つながっていくということで、統計なんかを見ながら分析していかなければいかんと思っ

ています。どこまでがＦＴＡの要因なのかというのは、非常に分析が難しいと思いますけ

れども。

○上原分科会長 どうもありがとうございます。

少し時間が早いんですが、早く終わるのは問題ないと思います。

そろそろ終わりにしたいんですが、事務局から、食料分科会の今後の予定等をお願いし

たいと思います。

○今井流通課長 どうもありがとうございました。

今後の総合食料分科会のスケジュールでございますが、本年の４月現在で再編措置の内

容が未定の中央卸売市場の数は６つとなります。これらの市場につきましては、平成18年
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度末までに再編措置の内容を決定することとなりますので、国といたしましては引き続き

その促進に努めてまいりたいと思っておりますが、これら市場が再編措置の内容を決定し

た際には、本分科会にてその内容をお諮りしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い

申し上げます。

また、今後とも総合食料局関係の各施策の進捗状況に応じまして皆様方の御意見を賜る

機会を設けてまいる所存でございますので、そちらの方につきましてもよろしくお願い申

し上げます。

○上原分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、きょうの分科会を閉会としたいと思います。どうも皆さん、御苦労さまでし

た。

閉 会


