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食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会

第２回食料安全保障マニュアル小委員会議事次第
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１４：００～１６：００

於 農林水産省第１特別会議室

１ 開会

２ 総合食料局長あいさつ

３ 不測時における食料安全保障について

４ 過去の不測の事態における対応について

５ 不測の事態における情報提供等に関する業界からの意見

６ その他

７ 閉会

配付資料

資料１ 議事次第

資料２ 食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食料安全保障マニュアル小委員会委員

等名簿

資料３ 不測時における食料安全保障

資料４ 過去の不測の事態における対応

資料５ 1995～1996年における穀物の輸出をめぐる状況

資料６ 不測の事態における情報提供等に関する業界からの意見

（別添参考１）食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会

第１回食料安全保障マニュアル小委員会議事録

（別添参考２）米国同時多発テロ事件の農林水産分野への影響について



- -2

食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会

食料安全保障マニュアル小委員会委員等名簿

（委員）

稲 田 和 彦 （有）エルパック専務取締役

八 木 宏 典 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

（臨時委員）

中 村 祐 三 全国農業協同組合中央会常務理事

服 部 信 司 東洋大学経済学部教授

三 沢 ひろこ マーケットアナリスト

（専門委員）

川 野 幸 夫 （株）ヤオコー代表取締役社長

小 山 修 国際農林水産業研究センター企画調整部連絡調整科長

斎 藤 賢 一 キッコーマン・プロダクト・マネジャー室プロダクト・マネジャー

内 藤 英 代 消費科学連合会企画委員

藤 井 明 三菱商事（株）食糧本部付穀物担当部長

宮 川 早 苗 健康産業新聞社「食品と開発」編集長

山 本 奈 美 主婦

（五十音順、敬称略）



- -3

○八木座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議

会総合食料分科会第２回食料安全保障マニュアル小委員会を開催させていただ

きます。

委員の皆様方にはお忙しいところご出席いただきまして、ありがとうござい

ます。

本日の委員の出席状況でございますけれども、４名の委員が欠席されており

ますが８名の委員が出席されております。本日、総合食料局担当の北原審議官

にご出席いただいておりますので、まず北原審議官からごあいさつをお願いい

たします。

○総合食料局審議官 総合食料局審議官の北原でございます。

局長は、後ほど出席いたしますので、冒頭かわりまして一言ごあいさつを申

し上げたいと思います。

今回は、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食料安全保障マニュア

ル小委員会としまして、２回目の会合ということになります。委員の皆様方に

、おかれましては、日ごろから食料安全保障政策の検討に当たりましてご支援

ご協力を賜っていることに対しまして御礼を申し上げます。

６月29日に第１回目の会合があったわけでありますが、この間、９月に入り

まして大きな事件が連続して発生をしています。

９月10日には牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の疑いが持たれる牛が発見されまして、

９月22日にＢＳＥであるという判定が出たわけです。また、９月11日、アメリ

カの方でご案内のような同時多発テロ事件というものが起きまして、いずれも

食料安全保障を考えていく上で非常に重大な事件であるわけです。

ただ、アメリカのテロ事件の関係で申し上げますと、当初一部に混乱があり

ましたけれども、数日のうちに正常な状態に戻っておりまして、アメリカから

の物流については現在支障はございません。日本の場合、食料供給の６割を海

外に依存しており、その中でもアメリカに農産物の４割弱を依存しているとい

う関係にあるわけですが、テロ事件でアメリカからの物流には異常はないとい

う状況です。

ＢＳＥにつきましては、これも新聞報道、ホームページで毎日情報を提供し

ておりますが、この原因の究明、それから肉骨粉のこれからの取り扱いという
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ことで、現在省内で検討している段階でございます。

第１回目の会合では非常に遠い、離れた事案のように思われたこのテーマで

ございますが、日々起こり得るということで非常に切実になったということを

踏まえまして、これからの小委員会では食料の安全保障等を考える上で、さま

ざまなレベルに応じた対策をどのようにとればいいのかということをご検討い

ただきたいと思っております。

本日は第１回目のご議論も踏まえまして、さらに突っ込んだ議論をお願いし

たいというふうに思っております。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○八木座長 ありがとうございました。

それでは、本日の議事について申し上げたいと思います。ただいまの北原審

議官のごあいさつにありましたように、本日はこれまでの経験等をもとに不測

の事態のさまざまなレベルに応じて食料の供給の確保を図るために政府が講じ

る対策等について、ご意見をいただきたいと思っております。

それでは、議事に入る前に事務局の方から配付資料の確認をお願いいたしま

す。

○食料政策課長 配付資料一覧にございますように、資料１から資料６までの６種類の資料と

別添としまして前回の小委員会の議事録と、それから米国同時多発テロ事件の

農林水産分野への影響についてというプレスリリースの資料をお配りしており

ます。ご確認いただきまして、欠落などがございましたらお申し出いただきた

いと思います。

よろしくお願いいたします。

○八木座長 ありがとうございました。

それでは、議事の３、４、５とございますけれども、３、４、５につきまし

て一括して事務局の方から資料のご説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○食料政策課長 それでは、資料の３からご説明したいと思います。

資料の３は、第１回目の小委員会のときにご説明したもののうち不測時にお

ける食料安全保障についてまとめまして資料としております。

まず、１、２ページをお開きいただきたいと思います。
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食料・農業・農村基本法に基づきまして、食料の安定供給ということを基本

理念の一つとしているところでございます。現在ご承知のとおり日本での食料

の自給率が40％、反対から言いますと、６割を外国から輸入しているというこ

とでございますので、まず国内での農業生産を増大していくということと、輸

入と備蓄を適切に組み合わせて行っていくということを基本にしまして食料の

安定供給の確保を進めているわけでございます。

このうちの国内農業生産の増大につきましては、平成22年度の自給率の目標

を45％とし、現在の40％から５ポイント上げていくということで、国内農業生

産の増大に取り組んでいるわけでござます。

国内農業生産の増大の取り組みというのは、農地の確保や整備、担い手の確

保・育成、農業技術水準の維持・向上といったようなことと密接に関連してい

るわけでございまして、このようなことを通じまして、食料供給力の確保・向

上が図られるわけでございます。

また、このような形で平常時において安定供給を進めていく努力をするのと

併せまして、何か事が起きた場合、日本における食料の供給に不安が生じた場

。合、ひっ迫するような場合、必要な対策をいろいろ講じるわけでございます

平常時におきます食料供給力の確保・向上の努力をしていくことが、不測時に

、おきまして、生産転換とか、緊急増産を図ろうという場合に、それを、円滑

確実に実施できるということにつながっていくわけでごさいます。

以上が平常時からの食料の安定供給の考え方でございます。

それから、１ページおめくりいただきまして、食料供給に影響を及ぼす恐れ

のある事態というのは、これはいろいろございまして、例えば４ページをご覧

いただきたいのですが、国内生産の減少ということで、近いところでは平成５

年に冷害による米の不作というものがございました。

それから、海外に多くを依存している我が国におきましては、輸入が減少す

るとか、途絶するといったような恐れもございまして、20年ほど前になります

、けれども、昭和48年のアメリカの大豆の需給ひっ迫に起因する輸出規制措置

あるいは港湾ストライキなどによる輸送障害といったようなこともあるわけで

こざいます。このような過去の事例、経験を踏まえながら、いろいろな事態に

対応するためのマニュアルというものをつくることが必要だと考えているわけ
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でございます。

ここで、過去の不測時における対応について、少し詳しくご説明申し上げた

いと思います。

資料の４をお開きください。

ここでは、昭和48年の大豆の価格高騰の事例と平成５年から６年におきます

米の不足のことを詳しく資料としてとりまとめております。

まず、１ページをお開きいただきたいのですが、昭和48年の大豆の価格高騰、

豆腐騒動などと言われたことをご記憶のある方もいらっしゃると思います。

当時の状況でございますけれども、昭和47年から48年にかけまして、そもそ

、も国際的な穀物等の需給がひっ迫している状況にございました。大豆は味噌

醤油、豆腐及び油の原料であり、その絞りかすが餌になるものですが、当時魚

の餌になるペルー沖のアンチョビが不漁であったり、大豆以外の油の原料が不

作ということで、大豆については、需給が非常にひっ迫している状況でござい

ました。

そういう中で、昭和48年の年明け早々から大豆が足りなくなるんじゃないか、

大豆が日本に入ってくるのが少なくなるんではないかということで、豆腐業者

などが非常に心配をしていまして、豆腐騒動などというものが発生していた状

況がございます。

さらに、アメリカが需給のひっ迫を理由にしまして、６月から９月まで輸出

規制というものを実施いたしました。これによりまして、大豆の関連業界は大

変混乱をしたわけです。当時の需給構造に関して１ページの下の方に表がござ

いますが、大体年間400万トン程度の消費をしている。そのうち７割が油で、

２割程度が食品用、味噌、醤油、それから豆腐等々でございます。

当時の価格動向を見ますと、昭和47年12月段階で、アメリカのシカゴの穀物

相場でいきますとトン当たり５万円程度。国内でいきますと７万3千円程度。

豆腐１丁40円ぐらいだというところでございます。昭和48年２月になりますと、

海外のシカゴ相場も２割程度上がりましたし、国内の相場も上がり、豆腐１丁

当たり53円ということになっております。

２ページ目をごらんいただきたいのですが、昭和47年の大豆の生産量でござ

いますが、世界全体で4,700万トン程度、そのうちアメリカが3,458万トン、要
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するに７割をアメリカが生産しているという状況でございました。輸入は日本

が世界一という状況でございます。

３ページをごらんいただきたいのですが、最終的に輸入量がどうなったかと

いいますと、昭和47年、このときはまだ問題なかったわけですが、日本の輸入

量が約340万トンでした。昭和48年から大豆価格が高騰する、あるいは十分供

給できないんではないかという不安が高まってきたわけですけれども、最終的

に見ますと昭和48年の輸入量というのは、360万トンを超えておりまして47年

より増えているという状況でございます。そういった結果もありまして昭和4

9年にはむしろトータルで輸入量が減っており、320万トン強ということになっ

ております。

一方、価格につきましては、100グラム当たりの豆腐の価格が11円、350グラ

ムにしますと40円弱だったのが、徐々に上がっていきまして昭和49年に平均し

て17円、350グラムにしますと70円ぐらいになるんでしょうか、そのくらいに

上がっております。また、油などにつきましてもこのように値上がりをしてい

るという状況でございます。

こうした状況につきまして、５ページ、６ページでございますけれども、政

府としてもいろいろと対策を講じております。

まず、６ページの、めぐる状況とマスコミの論調のところをざっとご説明し

ますと、豆腐業界で、不安が高まっているということがありまして、昭和48年

１月27日の段階で総理から関係閣僚に中国などからの緊急輸入、あるいは投機

傾向を抑制できないかといったことについての検討の指示がございました。

また、２月３日には、食品用大豆の緊急対策ということで、アメリカ等に対

しまして、輸出の積み出しの促進を要請をするとか、国内の大豆の集荷、販売

の促進をするとか、あるいは、油の業界で持っている大豆を豆腐業者の方へ販

売してもらうような要請をするということをしております。

また、アメリカの輸出規制を受けまして、７月の段階で、農林水産省におい

て大豆確保緊急対策を決定しまして、ここでは大豆と大豆かすの緊急需給協議

会を開催しまして、適正配分をするとか、あるいは買占め等防止法の特定物資

として指定しまして、そこで関係事業者から報告を求めるとか、問題がある場

合には、勧告したり公表したりするということにいたしました。
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また、国内での生産振興、輸入先の多元化等々ということを決定しておりま

す。

また、こうしたことを踏まえまして豆腐や納豆などの食品用の大豆の備蓄制

度というものをこの後つくったわけでございます。

９ページをごらんいただきたいのですけれども、なぜこのような大豆の騒動

が起きたのかについてでございますが、まず当時の情勢としては、大豆だけで

はなく、それ以外の穀類も含めまして、世界的な不作になっていたということ

です。それから、ソ連とか中国といった従来輸入国でなかった国が大量の買い

付けをしたということで価格が高騰したといったようなことがございます。ま

た、後になってわかることではございましたけれども、２月に豆腐騒動が起き

た際に、商社とか、あるいは大きな製油メーカー等々につきましては、今後の

動向を見越しましてかなりの買い付けを行っていました。

ところが、全体の需給、とくに在庫量というものをしっかりと把握すること

ができなかったということで、政府としましても在庫を含めた正確な需給見通

しを出すことができませんでした。

そして、これが中小の多い加工等の実需者、豆腐業者の不安に拍車をかけた

といったようなことがあったのではないかと考えております。

それから、大豆の特性でございますけれども、先ほどから申しておりますよ

うに、油というのが大口の需要先ではございますが、豆腐、醤油、納豆、味噌、

その他大変需要が多様でございまして、それに関連する業者も多様、また零細

な業者もたくさんいるという特性もあるかと思います。

また、当時は米ソの冷戦構造下にありまして、国際的にも非常に緊迫した情

勢であったこと等から、全体的に国際情勢が非常に不安定であり、国民にも不

安感があったということが言えるのではないかと思います。

次に、平成５年から６年にかけての米不足についてご説明したいと思います。

平成５年産の米につきましては日本全体の気象条件が非常に悪く不作になっ

たわけです。特に米どころと言われた北海道、東北の、北日本を中心にしまし

て、大規模な冷害に見舞われたということ、西日本では台風、長雨等が発生し

たということで、全国で作況指数74、平年よりも26％も生産量が減少しました。

当時は、ラフに言いまして年間1,000万トン程度の需要量があったわけです
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けれども、平成３年、４年が不作であったために、在庫量が23万トンと非常に

少なかった。そのように在庫量が非常に低いときに、平年を26％も下回る不作

となったために、非常にひっ迫した状況になったわけでございます。

14ページをお開きいただきたいのですが、平成５年９月15日現在における作

柄ということで、作況指数80ということを公表いたしました。この時点で冷害

対策として翌年からの転作面積の緩和の検討と20万トンの米の緊急輸入という

ものを決めております。

それから、さらに10月29日になりまして、10月15日現在における作況が75と

いうことで、９月の段階よりもさらに５ポイント下がっているという状況にな

っております。全体として在庫が非常に少ない中で、作柄が非常に悪いという

ことがわかりまして、11月11日には90万トンの追加輸入の実施、それから12月

27日にも80万トンの追加輸入の実施について公表しました。それから６年の４

月１日に75万トンの輸入の実施を公表したわけでございます。

ちょっと戻って、13ページでございますが、政府による対策についてですが、

安定供給を図るということで、農家や出荷団体に対する出荷の推進をお願いし

ました。

それから、通常は主食用に回らずせんべいの原料などになる規格外米を食用

として政府で買い入れ販売するということや、緊急輸入の実施ということをや

ったわけでございます。

それから、ご記憶にあるかもしれませんが、国産米が値上がりをしたり、店

頭から見当たらなくなるといったような状況がございましたので、販売価格の

便乗値上げの防止、不適切な流通の防止という観点から食糧事務所が巡回点検、

あるいは指導等をしたわけでございます。

また、消費者の方からの直接的な問い合わせに対するお米の１１０番を食糧

事務所に設置したり、米の供給量が確保されている旨のＰＲ、輸入米につきま

しては、食べ方がわからない、その他いろいろご要望もありましたので、輸入

。米の試食会、あるいは輸入米の調理講習会などを開催したわけでございます

16ページをごらんいただきたいのですが、米不足による問題が生じた原因と

しましてはその当時の政府の持ち越し在庫が23万トンという大変低い水準であ

ったということで、国産米の放出による十分な対応ができなかったということ
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がございます。

それから、地域間での供給格差とございますが、実は米どころと言われてい

る東北などが冷害で生産量が少なかったということで、本来米どころである北

の方から米が足りないというような情報が流れてきた。特にマスコミの報道な

どで米の生産者までが米の確保に必死であるというような記事が載ったりしま

して、これが全国的に非常に米が足りないという不安感を醸成したということ

が言えるかと思います。

次に、消費者に対する情報提供でございますけれども、量としては緊急輸入

も含めて十分足りますとＰＲはしておりましたけれども、全体としての供給計

画がはっきりわからなかったのではないか、あるいは、一部の販売店等で便乗

値上げとか、店頭から消えるといったようなことが起きたので、それが消費者

の不安に拍車をかけることになったのではないかと考えております。

、また、輸入米についてでございますけれども、やはり輸入をする場合には

契約なり、日本の港に入ってくるまでに２ヵ月、３ヵ月、時間がかかるという

タイムラグの問題。それから従来輸入をしてないところから緊急輸入をしまし

たので、それぞれの国の荷姿、輸送形態がよく分からない、港に機械施設があ

って、機械ですぐ積み出しができる場合もあれば、いちいち人力でやらなけれ

ばならないといったようなこともありまして、そういう荷姿とか、それから港

湾、輸送の施設とか、能力の問題もございました。

それから、この当時大変問題になりましたのが、外国産米の品質、安全性で

ございまして、これをきちんとチェックしなければならないということで、短

。期間に量的に確保するということが困難であったという状況がございました

また、輸入米になじみのない消費者の方々からは、調理法がわからないとか、

嗜好に合わないといったようなご批判もいただいたところでございます。

結果的には、緊急輸入も含め量的な確保ができましたが、一方で、品質等々

の問題により、米の消費が減退したということもありまして、結果的には98万

トンの緊急輸入米を在庫として持ち越すことになってしまったということでご

ざいます。

以上が、48年の大豆の問題、平成５年の米不足のときの対応ぶり、あるいは

その要因等々につきましてのご説明でございます。それぞれ要因とか、その影
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響等違っておりますので、そのような事態に応じたといいますか、影響の度合

い等に応じまして、ある程度類型化し、それに対する対策というものを考えて

いく必要があるのではないかと考えているわけでございます。

資料の３に戻りまして、５ページ、６ページをお開きいただきたいと思いま

す。

マニュアルにつきましては、一定の事態が生じたときに何をすることが必要

か、何ができるかということをあらかじめ決めておくということが、物事が生

じた場合の対応を迅速かつ的確にすることになるのではないかということで作

成するわけでございますので、マニュアルの内容としましては、レベルに応じ

まして、政府として講ずべき対策について基本的な内容や根拠法令、実施手順

を示すということで作成いたします。

そして、いざ事が起きたときに対応を迅速にしていくという観点からも、平

素からの取り組みというのが重要ではないかというふうに考えているわけでご

さいまして、５ページの２番、平素からの取り組みというところに４点書いて

ございますが、農地、担い手、農業の生産技術、資材の確保といったようなこ

とを通じまして、通常時から我が国の食料供給力の確保・向上に努めるという

ことが大事であろうと考えます。

それから、国内外の食料需給動向に関する情報の収集・分析等が重要であり

ます。

また、そういった問題につきまして、国民の理解と関心を平素から高めてお

くということが大事ではないかと思われます。

それから、緊急時に対策を迅速に講じるためにも緊急時の連絡体制や対策を

講じるための体制の整備というものを平素から考えておくことが重要であろう

というふうに考えているわけでございます。

おめくりいただきまして、８ページをごらんください。

まず不測時に対応する場合のレベルを３つに分けたらどうかということでご

ざいます。

レベル２からご説明しますけれども、これは戦後の事態を想定していただけ

たらいいと思いますが、一人当たりの供給熱量が2000キロカロリーを下回るこ

とが想定されるような場合、非常に深刻な事態でございますが、そういう事態
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をレベル２とし、それからそこまではいかず、国民が必要な熱量のカロリーベ

、ースでの供給はできるものの、特定の品目の需給がひっ迫するということで

、特定の品目の供給が平時を２割程度下回るような場合、それをレベル１とし

そういうレベル１やレベル２の事態に発展していく可能性がある場合、そうい

う状況をレベル０というふうに３つに分けていきたいというふうに考えており

ます。

そして、どういう対策があるかということで、マニュアルに定める不測時に

おける対策としまして、８ページの下に枠で囲ってございますが、一つ目は連

絡体制の整備、それから対策を実施する場合の体制の整備。それぞれ農林水産

省内の体制、農林水産省だけではなくて、政府一体となった体制の整備。それ

から地方公共団体や生産者の方々、消費者との関係のあり方、その三つでござ

います。

また、国民への情報提供ということで、国内外の食料需給に関する情報の収

集・分析体制。それからいざというときの広報のあり方、情報提供のあり方と

いうことです。

それから、三つ目が供給の確保ということで、備蓄の活用、それから先ほど

の米の緊急輸入のように輸入先の多角化、代替品の輸入の促進。それから国内

で生産できるものについての増産、あるいは生産転換といったもの。

それから、ものが少なくなりましたときに、どうしても価格とか流通面で問

題が生じる恐れがありますので、価格・需給動向の調査や指導、あるいは法律

、に基づく価格や流通の適正化。さらに厳しくなりますと、物資の割当てとか

配給、あるいは物価統制といったことでございます。

それから、国内で生産していく上での生産資材の確保の問題、それから石油

の問題といったようなことがあるかと思いまして、それぞれのレベルに応じて、

どういう対策を講じるか、あるいはどの段階からどういう対策を講じるかとい

うことをマニュアルにおいて示していこうというふうに考えているわけでござ

います。

９ページをご覧下さい。それぞれのレベルに応じた対策の内容ということで

まとめてございます。

まず、レベル０の対策でございますが、ここはレベル１以降の事態に発展す
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る可能性があることが生じたような場合でございまして、主として需給・価格

等に関する情報の収集・分析・提供ということが中心になっていくかと思いま

す。

この情報の収集・分析・提供につきましては、10ページの枠の中に囲ってお

りますけれども、平常時から国内、海外のそれぞれの食料の需給、生産、生育

状況、あるいは運送、貿易状況等々につきまして、在外公館や関係の機関、国

内の研究機関、関係省庁、統計情報部という地方の組織等々を通じまして、い

ろいろな情報を収集しているところでございまして、それを分析し、いろいろ

な形でホームページに掲載しましたり、雑誌に載せたり、公表物にしたりとい

うような形で提供しているところでございます。

何か起きた場合には、この体制を強化しまして、さらに情報提供の充実を図

っていくというふうに考えておりますし、また必要に応じまして単なる情報の

収集というよりはもう少し進めまして、需給や価格動向の監視とか、あるいは

業者の指導ということもしていく必要があるというふうに思っております。

情報の収集のあり方等々につきましては、今回のテロ事件に対応しましても

農林水産省の中でも体制を組み情報提供をしておりますので、後ほどここを詳

しくご説明させていただきましてご議論いただければと思います。

それから、12ページにありますように、供給量の確保という観点では備蓄を

活用することとしております。米、食糧用の小麦、飼料穀物、食品用の大豆に

つきましては、国自らあるいは国と民間で国が何らかの関与をしながら、備蓄

を行っているところでございまして、短期的なひっ迫等々、あるいは値上がり

等々に対しましては、この備蓄で対応してきたところでございます。

それから、安定的な輸入をするという観点からは、外国の機関と取り決めな

ども実施しているところでございますし、今後食料需給がひっ迫する場合には、

先ほどご説明しました大豆では中国、韓国からの緊急的な輸入の促進をしたと

か、米不足のときには、中国等から輸入したというような例もございますよう

に輸入先の多角化、あるいは代替品の輸入の促進といったようなことに努めて

いくということになるかと思います。

それから、非常に厳しい状況になってきまして、レベル１、あるいは２にな

ってきますと、先ほどレベル０でご説明した対策に加えまして、さらにもう少
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し強制的な手段も加えた厳しいことが必要になってくるのではないかと考えて

おります。

まず円滑な流通の確保、価格の安定という観点からは、国民生活二法、物価

統制令、食糧法等ございますので、そういったものの発動をしていく必要があ

る場合も出てくるかと思います。

また、国内で生産していくということになりますと、緊急増産や生産転換が

必要になるわけですが、16ページにございますように、国民生活安定緊急措置

法により物資を指定し、当該物資について生産計画をつくるというような形で

の緊急増産、生産転換が可能になっております。また、当然法律の発動以前の

段階で、農業団体を通じ、あるいは都道府県を通じ、いろいろお願いをしてい

くということもあると思います。

そして、17、18ページでございますが、これも前回ご説明しましたので、詳

しくはご説明いたしませんが、食料・農業・農村基本計画に定める平成22年度

における農地面積や単収等を前提として、熱量の効率のよいいも類等を中心に

生産する等、熱量効率を最大化すれば、試算上は、2000キロカロリー程度は確

保可能と考えられます。

それから、19、20ページになりますけれども、石油の供給が減少した場合の

対策でございます。

現在、我が国の農業生産につきましては、かなり石油エネルギーに依存して

おります。肥料、農薬もそうでございますし、農業機械のエネルギーもそうで

ございます。

、石油需給適正化法におきまして、石油の供給量が大幅に減少する場合には

農林漁業者等公益性の高い事業を行う者に対して優先的な供給を図るというこ

とが定められております。また、熱量効率の高い作物、例えばいも類の生産に

石油などへの重点的な配分やハウス栽培に対する供給の抑制というような対応

も必要と考えております。また、石油を原料とする資材が本当に不足してきた

場合には、かなり人力に頼った農法に転換せざるを得ないというふうに考えて

いるところでございます。

以上が、資料３と５のご説明でございますが、あわせまして資料６と別添参

考の２でご説明をしたいと思います。情報提供のあり方ということにつきまし
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ては、前回の小委員会でも議論になりましたので、関係業界の方々などからご

、意見をお聞きしてみました。それをまとめましたのが資料６でございまして

これに沿ってご説明します。不測時の情報提供のあり方ということで、政府に

望まれる対応は、正確な需給情報を提供してほしい、政府の対策というものを

併せて公表してほしい、相談窓口の設置が必要、継続的かつ頻繁に情報提供を

行って国民に心理的な不安感を与えないような配慮が重要、中途半端な情報伝

。達は国民の不安を増加するので注意が必要といったようなことがございます

それから、政府と業界と協力して何かできないかということでございますが、

製造過程から出る未利用資源の有効活用といったようなものを業界と協力して

、やったらいいのではないか、業界・流通業者に対する働きかけ、協力の要請

規制等が必要ではないかという意見がありました。

それから、業界を通じて、政府情報の提供というものを図っていくというこ

、とにつきましてはいろいろご意見もありまして、むしろ企業を通じて流すと

企業のところで、例えば国の意図とは逆に流通在庫を積み増すような行動もあ

り得るということで、むしろできるだけ直接的に国民に情報を流すべきではな

いかというご意見が多いようです。

また、平素から政府は、作物の生育情報、天候情報、そういったものをもっ

と出したらいいのではないか、世界の食料需給の動向などをもっときちんと常

日頃から示すべきではないかといったような意見がございました。

それとあわせまして、別添参考２をごらんいただきたいと思います。

これは、アメリカのテロ事件による農林水産分野への影響につきましての資

料でございますが、５枚ほどおめくりいただきまして、その中の資料２をご覧

いただきたいと思います。これはアメリカのテロ事件が発生しましたときの農

林水産省の対応でございますが、９月11日、日本時間の夜ですけれども、事件

が発生したのを受けまして、翌日の８時半に農林水産省に米国多発テロ事件対

策本部を設置いたしました。そして、農林水産物への影響がないかどうか、ど

ういう状況が出ているかについて情報収集と提供をしていくということを決め

まして、早速情報収集等を始めたわけでございます。

日本の農産物輸入の４割はアメリカから入っており、トウモロコシですと

96％、大豆は73％です。そのような背景のもと、輸送への影響、あるいは価格
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への影響等々を調べたわけでございます。

今回のテロ事件については、マニュアルのレベル分けの考え方で言いますと、

レベル０に当たるのではないかと考えられるわけでございます。まずは体制を

つくり、情報の収集をするということが大事だということで取り組んできたわ

けでございます。

そして、この別添参考の２ページ目に資料１というのがございますが、米国

同時多発テロ事件の農林水産分野への影響についてということで、シカゴの穀

物相場、運輸関係、国内の在庫状況等についての情報提供を13日から毎日行っ

たわけです。新しい情報が入ればどんどん入れていくという方式で、情報提供

をいたしました。今回につきましては結論としましては、我が国に対する特段

の影響はないということでございますが、まさにマニュアルのレベル０の対応

ということで、例としてお示しいたしました。

長くなりましたが、以上でございます。

○八木座長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました事項につきまして、順次議論を進めて

まいりたいと思いますが、かなり多岐にわたっておりますので三つぐらいの柱

に分けてご議論いただきたいと思います。この食料安全保障マニュアル全体に

ついてのご質問を含めて、不測時における対策実施のための体制整備、これは

大きな柱になっているんですが、体制整備のあり方についてご意見いただきた

いと思います。

それから第二は、このマニュアルの相当重要な位置を占めます情報の収集と

提供のあり方について、これを第二の柱として議論をしたいと思います。

第三は、最後のところの、緊急増産や生産転換の進め方、あるいは生産資材

の確保のあり方、この資料３の最後のところに入っておりますけれども、この

。点についてご意見いただければと思いますので、よろしくお願いいたします

それでは、最初に食料安全保障マニュアル全体についてのご質問、あるいは

不測時の対策の体制整備についてご意見、ご質問等ありましたらお願いいたし

ます。

ご自由にご発言いただければと思います。

主として資料３のところを開いていただきながらご意見いただければと思い
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ますけれども。

内藤委員、最初にちょっと口火を切っていただけますか。

○内藤専門委員 ちょっとそれに合うかどうかわからないんですけれども、実は供給のカロリ

ーが2600ですか、摂取ベースで大体2000キロカロリーではないかと思いますの

で、その600の差のところをどのような形で有効活用していくかが一つの問題

ではないかと思います。

不測時における供給熱量は2000キロカロリーは下回らないようにという話で

すけれども、供給熱量と摂取熱量の差の600キロカロリーを備蓄の形で回せな

いかという気がします。

米の備蓄水準を、150万トンから今度100万トンにするという話がありますが、

不測時にその水準で大丈夫かといういうのが私が一番心配しているところです。

○八木座長 事務局ございますか。

、○食料政策課長 食料需給表の供給ベースで言いますと、全体で2600キロカロリーぐらいで

国民栄養調査の摂取ベースで言いますと2000キロカロリーを切っており、その

差は、食べ残しや賞味期限後ということで、食べられるけれども捨てられるも

のが相当占めているのではないかと考えております。

このため、食品のリサイクルによる有効活用を施策として進める一方、そも

そもものを大事にしていくということで摂取と供給の差を減らすということも

重要と考えています。

それから、不測時に対応できるようそういったむだを省く食品加工技術の開

発ができないかということも考えられます。それを備蓄に回すことについては

なかなか知恵もございません。

○八木座長 藤井委員お願いします。

○藤井専門委員 当初のくくりが、体制整備ということなので若干それに関してコメントさせ

ていただきたいと思います。

恐らく不測の事態が起こったときというのは、行政全体で、農水省が中心に

対応されることになると思うんですが、実際に本当にそういう局面に直面した

ときには、農水省が中心になって主体的に決断をし、統括的に対応されるのか、

、あるいはほかの省庁と調整をされるということがここに書いてあるんですが

その辺の統括的な部分、一元的な管理をどこがやるかということについてもう
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少し明確に書かれた方がよろしいんじゃないかと思います。

当然、それに関してスピードも要求されるでしょうし、過去の経緯からして

も幾つかの事例のご説明がありましたけれども、どちらかというと失礼ながら

対応が少しスピード感に欠けていたという部分もあるかと思いますので、そう

いう意味で一元的な管理という側面が非常に重要だと思います。

○八木座長 ありがとうございました。

小山委員お願いします。

、○小山専門委員 体制整備のところで、レベルに応じてということで、レベル０、レベル１

レベル２というふうに分けてあるんですが、具体的な対策というのを見ますと、

例えばレベル０の対策は平時の対策との区別がなかなかつけがたいような対策

が書いてあるわけですね。

それから、レベル１とレベル２については、対策はほぼ同じようなものが書

いてあるということで、このレベル０、１、２という分け方が、必ずしもとる

べき対策から見た分れ方になってないというのがちょっと問題ではないかとい

うふうに思うんです。

もし、マニュアルをつくるのであれば、例えば、国内で何か起こったときは、

こうこうこうだと。輸入が途絶した場合は、こうこうこういう対策があるとい

うふうな、これは程度の問題ではないわけですけれども、マニュアルをつくる

のであれば、その方がつくりやすいのではないかというような感じがするわけ

です。

それとですね、レベル０というのがレベル１とか２に時間を追ってどんどん

近づいていくわけですね。そういう意味では、時間の経過というのを念頭に置

きつつ、対策を準備しておく必要があるような場合があるわけですね。輸入が

途絶するというような場合に、ほかから輸入を手当てする場合にも、やはり半

年ぐらいかかったりすることがあるわけです。そういうような時間の経過を追

って、前びろに対策を打つためにはレベル０とレベル１というふうにこれを分

けるのもちょっとマニュアルとしては変ではないかというような感じも、前回

言えばよかったかもしれませんけれども、そんな感じを持ちました。

○八木座長 藤井委員の発言も含めてお願いします。

○食料政策課長 体制整備におきまして一元的な対応が重要であり、どこがイニシアチブをと
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るかということをきちんとすることが必要だということについては、今おっし

ゃるとおりだと思います。そういう形でできるだけ規定していきたいというふ

うに思っております。

ただ、今回のテロ事件を見ていますと、食料の供給に不安が生じるというの

はむしろ二次的な効果でございまして、一次的には治安とか社会不安などの問

題でございまして、今回のテロ事件に際しては実際に政府全体として安全保障

会議が開催されまして、その下でいろいろと動いてきたという経緯がございま

す。

そういうことから考えていきますと、どういった事故なり、どういった要因

、によってスタートするかというところにも関係してくると思いますが、実際

地震対策、災害対策等への対応については別途整理されていますので、初めか

ら食料の供給に不安が生じる場合や二次的な影響であっても食料の供給に不安

が生じる場合の対応としましては農林水産省が中心になって対応していくとい

う形にしていきたいと考えております。

それから、小山委員からのご指摘についてですが、いわゆる不測の事態と言

われるのはレベルの１と２と考えております。

ただ、急にそのような事態になるというよりは、今回のテロ事件のように何

かの要因が起きて、必ずしも食料の供給に不安が生じるかどうか明らかでない

ということも十分あるわけで、そういったことをきちんとウォッチしていくべ

き段階としてレベル０というものを考えております。

つまり不測の事態というのはレベル１、２であり、そこに至るか至らないか

をきちんとウォッチし、国民に不安を生じないようにするというのをレベル０

であると位置付けているわけでございます。

それで、対策におきまして平時とレベル０の対策が、余り区別がつかないじ

ゃないかというご指摘でありますが、普段から実施している情報収集・分析・

提供等を強化するということでございます。

例えば今回のテロ事件の例でいいますと、10ページをお開きいただきたいん

ですが、情報の収集・分析・提供体制とございまして、収集のところで在外公

館とか、政府機関とか国際機関とか、商社・関係業界とかございます。これは

年に１回とっていたり、毎月とっていたり、商社の方からですと、２、３ヵ月
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に一度ご意見を伺ったりというような場がございます。

今回のテロ事件では12日の朝から商社から港湾等の状況に関する情報収集を

しました。それから、在外公館からも、私どものアタッシェが行っているよう

なところからは直接自宅なりに連絡を入れました。また、同じルートであって

も、それを毎日とるとか、朝晩とるとか、というような形で情報収集の頻度を

高める等の対応をしたように、平時の体制を強化するというやり方において平

時とは違いが出てくるかと思います。

それから、レベルの１と２で余り違わないのではないかというご指摘がござ

いましたが、どういう社会現象なり、社会・経済の混乱が生じるかといったよ

うなことで言いますと、レベル１と２というのをスパッと切れないのではない

かと思っております。

昭和48年においては、大豆のひっ迫により豆腐等が著しく値上がりをしたり

平成５年には米不足により米が店頭から消えてすごい行列ができ、ある意味で

社会不安が広がりました。そういうことから言いますとレベル２というような、

ある意味では極限的な状態に行かないまでも、社会的な混乱を考慮すれば、法

律の発動による規制が必要な場合も当然出てくると思いますし、場合によって

は調査とか、行政指導ベースでも済むことがあるのかもしれません。レベル１

と２につきまして、やはりその状況に応じて対応をするということになります

ので、そういう意味では区別がつかないのかなと考えます。手法としては限ら

れたものの中でどこまで発動するのかということであると思います。

マニュアルを実際に文章にするときにはいろいろ工夫をさせいただきたいと

いうふうに思います。

○八木座長 小山委員よろしいでしょうか。

○食料政策課長 国内の不作の場合や、輸入の途絶の場合ということで分けるということもあ

るのかと思いますけれども、ただその影響の深刻度と実施する対策等を考える

と、余り違わないのかなということがありまして、影響の度合いに応じまして

同じ法律を発動するのでも、手法としては同じになりますので一緒にしており

ますが、例えば緊急輸入とか国内の増産の仕方その他で中でケース分けした方

がいいような場合がありましたら、そこは少し考えさせていただきたいと思い

ます。
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○八木座長 お二人の委員から、対策のスピードのような話がちょっと出たんですけれど

も、その辺について何か事務局の方でお考えはありますか。速やかに対策をと

るとかですね。

○食料政策課長 情報収集で集まってきた情報を見ながら対策を考えていくことになると思い

ますので、必要のある場合にはレベル０の段階からいろいろなことはスタート

するんだろうと思います。

○八木座長 藤井委員お願いします。

○藤井専門委員 それでは、もう一点、マニュアル全般に関して一つコメントをさせていただ

きます。

18ページの表を拝見しますと、魚介類のカロリー供給に占める位置づけとい

うのが決して高くないことはよくわかるんですけども、恐らく不測の事態にお

いては、特に日本においては、魚介類、水産物に対する期待度といいましょう

、か、供給力の増強といいましょうか、こういう要素が出てくると思いますが

いまお話しを伺う限り、農作物に対して主体になっていると思うんですが、水

産物に関しても、もう少しご検討を加えられたらよろしいんじゃないかと思い

ます。

○食料政策課長 前回中村委員からも同様のご指摘を受けておりまして、私どもも考えていか

なければならないと思っているところでございます。

ただ、魚介類は人間の努力によりましてとれる部分というのは実は余り多く

、なくて、養殖というのは生産量全体の２割程度なんです。魚介類の自給率は

全体で65％、食用でいきますと55％でございます。養殖は人間の努力で増産が

可能な範囲なんですが、ただ実際は養殖のエサというのがまた海外に依存して

いたりします。

また、輸入の部分と沖合とか遠洋で獲ってくる部分について言えば、そもそ

も水産物というのは、魚がいなければとれない世界でございますので、かなり

リスクの多い要素だというふうに考えておりまして、実はこのマニュアルとい

うのは私どもの努力によってどこまでできるかということをメインに置いてい

るものですから、余り確かに大きく扱ってないという面があるのかと思います。

ご指摘を受けておりますので、検討させていただきたいと思います。

○八木座長 ほかにご意見ございませんか。
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○小山専門委員 特定の品目というのは、ある程度念頭に置かれているわけですか。レベル０、

１のところでですね。特定の品目の需給がひっ迫するということですけれども、

もちろん米とか小麦とか、大豆とか必ず入ると思いますが。

○食料政策課長 過去の例でいきますと、米とかあるいは輸入依存度の高い小麦、大豆、飼料

穀物とかが恐らくこれからも問題になる可能性があるものではないかというふ

うに考えているところでございます。

なお、野菜の中の一部の、例えばキャベツが非常に不作になったというよう

なこともあるかもしれませんし、果物のうちの一部がそうなるということもあ

るかと思うんですが、余り個別の品目まで落とさず、野菜なら野菜全体の括り

の中で考える、果物全体で考える、肉類全体で考えるということで、いいのか

なと思っているところでございます。

○八木座長 その他について、ご意見ございませんか。

斎藤委員何かございますか。

○斎藤専門委員 資料６でまとめていただいている情報の開示と収集というのは本当に大事に

してやっていただければというふうに思います。

○八木座長 斎藤委員からそういうご意見もございましたので、第二の柱にこの情報の収

。集・提供、それについていろいろ皆さんからご意見いただければと思います

今回のテロ事件に関しプレスリリースをやってきたということでございます

し、その他メディアを使って情報提供という問題もあると思うんですけれども、

皆さんの率直なご意見をいただければと思います。

内藤委員からお願いします。

○内藤専門委員 この前の狂牛病の話があるんですが、的確な情報を一元化して流していただ

きたいんです。

私たちにメディアから入ってくる情報というのはいろいろありますけれども、

インターネット上というのもあります。ただ、どれだけ見てくれるか、いくら

流しても受け手がなかったら意味がないので、どうしたら見てもらえるか、読

んでもらうか、聞いてもらえるか、その方法が一つだと思っています。

私なんか、うちはパソコンやりませんので、情報源としてインターネットは

なく、新聞とかラジオとかテレビなんですけれども、慌てて出された情報が間

違っていますと、結局後まで尾を引きますのでそのことに最も留意すべきであ
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ると思います。それとこの中でもう一つ気になったのは、生産者団体の情報と

か、農家の方たちの情報をどのような形で取り入れていくのかなというのが一

つです。

お米のときも、私の知り合いの所ですと、地方の農協の倉庫にはお米があっ

たと。声がかかってきたら出そうかと待ってたんだけれども、声がかかってこ

なかったから出さなかったという話があるんです。

それと緊急輸入米が大量に残ったというのは、結果的には輸入した分だけ余

計だったんじゃないかと私は思っています。ですから日ごろから商社や農協や

個人の農家の方たちがどれだけの在庫を持っているかという情報収集が大切で

はないかなと思っていますので、どういうふうにそういう方たちから情報をと

るかという方法を考えていただけたらありがたいと思っています。

○八木座長 ありがとうございました。

中村委員、ちょっと関連した発言もございましたね。情報の収集・提供につ

いて、ちょっとご意見いかがですか。

○中村臨時委員 平成５年のときにちょうど私、米を担当していまして、西藤局長も当時そう

だったと思いますが、農協に米があったではないかという話がありましたけれ

ども、米というのは１年に１回とれたものを１年で食べるわけですね。ですか

ら１度に全部出すのではなく、計画的に出していかなければならないので、農

協グループ、食糧庁と相談をして、今月このぐらいずつ出していこうというこ

とになるわけです。現地には米があったのは事実だと思いますが、その情報が

逆に言うとあるじゃないかみたいな、変な情報になったと思います。そういう

意味では、そこはちゃんと計画的に出すんですよという情報が必要だったのか

もしれません。

○内藤専門委員 お米が余ったというところで私は非常にひっかかるんです。輸入米が結果的

には余ったというのは、それだけ必要なかった、せっかく緊急輸入したのに食

べられなかった、抱き合わせで捨てられた、そういう情報を聞きますと、農協

さんもそういうところでもう少し協力というんじゃないですけれども、情報の

流し方というのを考えていただけたら今後の参考になるのではないかと思って

います。

○八木座長 西藤局長お願いします。
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○総合食料局長 中村委員からお話がありましたが、私はその当時内藤委員からいうと余計入

れた張本人の一人でございます。たしか255万トンを入れまして、100万トン近

くが結局国内の食料消費に回らないで、いろいろな形で活用されたというふう

に記憶しておりますけれども、そのときの状況を申し上げると、作況指数74と

いう状況の中で、生産量がかなり平年を下回るという情報がありました。また、

平成６年になってから、いわばそれは情報の提供の仕方の問題とも関連してい

、ると思うんですが、一種の生鮮食料品であるにもかかわらず家庭によっては

２月、３月にかなりの量が備蓄されたというか、購買されたという状況の中で、

かなりの混乱があったと。そういう状況の中で私どもとしていわば消費者に安

心感を与えるためには、計画どおりのぎりぎりの需給というのはなかなかあり

得ませんので、ゆったり目の計画とする必要がありました。

それと、数字をチェックいたしておりませんけれども、たしか平成６年度と

いうのは近年で我が国の小麦の消費量が一番多かった年じゃないかと思います。

私はあわせて麦も輸入していたんですが、とにかく輸出国から大変感謝された

記憶がありますから、消費者の消費行動が米から麦製品に一部変化していった

のは間違いないんだろうというふうに思っています。

なかなかそういう危機的な状況の中でどういうふうに理解し、情報提供を正

確にしながらどう対処していくかというのは、あのとき経験しておきながら自

分自身まだどういう形が本当にいいんだろうと思っております。極端なことを

言えば、これだけ輸入しますと言って、大きい数字を言っておけば、実行する

しないにかかわらず国内の安心感があるという一方、大きな数字の輸入を日本

国の政府が言った途端に、やはりそれは国際相場への影響が、かなり深刻なも

のとして出てくるだろうというようなことも当然考えていかなければならない

わけですので、本当にどういうふうに需要が変化するかや、供給についてもな

かなか正確なところが見通せない。もちろんかなり正確なものなんだと思うん

ですが、それが幅がある状況の中でどういうふうに情報を収集し、提供し、実

際に行動をしていくかというために今回のマニュアルをきっちりつくろうとい

うことが今回の小委員会の狙いなんですが。

私自身皆様方のご意見を承りながら、将来本当にマニュアルとして活用され

るものをこの機会に整理をしておきたいというふうに思ってますが、平成５年
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から６年のことを振り返ってみますと、そういうような状況にあった。一部記

憶の部分ですから不正確なところはあるかと思いますけれども、そういうふう

に記憶をいたしております。

○八木座長 斎藤委員お願いします。

○斎藤専門委員 先ほどの情報の開示ということなんですが、情報の質なんですけれども、今

もありましたように家庭内の備蓄が発生するわけです。2000年問題の後の水な

んかも社会問題になってませんが、水業界が売り上げがその翌年全然なかった

とか、48年の大豆の価格高騰のときに醤油の出荷が増えまして、翌年は半年ぐ

らい出なかったということがありますので、質のレベルからいきますと、要す

るにこれだけの供給がありましたと期間を区切って、家庭内を含めての備蓄を

推察すると十分にあるんだというような情報も流すことは可能なんでございま

しょうか。

どうもなくなってしまうということでパニックに走るが一番の危険のような

気がするんでございますけれども。

○八木座長 事務局お願いします。

○食料政策課長 実は、貿易統計で輸入量が出てきますので、それをお示しするというのが一

つできるかもしれないんですが、これも１、２ヵ月遅れになっております。家

庭内備蓄や流通段階の在庫もあります。先ほど中村委員が言われましたように

計画的な出荷をしようという、製造業者、メーカーの方のご意向もあると思う

んです。そういう意味で流通から家庭まで含めた在庫状況といいますか、備蓄

状況というのを正確に把握するのはなかなか難しいというのが実感でございま

す。今おっしゃられたように一定の期間を見て、例えば今後３ヵ月なり、４ヵ

月はこれだけの供給があるはずですよというようなやり方があるのではないか

というご示唆につきましては、考えさせていただきたいと思います。

○総合食料局長 若干、その点では難しいというか、知恵を出していかなければいけないとい

うのは、家庭の備蓄ということを言いましたけれども、ある面では買い占め的

な行為があるわけでして、確か私の記憶だと例えば昭和48年の10月、11月のと

きのオイルショックの、家計調査のデータでは、基本的な食料品、砂糖だとか

油だとか、あの当時問題になったものの家庭での平均購入量がたしか前年の２

倍だったと記憶しています。それが平均値としてそういう状況であって、単純
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に言うと、多分０の人と４倍の人の平均が倍になっているというような状況で、

家庭を含めてマクロで見ると在庫があるということと、個々の主体の行動がな

かなか違うという状況の中で、在庫状況を正確にとらえるのは実際はなかなか

難しいということです。そこのところを情報提供で皆さんのところは在庫があ

るからいいじゃないですかと言っても、平常の２倍お持ちの方は何も反応が返

ってこなくて、０の方だけから 「何をばかなことを言ってるんだ、そんなこ、

とを言っているから政府は需給の見通しを誤っているんだ 」というご批判を。

受けるだけではないかと思います。

それと、一定の期間に限っての需給ということで、輸入を含めて考えていく

というときに、これは藤井さんなり、斎藤さんがよくおわかりだと思うんです

けれども、基本的に輸入というときに、右から左へできるものと、どうしても

２ヵ月、３ヵ月の期間を要しないと現物が実際に到着しないという状況もある

わけで、そういう一定の期間の問題に対し、何でそういう手当てをしておかな

いのかという議論が出てくるわけですけれど、たしか平成５年のときも一番最

初の荷が着いたのは11月ぐらいじゃなかったかというふうに記憶していますけ

れども、それもタイのごく一部のものが早く入ってきたという状況で、実際は

翌年の夏までかけて輸入していたというのが実態で、現実にものを動かすとい

うときには、どうしてもそういう期間がかかってしまうというような状況の中

でどうしていったらいいんだろうか、どういうマニュアルにしていったらいい

んだろうかということを思っているということでございます。

○八木座長 藤井委員。

○藤井専門委員 今のご議論はどちらかと言うと、日本の国内の需給に関する情報の収集とか

分析という論点だと思うんですが、むしろ一方で輸出国側、供給国側の需給と

いいましょうか、生産動向、これも決して見逃してはならない情報の部分だと

思うんですが、これに関して非常に極端なレベル２以上の本当の不測の事態を

想定した場合、例えばテロでアメリカの原子力発電所が爆破されたというよう

な場合、これは情報としてどれだけ我々がそれを収集し、分析できるかという

ことになると、極めて第三者依存的といいましょうか、ここにいろいろ情報源

と書いてあるわけですが、かなり情報の収集が厳しくなる状況だと想定します。

そうすると、多少大上段に構えたようなコメントになるんですけれども、日
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本の国、あるいは行政として、世界規模での、例えばですが日本の衛星がデジ

タルに生産動向を把握できるようなシステム、いわばアメリカの農務省がやっ

ているようなことを、日本の国としてやるような対策も場合によっては、決し

て無視できないポイントではないかなというふうに思います。

○八木座長 今の点いかがですか。事務局。

○食料政策課長 現在研究レベルの話でございますが、2002年に打ち上げが決定されている情

報収集衛星を使った世界的な食料需給変動の予測の研究に参加しているところ

でございます。

○八木座長 山本委員、ちょっと情報の収集・提供についてご意見があれば。

○山本専門委員 情報の提供とか、そういうことに関しましては、やはり私もあまりインター

ネットとかやりませんので、一般の新聞とかテレビ等で情報を得ているわけで

すけれども、そういう部分で、余り曖昧な情報が出ると余計主婦の間では混乱

が生じるので、もっと詳しい、的確な情報が出てくれば一番いいと思いますけ

れども。

それと、あとちょっと話がそれちゃうかもしれないですけれども、今回農水

省のこういう不測時における対策の検討ということをやっておりますけれども、

ほかの省庁、厚生労働省ですとか、そういうところとの関連もあると思うんで

すね。今回の狂牛病なんかに関しましてもそうですけれども。

あと、先ほどのお米の不足したときの話ですけれども、平成６年ぐらいにた

またまうちの子どもが、それまで米飯給食が週２回だったのが、平成６年か７

年ぐらいから週３回になったんです。多分それはお米が余ったものが給食の方

に使われたのではないでしょうか。農水省が、学校に対して、こういうものが

今年はたくさん余っているので、給食に大いに利用してほしいとか、要請する

ようなことがあれば破棄される部分も少なくなりますし、食品の流通に関して

、もうまくいくんじゃないかと思うんです。学校の給食に限りませんけれども

いろいろそういう情報の公開等のやり方があるのではないでしょうか。

それと、今の若い人たちや子どもたちはすごく好き嫌いが多いです。私たち

40代以上の年代になりますと、私などは給食になかなか食べられないものがあ

ったりして、５時間目までずっと食べ終わらないと怒られて、全然昼休みに遊

べなかったという記憶がありまして、脱脂粉乳だったんですね。私のいる埼玉



- -28

。県は脱脂粉乳で、東京は牛乳だったんですけれども、どうしても飲めなくて

それが、今は学校の給食では先生方は無理強いしないで、嫌いなものは残し

てもいいというような傾向で、若い人たちに非常に好き嫌いが多くなっている

と思うんです。うちの子どもなんかもそうですけれども、そういうものが多く

なりますと、やはり不測時に食料が少なくなって、いも類などを多く生産する

ような形になると、若い人たちがそれに対応できるかどうか。ただ熱量だけが

足りても、嗜好の問題もありますし、そういう点でもいろいろ難しいと思いま

すので、そういう問題もどこかで考えたりしているのかどうかということもち

ょっと伺いたい。

○総合食料局審議官 ちょっと中座しなければいけないものですから、さっき機会がなくて補

足ができなかったんですが、物別の議論の中で藤井委員から魚の話が出ました

ですね。藤井委員が言われたように資源管理を今強めてやっています。ピーク

時の日本の漁獲量は1200万トンでしたが、今は600万トンを切っているんです。

魚種を特定して、今七つ選んでいますけれども、とにかく漁獲量を減らす、船

の数を減らす、それから出漁回数を減らす、そういうことで将来的に採れる量

を増やすようにしようと。現実にハタハタで３年休漁すると飛躍的に伸びるわ

けです。そこは水産関係の非常に重要な課題になってまして、40％の自給率の

。うち魚介類が占めるのが３％、畜産物も３％なんです。そして米が23％です

要するに動物性たんぱく質の畜産物と魚介類は半々ずつですから、これは畜産

物は数字が多いようでも結局エサがほとんど輸入です。そのために魚は非常に

重要だというふうに考えていろいろ対策をやってるということです。

○八木座長 事務局お願いします。

○食料政策課長 まず、他省庁との関係でございますが、ＢＳＥにしてもそうでございますが、

安全性の問題につきましては、厚生労働省と連携してやっております。またこ

のようなマニュアル、不測時の対応につきましても関係省庁と連携した体制と

いう中で安全性に起因する問題とか、輸入の問題とか、あるいは国民生活二法

とか、いろいろなところにいろいろな省庁が関係しますので連携してやってい

く体制を組むことにしております。実際いろいろなところで連携してやってい

るところでございます。

また、学校給食でございますが、実は学校給食で使うお米はできるだけ新し
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いものを使うことにしております。備蓄米には３年古米とか、４年古米とかも

あるんですが、学校給食はできるだけ新しいものをということですので、余っ

ているから学校給食で使うということではありません。やはり食生活を考えて

いく場合に、お米の良さというものがありますし、それから日本でつくってき

た食生活をきちんと伝えていく、教育していくという観点からいきましてもお

米が大事だということで、回数がふえているんだと考えております。

また、埼玉県なども非常に熱心ですが、地域でとれたお米、野菜を食べまし

ょう、大豆を食べましょうと。それから今国内で小麦を一生懸命つくっていた

だいてますけれども、それでつくったパンを学校給食に使いましょうというこ

とで、地産地消の取り組みなどもやっています。そういう意味では学校給食と

いうのは、単に食べるだけではなくて、いい食生活を身につける場、あるいは

給食というものを通じて、農業とか、日本の食料事情も含めて、いろいろ理解

していただく場として、農林水産省、県の教育委員会、それから地元のＪＡが

努力をしていると思います。

、先ほど好き嫌いというお話が出ましたけれども、食生活指針ということで

これは厚生労働省と文部科学省と農林水産省の三省でつくりまして今学校教育

とか、保健所とか、農林水産省とか、消費者団体の方も熱心にやっていただい

ているんですが、そこで米などをちゃんと食べましょうとか、バランスのいい

食生活をしましょうとか、いろいろそういう食生活の啓発をしているところで

ございます。

また、マニュアルの最初の方に平素からの取り組みというところでいろいろ

農業とか、食生活、食料についての理解を進めることが大事であるとか、関心

を高めることが大事だというふうに書いておりますけれども、おいもだけの食

生活はなかなかＰＲはしがたい面があると思いますけれども、不測時にそうい

うことになってしまう背景である農業生産の現状とか、食料の供給の状況とい

うのはいろいろな形で理解をしていただくように努力をしなければならないと

考えております。

○八木座長 小山委員。

○小山専門委員 先ほどのリモートセンシングのことで、研究所の方ではそういう研究を既に

始めてますが、一度衛星の打ち上げが失敗したりして、一部遅れているという
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ことと、やはり精度という面ではかなり限界があり、まだまだ技術的に解決し

なければならない問題もあります。

それから、一番難しいのはですね、やはり流通の各段階での流通量なり価格

なりの把握というのが日ごろやっていないと非常に難しいと思います。私もそ

ういう研究をしていて、やはりそういう情報は非常に難しい。性格上非常にク

ローズドな情報になってしまうわけです。ですから、その辺についての対策を

講ずるのであれば、その対策ごとにどういう情報が必要なのかというのをあら

かじめリストアップしておいて、どこからとればいいのかというようなことを

きちんとマニュアル化しておくということが重要じゃないかというふうに思い

ます。

私は、ドイツに行ってこのような安全保障のことを聞いたことがあるんです

けれども、そのときに彼らは常に戦争のことを念頭に置いて準備していまして、

各地域で小売業者、卸業者の位置、大きさ、どのくらいの倉庫があるかという

のをすべて細かく情報を持っているわけです。

例えば、チェルノブイリのような事故等とかに対してどういうふうに食料を

動かすかというようなことまで検討をしていたんです。それがどの程度アップ

デートされて、どの程度実際に機能しているのかについてはわかりませんけれ

ども、その辺の緻密さについては驚嘆した記憶があります。

○八木座長 ありがとうございました。

内藤委員どうぞ。

○内藤専門委員 受け手のことなんですけれども、山本委員は食料品消費モニターをしてらっ

、しゃいました。今毎年何百人かの食料品消費モニターが誕生していますので

そういうところも使って情報の提供ができないかなと。要するにＯＢ、ＯＧの

方たちのネットワークをつくられたらいかがかと思っています。

私も実は平成８年度にモニターをいたしましたが、あとのフォローといいま

すか、せっかくそういうことをしながら、後のつながりになりませんので、と

てももったいなく思っていますから、そういう方たちを今後活用していったら

いかがかと思います。

○八木座長 どうもありがとうございました。

時間の関係もありますので、第３の緊急増産・生産転換の方に話を移させて
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いただきたいと思いますが、まだ時間に余裕があるようでしたら全般的なご意

見もいただきたいと思います。

緊急増産・生産転換のところで稲田委員いかがですか。

○稲田委員 急に農作物をつくれと言われてもなかなか難しい面もあるでしょうけれども、

やはりどうしても時間がかかりますからね。レベル０の段階でもって、その情

報というものをフィードバックして生産組織なり、農協等の組織との連携を図

っていくというのは大切になってくると思います。そのレベル０での生産者サ

イドへの情報には、例えば作況指数ですとか、いろいろあると思います。

米不足の年ですけれども、うちは年が明けても古米を食べていたような気が

しているんですけれども、うちには米がありました。ある程度不作とわかった

ときに、自分のところでため込んじゃう、これはいい生産者じゃないですけど

ね。そういう動きもやはりあると思いますので、レベル０の時点での生産サイ

ド、消費者サイド、流通サイドへの的確な情報伝達というのがありましたけれ

ども、特に生産者サイドへの情報伝達というのをきちんとやる必要があると思

います。

当然それの中には風評ということもきちんとした統制といいますか、管理を

して、風評による間違った情報というのが流れないようにする必要があると思

います。

○八木座長 ありがとうございました。

藤井委員お願いします。

○藤井専門委員 前回もですね、どなたかご指摘になったと思うんですが、15ページの緊急増

産の最後のところで必要な生産資材の確保というようなくだりがあるわけです

けれども、労働力の確保ができなければ、いくら資材を確保しても実質増産に

結びつかないという点において、やはりその点について触れられた方がよろし

いんじゃないかと思います。

○八木座長 内藤委員どうぞ。

○内藤専門委員 その点、私がこの間指摘した点なんですが、リタイヤなさった方たちのうち

で土に対する興味を持ってらっしゃる方たちに例えば市民農業講座などを開き

まして、そして農業の基本的なことをやっていただきますと、本当の農業はで

きませんけれども、緊急時の増産に協力できますし、市民農園という形にして
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おきますと荒れないで土地の有効利用ができると思います。例えば横浜市は市

、民農業講座というのをやっていますが、総合というのと果樹とか、植木とか

そういった部分別にもやっています。そんな形で日ごろから土に興味を持たれ

た方に、そういうことをやっていただくと、いざというときに役立つのではな

いかと思いますので、農業講座的なものを都道府県の農業大学とは別に、市民

がやるという形でつくって、市民のそういった需要を満たしていけたらいいの

ではないかと思います。

○八木座長 ありがとうございます。

小山委員どうぞ。

○小山専門委員 生産転換とか緊急増産のときに、農家の方にお願いしなければならないわけ

ですね。命令というわけにはなかなかいかないかもしれません。

それから、先ほどありました売り惜しみ、これも目先、１ヵ月たって売れば

。もうかるのがわかっているのに今売れといってもなかなか難しいと思います

では、それではどういうふうにしたらいいのかと言うと、これはマニュアル

とはちょっと離れるかもしれませんが、恐らく所得保障とか、そういうような

ものを生産する農家に対して行うことが必要なのではないかと思います。

例えば、環境保全なんかの場合には、そういうことが想定されているわけで

すけれども、食料安全保障についてもそういうようなことを想定すると協力が

得やすいのではないかというような感じを持ちます。これはマニュアルから少

し離れるかもしれません。

○八木座長 ありがとうございます。

中村委員お願いします。

○中村臨時委員 この18ページの表ですが、下の前提というところにケース１は、水田の全面

積で米を作付けというふうにありますが、この面積はどのぐらいで試算したも

のなのかという点と、それから畜産物の試算はどういう前提なのか、飼料の輸

入がないという前提で、全部国内で生産した場合のものなのかについて伺いた

い。

上の表の米のケース２のところでは １人１年当たり供給純食料が 51 と( ) kg

なっているんですが、51 というのは、今より減るということですが、これkg

はどういう意味なのかと思います。
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○八木座長 事務局の方よろしいですか。

○中村臨時委員 もう畑になっちゃっているところは復元できないから。

○食料政策課長 平成22年度の基本計画上の農地面積は全体で470万ヘクタールです。そうい

う前提の中で水田の本地面積を236万ヘクタールとしておりまして、ケース１

におきましては、その水田の全面積で米を作付けしているという試算です。

それから、ケース２ですが、水田のうち湿田は米しかつくれないということ

で米をつくりますが、湿田以外の水田のうちの半分にはいも類を作付けすると

いうケースにしております。つまり、米が85から51という場合の85というのは

水田全面積で米を作付けした場合。51というのは、湿田プラス湿田以外の２分

の１に米をつくり、湿田以外の残りの２分の１にいも類を作付けするというこ

とで51ということになっております。

それから、畜産について言いますと、輸入飼料は０という前提としておりま

して、ケース１では飼料作物を25万ヘクタール、ケース２では飼料作物を21万

ヘクタール作付けした場合を想定しております。

平成10年ベースから見ますと飼料作物の作付面積が減っていますが、これは

熱量効率の高いかんしょとかばれいしょ等にシフトしたという前提にしており

ます。

○八木座長 よろしいですか。

○中村臨時委員 そうすると、今の米の作付面積が170万ヘクタールぐらいですけれど、51と

いうことはそれよりも少なくてイモをと、そういうことですね。

○食料政策課長 そうです。

○中村臨時委員 今ベースで、あるいはもっと減らして、いもをという、そういうことですか。

○食料政策課長 85の方は転作をせずにすべて米をつくると。

○中村臨時委員 全部ふやしてというのは85。

○食料政策課長 はい。51というのは湿田は米をつくり、湿田以外の半分はいもをつくるとい

うことです。

○八木座長 よろしいでしょうか。ほかにございますか。

この18ページの資料に、既存農地以外の利用可能地ということで約30万ヘク

タールという推計がございますけれども、いざとなったらこういうところにも

食料生産を行うということになるわけですか。
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○食料政策課長 可能性としてはある面積ということになっています。

ただ、これは森林原野や採草放牧地等のうち、一定以下の傾斜とか、土壌層

から見まして農地の造成が可能な面積です。ただちに農地にできるかと言えば

一定の手をかけなければなりませんので、すぐ農地になるとは限らないと思い

ます。

また、ここに書いてございませんが、学校とか、ゴルフ場とか、河川敷等々

ございますけれども、それぞれ河川法等の規制がありますので、農地には使わ

ないという前提にしております。

。○八木座長 そのほかにございますでしょうか。全体的なものでも構いませんけれども

山本委員お願いします。

○山本専門委員 この食料安全保障マニュアル小委員会の趣旨とはちょっと外れちゃうのかも

しれないんですけれども、今一番話題になっておりますＢＳＥですね、これに

対しまして、昨日のニュースでもやっておりましたけれども、政府機関の食堂

でも貼り紙がありまして、牛肉は今現在使用しておりませんとか、最近そうい

う話が私の周りでも出てきていまして、もう大分牛肉離れの影響が出てくると

思うんです。検査には相当費用がかかるようですけれども、30ヵ月齢以上につ

いては100％漏れなく検査をするようにしていただければ今後みんなが安心し

て牛肉を食べられるようになると思いますので、そういう措置を是非お願いし

たいと思います。

○内藤専門委員 ＢＳＥの影響は続くんじゃないかとすごく心配しています。

○総合食料局長 直近の状況を私は正確に把握しているわけではありませんが、たしか外食産

業、政府機関云々はともかくとしまして、外食産業に携わる事業者の方に正確

、な情報提供ということで従前からいろいろな情報提供はしてきておりますが

本日改めて、外食事業者の集まりのところにですね、研究者の方、あるいは私

ども、それと厚生労働省、あわせて今日の午後に集まる予定となっており、正

確な情報提供等を行いたいというふうに思っています。

それと、ＢＳＥの検査体制ということで、当初厚生労働省との関係がありま

すが、いずれにせよ先ほどもどなたかからご意見がありましたが、世の中から

見れば厚生労働省か、農林水産省か、そんなの関係ないので、安全なものをと

いうことにどう応えていくかという話でございますし、今回の問題の30ヵ月齢
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以上の肉用牛に対する全頭検査については、厚生労働省の検査の体制が117カ

所と聞いておりますけれども、全国それだけしかないわけですが、そこでの検

査体制、人の問題を含めて整うのに若干の時間がかかる。その間、30ヵ月齢以

上の牛の出荷を市場に出さないということで、検査体制のいわば徹底を図って

いくということと、あわせてもう一つこれは当省及び厚生労働省が既に実施し

ておりますけれども、仮に罹患した牛であっても、特定の部位を除いては安全

であるという状況の中で、そういう可能性のある牛をまず市場に出さない。仮

に罹患していても安全な部位なんですが、可能性のあるものは市場から排除と

いう措置をとるということをしているわけですので、この情報をやはりどうい

うふうに正確に伝えるかということです。

なかなか難しいのは、確かにおっしゃるとおり一部の固有名詞を挙げてもい

いんですが、外食産業の分野においても、例えば当店では牛肉は使用していま

すけれども、豪州産とアメリカ産の牛肉を使用していますということによって

対応されているというのは、本筋としてどうかなというのは率直に思っており

ます。もし仮にの話ですけれども、豪州でもしそういうことになったらそうい

うコマーシャルをされていた企業の方は大変お困りになるんじゃないのかなと

いうことを率直に思っております。やはりそういう情報提供が逆に国産牛があ

たかも危険であるかのような情報を提供しているようなことにもなりかねませ

、ん。特に安全にかかわるものというのは、透明性が重要であるということと

どういうふうな形で情報の開示をしていったら受け入れられるのかというとこ

ろが実は今回、こういうマニュアルの議論をしているときに一つの、教材を提

供していただいているようなものでして、実はどういう形がいいのかというの

は結論が出せない状況におります。

○八木座長 ありがとうございました。

このＢＳＥの問題、先ほど局長がおっしゃいましたように情報の収集・提供

の点では、いろいろ学ぶべき点が多いんだろうと思いますけれども、その点に

ついてはまた取り組んでいただくことにいたしまして、そろそろ時間がせまっ

てまいりましたが、最後に、藤井委員お願いします。

○藤井専門委員 一つ質問させていただきたいんですけれども、比較的最近になって、農水省

の方から特に米の備蓄数量の削減という方針が新たに打ち出されたと伺ってい
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ますが、その新しい方針と、この安全保障、備蓄の面も含めた不測時における

食料確保とのバランスというのはどういうぐあいになるんでしょうか。

○食料政策課長 まず食料の安定供給という観点から備蓄というのは非常に大事なものだとい

うふうに考えております。

ただ、その備蓄の数量というものについては、消費の状況とか、あるいは数

量の確保に至るまでの期間も考慮しなければならないと思います。

米について言えば平成５年当時は輸入をほとんどタイから沖縄の泡盛の原料

としてしか入れていなかったので、外国産米の状況はほとんどわからない状況

でした。そのため、安全性のチェックも体制等が十分できておらず、緊急輸入

する場合に非常に時間がかかるといったような状況がありました。

そういう意味で、現在ですと輸出国の状況もわかるということもありますし、

またＩＴ化が進んでいろいろ契約等の時間も短縮されているというような事情

もあります。そういう意味で生産、流通、消費の状況に応じて、備蓄数量とい

うのは当然変わり得るものだというふうに考えております。また、一方で国内

の生産する能力、あるいは国内の価格と需給動向との関連で、備蓄数量がどの

くらいが適当。あるいは１年間、備蓄の費用だけて米１トン、１万円かかるん

、ですね。買い入れ費用のほかにですね。そういう財政負担の問題もある中で

食料の安定供給、あるいは不測の事態にどう対応するかということについてど

の程度の負担として国民のコンセンサスを得られるかということにも関係しま

すので、そういう生産・流通・消費の動向、財政負担等、いろいろな面を勘案

して米の在庫水準といいますか、備蓄数量をどのくらいにするべきかというこ

とも議論が行われているところでございます。

食料の安定供給というのは、そういったことを踏まえた上での安定供給だと

考えておりますし、マニュアル自体はいろいろな対策を機動的かつ的確に発動

するかという観点から整理をしたいと考えております。

○八木座長 よろしいでしょうか。

それでは、皆さんから忌憚のない、大変有効なご意見をいただきましたけれ

ども、これで時間もまいりましたので、議題の３、４、５については終わらせ

ていただきます。

６のところに、その他とございますが、何か委員の方、あるいは事務局の方
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からございますでしょうか。

内藤委員お願いします。

○内藤専門委員 一つは備蓄の問題、青刈りを今年しました。結局また来年も同じようなこと

があるのか。生産調整の場で植えつけてはいけないものをするから青田刈りを

するんでしょうか。要するに水田を水田として使うためにはやはり作付けをす

るなり、保全をしないと緊急時に使えなくなるという、そういうことも考えま

して、青田刈りの今年の状況をお伺いしたいと思います。

○八木座長 中村委員の方が適切ではないかと思いますので、簡潔にお願いします。

○中村臨時委員 去年政府の在庫が計画よりも非常に膨らみまして、これは在庫を減らすのと

需要も減っているということもあって、今年生産調整を拡大せざるを得ないだ

ろうという検討を始めて、96万ヘクタールから101万ヘクタールに今年拡大し

ているんです。それによって１年間の需要量より少ない生産にして在庫を減ら

していこうという取り組みをやっているんですが、最近、豊作の年が結構多く、

不作の年の方が少ない。せっかく計画どおりやっても豊作になるとその分が増

えてしまいますから、その豊作分を何か調整できるシステムを考えようじゃな

いかということで、作況指数が100を超えてそれ以上になりそうなときは、そ

の超える部分103まで、面積を調整する水田を決めておこうと決めました。今

年どうも100をちょっと超えそうだということで、まだ確定ではありませんけ

れども、その超える部分を青刈りで、100に近くもっていこうということで進

めてまして、それは、結果的には米をつくりませんから、生産調整と同じ扱い

になる、奨励金も出る、少しプラスされますが、そういう取り組みを進めてお

ります。現場の生産者の声にはせっかく半分実っているのをとるというのは非

常につらいという意見もあるんですけれども、去年までは豊作分を米になって

からエサに回したりしているんですよね。結局それも人間が食べるのではなく

てエサにということですから、青刈りするのと似たような形で、エサで処理す

るよりも生産者のコスト負担も少ないですけれども、来年以降どういうふうに

なるかというのはまだこれからの検討です。

○八木座長 よろしゅうございますか。米政策については検討中と思いますので。

○内藤専門委員 ぜひというのはここで出ませんので、結局説明していただくだけで、それが

いいとか、悪いとかということはもう先の話だと思います。状況はわかりまし
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た。

○中村臨時委員 確かに新聞なんかの投書で青刈りするなら食料支援でやればいいじゃないか

みたいな投書も出たりするんですが、そういう話を伝えないとわからないです

ね、その辺はね。

○八木座長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。

それでは、このあたりで終わらせていただきたいと思います。

事務局におかれましては、本日各委員から出されました意見を踏まえまして、

今後マニュアル作成をされるようお願いしたいと思います。

それから、今回の小委員会の議事要旨につきましては、座長の私にご一任い

ただけるということでよろしゅうございますでしょうか。

（異議なしの声）

ありがとうございます。それではそのように取り扱わせていただきます。

次回のスケジュールについて事務局から説明をお願いいたします。

○食料政策課長 次回の小委員会につきましては10月下旬から11月上旬ぐらいということで委

員の皆様のご都合をお聞きしまして調整させていただきたいと思います。

○八木座長 よろしゅうございますでしょうか、事務局の方からまた調整をしていただき

たいと思います。

それでは、これをもちまして食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会第

２回食料安全保障マニュアル小委員会を閉会といたします。

どうもありがとうございました。


