
第２０回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録  

   

   

日時：平成１６年１０月８日（金）１０：００～１３：４０  

   

場所：農林水産省７階講堂  

   

   

○生源寺部会長  おはようございます。それでは、ただいまから食料・農業・農村政

策審議会第 20回企画部会を開催いたします。  

 なお、本日は江頭委員、大庭委員及び古賀委員が所用によりご欠席でございます。ま

た、山田臨時委員は遅れてご出席とのご連絡をいただいております。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 98 名の方から傍聴のお申し込みが

あり、本日お見えになっておられます。また、資料、議事録等につきましてはすべて公

開することになっておりますので、毎回のことでございますけれども、よろしくお願い

いたします。  

 本日は、大口大臣政務官にご出席をいただいておりますので、ごあいさつをお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。  

○大口大臣政務官  おはようございます。ただいまご紹介賜りました大臣政務官の大

口善德でございます。よろしくお願いいたします。  

 第 20回食料・農業・農村政策審議会企画部会の開催に当たりまして、一言ごあいさ

つをさせていただきたいと思います。  

 生源寺部会長を始め委員の皆様方におかれましては、本年の１月から食料・農業・農

村基本計画の見直しに関し、大変ご熱心にご議論いただいておるところでございます。

厚く感謝申し上げる次第でございます。  

 本日は、食の安全・安心の確保、食品産業の競争力強化、担い手・農地制度について

ご議論いただくわけでございますが、非常に国民の関心の高いテーマでございます。そ

う認識をしております。委員の皆様には大変濃密な日程でご苦労をおかけいたしますが、



来年３月の基本計画の策定に向けて、引き続き忌憚のないご意見を賜りますようお願い

申し上げまして、簡卖ではございますが、私のごあいさつとさせていただきます。  

 よろしくお願いします。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、議事に入りたいと思いますので、テレビカメラはここでご退室願いたいと

思います。  

 本日の議題は、食の安全・安心の確保、それから食品産業の競争力強化、さらに担い

手・農地制度でございます。  

 本日の議事の進め方ですが、前半と後半に分けて議論を行いたいと思います。まず前

半で、11時 30分頃までを目途に、「食の安全・安心の確保」と「食品産業の競争力強

化」について、資料の説明をいただき、意見交換を行いたいと、こう考えております。

その後、後半で、「担い手・農地制度」について、同じく資料の説明をいただき、意見

交換の時間を持ちたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。一応 12時

半を終了の目途と考えておりますが、本日は議題も多いということでございますので、

若干延びることもあろうかと思いますので、この点あらかじめご了承いただければ幸い

でございます。  

 なお、本日は豊田委員から、ＥＵとオランダにおける環境税の導入と農業への影響に

関する資料、これは英文でございますが、提出されておりますので、ご紹介しておきま

す。  

 それではまず事務局から、前々回の企画部会で食料自給率と食育について議論した際

に、委員の方から要求のあった資料につきましてご説明をいただき、引き続き、本日の

テーマである食の安全・安心の確保と食品産業の競争力強化について、資料の説明をお

願いいたします。  

○山田総合食料局次長  総合食料局でございます。資料ナンバー４でございます。委

員の要求資料ということで、私の方からは、森本委員、永石委員の要求資料につきまし

てご説明をいたします。  



 １ページおめくりいただきたいんですが、「英国の食料自給率の動向」でございます。

右側に英国の自給率、小麦の生産量の推移のグラフと表がございますけれども、ＥＣ加

入は 1973年ですが、それ以降、1980 年代半ばまでは自給率は増加傾向にございます。  

 理由といたしましては、①に書いてございますが、総人口がほぼ横ばいの中で、食生

活が基本的に変化していないということ。それから２番目ですが、ＥＣ加入に伴って、

ＥＣ域内価格が適用されるようになりましたので、イギリスの小麦を始めといたします

穀物が有利になるということで生産意欲が高まったという理由でございます。  

 その後、1980年代半ば以降は横ばいで推移をしておりますが、そこの①に書いてご

ざいますが、生産上限枞の設定や粗放化等の政策転換が行われたということ。それから

②でございますが、それまで卖収が急激に伸びていたものが横ばいに推移をしたという

ことでございます。  

 右下に卖収の推移が書いてございますが、60 年代から 80年代半ばにかけては急速に

増加をしておりますけれども、これは日本で育成されました農林 10 号という品種です

けれども、現地に合ったものに改良したその小麦が普及したということが主な要因にな

っているということでございます。  

 １枚おめくりいただきまして、２ページは各国の食料消費の変化でございますが、日

本の変化が大きいのに対しまして、イギリスは極めて変化が小さいということをお示し

しております。  

 それから、３ページが「世界の大豆の需給動向」でございます。大豆の生産動向につ

きましては、右側にお示しをしておるグラフのとおりですけれども、生産量が増加傾向

にありますが、特にブラジルについては、作付面積の拡大余地が 5,000万ヘクタール

から１億ヘクタール位あると見られております。このため、右下の円グラフにあります

ように、従来、生産は米国一国中心であったのが、米国と、ブラジルやアルゼンチンな

ど单米との二極構造に変わってきているということでございます。  

 それから、４ページでございますが、大豆の消費動向でございます。特に消費量は、

ブラジルや中国等での需要増大により増加傾向にありますが、特に中国につきましては、

経済発展に伴う食生活の洋風化等によりまして、大豆の輸入量が急速に増加をいたして

おります。  



 総じて、この需給の見通しということでございますが、最近のブラジルの輸出の増加

分のかなりの部分が中国の輸入の増加ということで吸収されている状況でございます。

当面このような状況が続くというふうに考えられております。  

 私の方からは以上でございます。  

○高橋消費・安全局審議官  それでは引き続きまして、５ページにまいります。消費・

安全局審議官でございます。  

 私の方からは、八木委員からご依頼があった「加齢に伴う食料消費の変化について」、

この資料でございます。  

 これについては、加齢に伴っていろいろな食料の１人当たりの消費動向がどういうふ

うに変わっているかということでございますが、資料を細かく見る前に、おそらくこの

戦後の食生活の変化の中で、各世代ごとの食生活のパターンも変化の中で変わってきて

いますので、それに伴って食料消費の内容も変わるという、それがまたデータの中で、

加齢、そういった現象がありますので、それを合わせた総合的な結果として、それぞれ

の動向がでてきているということを踏まえた上で資料を見ていただきます。  

 一番最初に、タイトルの「加齢に伴う食料消費の変化について」、その下に括弧で小

さい文字で書いてございますが、「加齢に伴う食料消費の変化をみるにあたり、年齢別

１人当たりの摂取量を長期に遡及できる資料がないため、家計としての世帯員１人当た

りで換算した購入数量でみることと」しております。具体的には、家計調査で、各世帯

の世帯主の年齢別に米、パン、白菜、みかん、魚、牛肉と６種類の食品なんですが、そ

の世帯での購入量を、その世帯主の年齢別に各世帯の人員数で割って１人当たりの消費

量を出したということです。それを昭和 46年、55年、それから平成２年、平成 12年、

55 年からは 10年ごとなんですけれども、その数字を入れたものが３枚にわたるグラフ

でございます。  

 最初の四角に書いてございますが、世帯主の年齢階層ごとの購入数量を見ますと、米、

鮮魚、白菜、みかん、ともにこれは年齢が高まるに連れまして、購入数量は増加してお

ります。若い世代に比べまして、中壮年世代が世帯主における購入数量が多い傾向にあ

るということです。ちなみに下のグラフを見ていただいて、米の方は、年次によってだ

んだん購入数量が下にシフトしてまいります。ただ、世代別の世帯主の年齢別に見ます



と、高い方は多尐増えております。パンの方は、米ほどの世帯主の加齢に伴う消費変化

はございませんが、米と違いまして、年代を追ってむしろ上の方にシフトしているとい

うことが明確であります。特に、年齢層の高い方では、平成２年から平成 12年に大分

パンの消費が上がっている。これはもしかすると、その世代の違いかなというふうに見

れるわけでございます。  

 それから６ページにまいりますが、魚の購入数量でございます。これは世帯主の加齢

に伴って、購入数量がだんだん増しているということでございますが、高い方の世帯で

はそれほど大きな変化は見られない。これに対して、右側の牛肉の方が、年を追うに従

いまして、だんだん上の方にシフトして、購入数量がだんだん増えているということで

ございます。これは加齢に伴っての購入数量はそれほど大きい変化はございませんが、

上の方にシフトしているということは、牛肉そのものをかなり多く国民全体で食べるよ

うになったという変化であろうと見られます。  

 それから７ページにまいりまして、白菜でございますが、これも、今度は年次を追っ

てだんだん下がる傾向でございます。これは、白菜をだんだん食べなくなったと、こう

いうことでございます。みかんも同様でございまして、加齢に伴う変化というのはそれ

ほど大きな変化はないんですけれども、年代を追ってだんだん購入数量が変化している。

これはおそらくオレンジや何かの外来品との関係があるというふうに見られています。  

 もう１回５ページへ戻りますと、もう一つ、各年代ごとのプロットした線のほかにも

う一つ、昭和 46年 30代であった世代が 10 年たつと 40 代になります、55 年に 40代。

それから平成２年には 50 代、平成 12年には 60代になりまして、その特定の世代を追

いかけてみたものがその点線でございますが、米類はそれほど大きい変化はない、むし

ろちょっと減り気味でパンは増え気味となっています。それから魚はだんだん増えてい

ます。牛肉は増えていって、60代にいくとちょっと減る。白菜はずっと下がってしま

う。みかんもやはり年代ごとに下がっている。こういう結果になっております。  

 ただ、これを見るに当たりまして、若い世代の購入量が尐ないのは、これは食べる量

からいきますと合わないんですけれども、これはおそらく外食がこのグラフでは除かれ

ていまして、かなりその影響は出ているだろうということが見られます。加齢に伴って

どういうふうに変化するかという意味では、ちょっとデータでいろいろな制約がありま



して、必ずしも一概には見て取れないんですけれども、中年から高齢にかけては、やは

り消費は落ちるということは見えてくるのではないかと思われます。  

 それからもう一つ、次に厚い方の「食の安全・安心の確保について」、この資料にま

いります。全体で 23 ページほどございますので、簡潔にご説明申し上げたいと思いま

す。  

 まず最初に、１ページから５ページは現状の説明でございます。まず、「食の安全・

安心の確保に関する現状」ということで、１ページでは一般的に、最初に「今の日本は

安全・安心な国か」と、こういった内閣府の世論調査でございますが、そういった問い

に対しまして、過半数の者が「そうは思わない」と回答してございまして、その下の方

のグラフをご覧いただきますと、安心・安心でない理由という、一番最初に尐年非行と

か、いろいろ上がっておりますが、その６番目に食品の安全がおびやかされていると、

複数回答でございますが、４割位の方が食の安全に不安を感じているというのが認めら

れると思います。  

 次にその右側にまいりまして、食の安全性についてどういった点に関心があるのかと

いう点でございますが、一番多く上がっているのは農薬、それから食品添加物、こうい

った順番となっております。  

 では、食品に対する不安といっても、生産工程から見てどういう点に不安を感じるか

というのが、その右下の表でございますが、不安があるという答えで一番多いものは、

その項目の２つ目、輸入農産物、輸入原材料などの安全性に不安があるというのが

91.4％と、これがかなり多うございます。  

 では、不安がないと答えたもので一番多いのはどれかと言いますと、一番下から２つ

目、家庭での取り扱い方については不安を感じない。調理している現場を見ているから、

こういう感じもいたしますが、そういうような調査でございます。  

 ２枚目にまいります。どういったことでそういった不安になるのかということですけ

れども、最初に、近年の食の安全・安心に関する主な出来事というものを並べておりま

す。左側でございますが、例えば、平成８年にはＯ－157食中毒が発生しました。ある

いは平成 13年におきましては、ＢＳＥの牛が国内でも発見。それから、ご承知のよう

に、今年に入りまして、高病原性の鳥インフルエンザなどが発生。あるいは海外での出



来事につきましては、それが右側でございますが、平成 13年 12月から 14年にかけま

しては、中国産のホウレンソウの残留農薬、そういったことで、食の安全・安心への不

安というのは大きいということだと思います。  

 ３枚目にまいりますけれども、これまでの食の安全・安心の確保に係る施策の取り組

みでございますが、平成 12年の食料・農業・農村基本計画におきまして、食料の安定

供給の確保に関する施策というものの方向性を書いてございます。基本的には、食品の

衛生管理、品質管理の高度化、食品の表示の適正化、その三本柱でやっているところで

ございます。  

 どういった体制でやっているかというものは、その４ページでございます。これは、

昨年の夏から、食品の安全に係る行政につきましては、政府の行政組織も変わっており

まして、左側の下の図でございますが、これまで、人の口に入るところからは厚生労働

省、それ以前の生産工程は農林水産省で受け持ってやるという形でございましたけれど

も、昨年夏からは食品安全委員会を設立いたしまして、食品のリスクの評価はサイエン

ス、科学に基づいて、この安全委員会でまずリスクを評価する。その上で、そういった

評価に基づいてどういった対策をとっていくか、そういう点については農林水産省と厚

生労働省、これはリスク管理官庁と言っていますけれども、リスク管理官庁の方でやる。

評価は安全委員会で、リスクの管理の方は、管理措置は２つの省がやっていく。  

 それからもう一つは、新しい行政のやり方として、こういった食品の安全に係る施策

を変更する場合には、消費者・事業者との意見交換を行う。これはリスクコミュニケー

ションですけれども、そういったものをやっていくということでございます。これは、

新しいそういったリスク分析手法の考え方にのっとって、分析手法をそういった形で変

えていくということでございます。  

 その右側にあるのが、昨年７月同時に、農水省の組織の改革でございます。  

 ５ページへまいりますが、その政策の基本方針として、食の安全・安心のための政策

大綱というものを決定しております。左側でございますけれども、尐し細かい字で恐縮

でございますが、大綱のねらい、基本的考え方というのを政策大綱として決めておりま

して、その中でその政策の展開方向として、柱だけ申し上げますが、２つ目でございま

すけれども、「産地段階から消費段階にわたるリスク管理の確実な実施」、それから「消



費者の安心・信頼の確保」、それから「食の安全・安心を確保するための環境保全の取

組」、あと「研究の充実」、こういった側面で政策を展開するということでやっており

ます。  

 これに従いまして、各年度どういったことを進めていくかというものについて工程表

を作成して、それに従って行政を進めておりますけれども、16 年におきましては、そ

の右側にありますが、そういったことで進めているということでございます。  

 ６ページにまいります。現状はどういった方向で、政策の体系の細かな話は別にしま

して、今どのようなことで、どのような課題やどのような方向で取組みをしているのか

というものについて、ご説明申し上げます。  

 ６ページは、まずその課題と対応方向ということでございますけれども、一番ベース

にありますのは、現在の食品安全ベースの基本の考え方でございますけれども、左側の

下の表をちょっとご覧いただきたいんですけれども、これは現在の国の食品に関わる安

全行政の基本施策を示した食品安全基本法でございますが、その施策の基本として３つ

ほど掲げられております。  

 まず、いろいろな安全措置を講ずるに当たっての基本的認識として、３条におきまし

ては、国民の健康の保護が最も重要であるという基本認識のもとに講じられると。それ

からその次に、食品供給行程の各段階における適切な措置、それから健康への悪影響の

未然防止ということで、これが基本的なものであります。当然のことを掲げているとい

うことでございます。  

 それで、７ページにまいりまして、現在の農畜水産物・食品の確実なリスク管理とい

うことで、具体的にどんな政策展開をしていくのかということでございますが、これは

基本的考えとして、その四角の中で○４つ並んでおりますけれども、まず、農薬や肥料、

動物用医薬品などの生産資材について、きちっと規制を徹底して、その遵守状況を監視

をする、コンプライアンスがどういうふうになっているか監視をしていくということが

基本であると。その上で、さらに衛生的な管理手法について、自主的な取り組みを進め

ていく。例えばＧＡＰと書いてございますが、これは後で説明しますが、Good 

Agricultural Practiceということで、そういったものに基づいて生産段階から衛生面

に気をつけていきながら生産をやっていただく、あるいは家畜の飼育に当たっても、衛



生管理基準に則ってやっていただく、こういうものになっております。それから、有害

物質などの監視なども現在進めているということでございます。  

 具体的にそれぞれの生産段階あるいは消費段階でどんなことをやっていくかという

のが８ページ以降でございますが、まず生産資材の適正使用・管理ということにつきま

しては、これはまず四角の中でございますけれども、農薬、肥料、抗生物質等の生産資

材については、規制をきちっとやってコンプライアンスを見ていく。これは、左側の下

にあります、厚生省では食品衛生法、農林水産省では農薬、肥料、飼料、えさ、それか

ら動物用医薬品などの安全管理をやっていくという形です。  

 それから、有害物質につきましては、カドミウム、それから水銀、ダイオキシン、か

び毒などについて、省内で検討チームを設けて、それについての対策を練っていくとい

うことでございます。  

 それから、先ほどちょっと触れました適正農業規範、Good Agricultural Practice。

これは衛生基準の最低基準よりはもう尐しレベルが高いところを狙って、民間レベルで

自主的にこういったものを決めていただいて、生産管理に当たっていただくということ

なんですけれども、これは実際には、生鮮野菜でこういった取り組みが始まっています。

右下に書いてございますが、栽培前、栽培中、出荷・調製、そういった段階で、例えば

一番わかりやすい例で言いますと、農薬をどの時期でどの位の量を使うかというような

ことについて使用計画をつくって、それに従って生産を進めていただく、こういうよう

なものを自主的な取り組みとしてやっていただくということです。  

 それから９ページにまいりますが、家畜防疫体制の強化ということでございます。先

ほど申し上げたのは生産資材、つまり道具の衛生管理でございますが、今度は家畜の方

の病気の管理、それは家畜のみの病気、それから家畜から人間に来る、いわゆる人畜共

通伝染病、両方についての対策ということでございます。これが最近大きく話題になっ

ているわけでございますが、ＢＳＥの発生などにおいては、そういった事件の反省を踏

まえまして、関係行政機関とうまく連携することが不可欠だということから、こういっ

た家畜伝染病の発生があった場合、それからそういう発生があった場合に、そのまん延

を防止するための措置を講ずるための指針を作成しています。左下にありますように、

各行政機関と連携などをきちっとやるということがあります。  



 それから、あと家畜などにつきましては、その下の○にある「特定の家畜についてそ

の飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準（飼養衛生管理基

準）」と書いてございますが、これは牛と、それから豚と鳥、ニワトリにつきまして、

この飼養衛生管理基準を決めておりますけれども、それぞれの飼育方法について守るべ

き基準というもの、ソフト面の基準、それを決めて遵守をしていただいて、安全な食品

を生産していただくというような取り組みを進めているところでございます。  

 それから 10ページにまいります。水産防疫体制と書いてございますが、ご承知のと

おり、昨年秋に、霞ヶ浦においてコイヘルペスウイルスという病気が日本で初めて発見

されました。これまで魚の病気というのはそれほど大きなものはなかったんですけれど

も、このコイヘルペスウイルス病によりましてかなり被害が出たということで、これは

人間には感染しませんけれども、コイの養殖でかなりの被害が出たんですが、これまで

の家畜あるいは植物の防疫に比べますと、水産防疫は弱かったということで、その辺今

後どういった防疫体制の強化をやるかということでございます。  

 一般的には防疫のやり方としては、国内で発生した場合、そのまん延をどう防止する

か、それから外から入ってくるものをどうやって防ぐか、それが２つの柱でございます

けれども、この水産防疫につきましても、外から中へ入ってくるものをどう防止するか、

輸出入防疫の話、それから国内におけるまん延防止をどうやっていくかについて、現在

の措置を見直すといった取り組みを進めております。  

 それから、11ページにまいります。今までは生産段階における施策ということでご

ざいますが、今度は製造、製造といいましても、一次産品の生産ということじゃなくて、

むしろ食品をつくる製造面、それから流通面における取り組みということでございます

が、これはその生産工程なり、流通工程における衛生管理をどう高度化していくかとい

うのが課題でございます。  

 これは現在、食品の製造・加工につきまして、その安全性なり品質を確保するために

効率的な管理手法として、ＨＡＣＣＰの説明が左下に書いてございます。Hazard 

Analysis and Critical Control Point というものです。こういった手法を導入して、

生産工程での衛生管理の取り組みを進めております。これは、いろいろな食品において、

最後どれ位加熱をするとか、従来の基準があるわけでございますけれども、このＨＡＣ



ＣＰの場合には、各生産工程において温度とか保管の状態とか、そういったものについ

て継続的に監視をずっとやっていって、出来上がった製品の衛生管理を見ることじゃな

くて、生産工程の途中段階からの衛生管理についてフォローしながら見ていくというも

のでございます。  

 こういった手法を導入していただいて、衛生管理に努めていただくということでござ

いますが、それにつきまして低利融資なり、税の特別な扱いなどを現在取り組んでおり

ます。  

 それからあと、四角の○の２つ目に、「食品安全性マネジメントシステム（ＩＳＯ

22000）」と書いてございますが、これは国際的にも、その食品の工程につきまして衛

生管理を評価していくという取り組みが民間レベルで進めておりますけれども、そうい

った生産工程における衛生管理手法につきまして、スタンダード、標準をつくって、そ

れに則って生産を行っている企業については安心感が得られるということで、例えば外

国から物を買うときでも、こういった食品安全性マネジメントシステムに則っているか

どうかで、その食品を購入するかどうか決めるというような動きが大分見られておりま

す。そういった国際標準の普及、ＩＳＯというのは International Organization for 

Standardizationでありますけれども、このＩＳＯ22000という食品の安全性の評価に

ついてのシステムを今後広めていきたい、民間レベルでの普及を図りたいということで

ございます。  

 それから 12ページにまいります。今度は出来上がったものの安全性に関する話です

けれども、外から来る汚染物質のモニタリングを現在進めております。左側の下に、残

留農薬、重金属、かび毒となってございますが、こういったものにつきましては、食品

を抜き取りで持って来て、農林水産消費技術センターにおきましてその食品の分析を行

って、こういった残留農薬あるいは重金属の分析などをしています。それで、実際それ

がどれ位入っているのか、監視をやっているということでございます。  

 それから、対消費者向けの施策でございますが、13 ページでございます。まず１つ

は、先ほどちょっと触れましたが、新しい行政の施策の関係として、消費者なり生産者

との対話、意見交換を行っていく。それで政策に対する理解を深めていただくというよ

うなことです。このリスクコミュニケーションの推進ということで、その四角の最初の



○に書いてございますように、食品の安全性に関する情報を提供して、消費者、生産者、

事業者などの関係者が意見交換を行う機会を確保するということを、現在やっておりま

す。これは、例えば農薬でありますとか、カドミウムの問題でありますとか、直近では

ＢＳＥの問題につきまして、こういったリスクコミュニケーションの機会を設けて、全

国各地で消費者団体あるいは生産団体、あるいは一般の方々から募集して、施策の説明、

意見交換などを行ってございます。  

 それから 14ページにまいりますが、今度は食品の表示の問題でございます。これは、

個別の食品につきまして表示を行っておりますが、それは適正な表示を行って、消費者

に食品に関する正しい情報を提供するようにしていくということでございます。  

 その四角の○の２つ目にありますように、14年１月以降の食品の不正表示事件、こ

れは牛肉の偽装事件がございましたが、それを踏まえまして、ＪＡＳ法を改正して、違

反業者名などの公表の迅速化及び罰則の強化などを行っております。それから、食品表

示の監視業務につきましては、昨年７月の農水省の組織再編の一環として、地方農政局

等にこの食品表示の監視業務を行う担当職員を多数配置しました。  

 現在のその調査の動向は、その下にあるとおりでございます。一般的にずっと、普段

はマーケットで買ってくるわけでございますけれども、買って集めて店に行って商品を

見て、表示が基準に合っているかどうかというものの調査、あるいは右側にございます

ように特別な調査を行って、その表示、例えば米であれば、こしひかり 100％と書いて

ありますけれども、実際それを買ってみて、本当に 100％かどうかを調べるといったよ

うなことをやっております。  

 それから 15ページにまいります。その食品表示について、わかりやすい食品表示の

取り組みというものを進めております。これはＪＡＳ法の方の食品の表示に関するもの

ですけれども、これにつきましては、最近の取り組みについては右側の方でございます

が、加工食品の原料原産地表示義務付けの拡大でございます。現在、食品表示で行われ

ているのは農産物、畜産物、水産物といった一次産品のほかに、加工食品についても表

示を行いまして、この加工食品については、特に原料原産地の表示について、消費者の

方から、一体これはどこでつくられているのか、そこを知りたいというお話が随分ござ

いまして、これにつきましては、今度の９月から生鮮食品に近い加工食品を横断的にカ



バーできるようにしました。右側の真ん中に 20ほどの品目を挙げてございますが、そ

ういったものについて原産地の表示を行うように制度を改めております。  

 そうしますと、今度は例えば調理した食肉の場合ですと、スーパーで買いますと、そ

れはどこでつくられた肉なのかということについて、原産地までわかるようになるとい

うことでございます。  

 それから、16ページにまいりますが、新たなニーズに対応したＪＡＳ規格の制定と

いうことでございます。これはＪＡＳ規格、食品や何かの規格について定めまして、そ

れについてＪＡＳマークをつける制度でございますが、最近の取組みは、生産情報公表

ＪＡＳ規格というものを設けておりまして、これにつきましては、製品の規格だけでな

く、その生産でどういった例えば農薬を使ったか、そういったことについての情報を付

加して表示する、あるいはそれが消費者がわかるようにするというようなことがわかる

ような食品についてはＪＡＳマークをつけるということをやっております。  

 もう一つ、牛につきましてはトレーサビリティシステムを導入しています。牛のトレ

ーサビリティ法を制定いたしまして、それぞれの牛について番号をつけて、出生年月日

を管理して、それから管理者が誰か、あるいはどの施設で飼われていたのか、それから

いつ屠畜をしたのか、こういったものがわかるように今施策を進めております。  

 先ほど申し上げました生産情報ＪＡＳというのは、今やっております牛のトレーサビ

リティに付加して、その牛にどういうえさを与えたか、あるいはどういう医薬品を使っ

たか、そういった生産情報をさらに付加して、消費者の方がその牛肉を買うときに、そ

ういった生産情報のわかるものであるということで、わかるものについてマークをつけ

ていると、こういった施策も導入しております。したがいまして、どういったえさを食

べたのかと、そういったことを知りたい場合には、そういったＪＡＳマークのついてい

るものについては、そういった生産情報まで載っている、そういったところまでわかる

ような情報対策をしているということでございます。  

 あと、17 ページでございます。トレーサビリティにつきましては、今、牛に係るト

レーサビリティのお話を申し上げましたが、他の食品にもいろいろこういった生産ある

いは加工・流通段階で、どういったことが行われていたのか、そういうことについて情



報を伝達するというようなことをできないのかということで、施策を進めているところ

でございます。  

 これは、牛以外のものについては制度という形ではないわけなんですけれども、予算

などを通じて、こういった情報ができるだけ伝達できるような取組みの支援をしている、

現在そういった段階でございます。牛の場合には、牛の耳に耳標をつけて、それからと

殺をしますと、これは 12 月から施行になるので今後の話ですけれども、あとは枝肉に

分けて最後は店頭に並ぶのですけれども、製品を見ると、その番号が書いてあって、そ

れで牛の情報がわかるというシステムなんですが、このトレーサビリティシステムの導

入の四角の２つ目に書いてあります。ユビキタスコンピューティングを使った今後のシ

ステムを導入します。それから生産情報がどこにいてもわかるようなシステムにする。

例えば、シールを張って、そのシールの番号に、どこかに聞いて初めて情報がわかると

いうような格好で、今牛につきましてユビキタスコンピューターシステム、こういうも

のを使いまして、どの段階においても生産情報あるいは流通段階でのどういったものか

というのは、どの段階でもわかるようにするということでございます。これは今実験中

の段階です。こういったものはなかなか難しいんですけれども、そういった生産情報、

どういった生産あるいは加工がなされたかということは、できるだけ消費者の方に情報

が伝わるようにしよう、そういった施策です。  

 それから 18ページ、研究開発についてです。これはちょっと飛ばします。  

 それから 19ページにまいりまして、危機管理体制の整備ということで、普段のリス

クの管理のほかに実際に問題が起きたときにどういう体制で対処するかというものに

ついて、危機管理体制の整備を行っているということでございます。これは、食品安全

関係の、先ほどご紹介しました食品安全委員会、それから厚生労働省、農林水産省、そ

れから問題によっては環境省もなんですが、そういった問題が起きたときの関係府省と

しての連携の体制を現在４府省において運営をいたしておるところでございます。  

 それからあと参考で、20ページ以下、ＢＳＥについての現在の発生状況、それから

海外における発生状況。日本では、この９月に２件発生しまして、現在まで 13 頭。そ

れから世界では、現在ＢＳＥの発生状況は 26 カ国でございまして、数字を申し上げま

すと、現在世界では 18万 8,000頭、これまでＢＳＥが発生しています。18 万 8,000 頭



のうち、18 万 4,000 頭はイギリスでございまして、これに伴うＢＳＥの人間の方の状

況でございますが、人間の方は、世界中で 157人が感染、うちイギリスが 147 人、そう

いう現状でございます。  

 最後に、アメリカの牛肉は輸入停止を行っていりますけれども、日本の需給状況ある

いはアメリカとのＢＳＥ協議の状況につきまして、参考資料を添付しております。  

 以上でございます。  

○田中総合食料局審議官  時間が押しておりますので、続きまして、資料２で食品産

業の競争力強化について、手短に説明いたします。  

 初めに、食品産業と農業の関係について、現状について説明し、その次に対応の方向

を説明いたします。  

 まず、１ページ左側の「最終消費から見た飲食費の流れ」という図をご覧ください。

一番右が飲食費の最終消費額 80兆円のうち、生鮮品は約２割にとどまり、８割が加工

品と外食への支出となっています。つまり、私達の食生活の大宗が食品産業へのアウト

プットであります。こうしたアウトプットを得るための加工食品、外食部門へのインプ

ットを見ると、当然ながら、国内農産品だけではなく、輸入品が大きな市場を占めてお

ります。  

 ３ページをお開きください。そこの右上の表に見るように、いまや輸入品と国内農産

品が半分半分にまで輸入品のインプットが拡大しております。さらに、最近の傾向とし

て生鮮品ではなく、加工品・半加工品の輸入が増大しています。加工品も様々で、簡卖

なカット野菜から、極端な例では、最近のヒット商品である骨なしの魚まで、加工に人

手が必要となると、人件費の安い中国・東单アジア諸国が有利であり、右下に示しまし

たように、まだその水準は低いですが、海外へ生産拠点を移す動きが始まっています。  

 つまり、消費者の需要は、生鮮品から加工品や外食にシフトし、競争のフロントが加

工食品に移ってくると、豊富で安価な労働力を持つ中国・東单アジア諸国が有利化する

方向で比較優位構造の変化が生じており、そのために加工食品、外食など、食品産業の

発展が国内農業の発展に必ずしも結びつかず、輸入品の増大につながることが懸念され

る状況にあります。  



 以上、問題点を強調するためにやや偏って表現をいたしましたが、５ページによりバ

ランスのとれた形で問題意識を提示いたしました。  

 以上のような問題意識に立って、ではどうするか。教科書的な知恵のない回答でござ

いますが、輸入品の低価格に対して、商品差別化戦略で競争優位を築いていく。それを

行える能力を食品産業が連携して作っていく。もとより、その前提としては、図表した

国内農業と食品産業の間の矢印のところに書いたように、基本的には、国内農業が安く

ておいしく安心・安全な食材を安定的に供給することが必要であり、現在ご審議いただ

いている農業の改革には、食品産業サイドから見れば、まさにそのための改革となるこ

とが求められていると考えます。  

 農業サイドのご努力のもとに、食品産業側としてどのように国内農業と連携するか、

３つほどその方法を示しました。８ページをお開きください。食品産業としても、自ら

の求める品質・価格の農産物を調達するため、そこの右下に示したように、農業への直

接参入や契約栽培など、様々な方法で農業生産側に接近する試みも始められております。

Ａ社は、企画部会でヒアリングを行ったワタミフードが直接参入した例です。Ｂ社はあ

るハンバーガーチェーンで、大手の低価格戦略と差別化した、おいしく安全で健康に良

い商品というマーケティングコンセプトを実現するために、できるだけ農薬や化学肥料

に頼らない方法で育てた野菜と、牧草だけで育てられて牛を使用したパティを調達した

いと考え、そのために全国 280の農協と契約栽培を行っている例です。一番下Ｄ社は、

トマトの種の支給から生産方法まで、食品メーカーが管理する委託生産の方式です。  

 このように食品産業の取り組み、生産業への垂直統合の程度・方法は様々であり、ど

のような方法をとるかは調達チャネルの選択、管理という経営戦略の一環して、企業の

責任と判断で進めるということです。政府としては、そういう連携の取り組みが円滑な

ものとなるよう、規制制度改革など、環境整備を行っていくことが重要です。  

 ９ページにまいります。２番目は地域ブランド確立による商品差別化戦略です。ブラ

ンド戦略も、個々の企業が行う場合には、その経営判断で行うべきものですが、地域の

食材を使い、地域の共有財産となる地域ブランドとして開発・普及をしていくためには、

製法統一や認証などの仕組みにおいて、地方自治体が中心にこれを支援していくことが

必要です。  



 ９ページの下に示しましたＴＯＫＹＯ－Ⅹは、東京都青梅の畜産試験場が取り組んだ

豚の品種改良で、バークシャーの細かい筋繊維、北京黒豚の脂肪の旨み、デュロックの

霜降りという３つの長所を兹ね備えた豚を開発しました。東京都が東京特産品に認定し、

これをつくるハム・ソーセージの製法もドイツの伝統的方法に統一し、販路の組織化を

行っています。そのあたりにも配慮したブランド化が行われた例です。  

 地域ブランドについては、一旦確立したブランドをいわゆる偽ブランドの便乗から守

るための制度の充実・強化を検討していくことも政府の役割であると考えます。  

 10ページ、第３は、既に経済産業省や文部科学省でも試みが始まっている大学研究

機関を核に、生産者が異業種と連携して新製品の技術開発、製品化を進めるクラスター

の取り組みの農業分野への導入です。そこに示したものは、大豆イソフラボンを多く含

む豆腐の開発が、その副産物としてのおからのシャーベット、生産機械としての脱穀刈

取機など、関連した技術開発を連鎖的に生み出した実例をここに書いています。  

 以上、国内農業部門と食品産業部門が連携して商品差別化戦略を進める３つの方法を

挙げました。  

 次に 11ページ、もう一つの課題である流通の合理化について、生鮮流通のメインチ

ャネルである卸売市場の改革が、３行目に書いてありますように、先の通常国会で法改

正としてスタートしているので、その点について簡卖に説明します。  

 内容は、一言で言えば、規制緩和により卸売業者の創意工夫を引き出して流通の合理

化を図ることです。卸売市場法は、大正 12年の中央卸売市場法に起源がありますが、

生鮮食品に対する需要超過という当時の情勢のもと、卸売業者等が価格操作により暴利

を得ることを抑制するため、卸売業者、中卸業者等の行為を厳しく規制する規制法であ

り、その性格は今日まで続いてきました。  

 しかし、情勢の変化により、卸売業者等の価格支配が弱くなった現在、これらの業者

の行為を厳しく取り締まることの必要性に比べ、規制のために生ずる非効率な弊害が目

立つようになりました。代表的な例は、取引きするモノは必ず市場まで現物を搬入しな

ければならないという商物一致規制で、このために無用な物流コストが生じておりまし

た。こうした規制を緩和し、電子商取引など、現物を見なくてよいものは、物の流れと

商いの流れを分離し、余分な物流コストを削減するようにしております。  



 また、極端に卖純化して、言えばこれまで卸売業者、中卸業者は市場での競り人以外

の仕事はしてはいけないという厳しい行為規制がかかっていましたが、これを緩和し、

農業生産者や小売業者と連携して商品開発等を行えるようにいたしました。  

 卸売市場が抱える食品流通の新しい課題として、安心・安全の確保があります。生産

地から食卓まで、安全の確保が求められる中で、コールドチェーンが卸売市場で途切れ

ることなどにより、食の安全・安心が脅かされることがないよう、以上の規制緩和の方

法とは異なりますが、市場における品質管理についてはこれを強化することとしており

ます。  

 12ページには、産地と小売業者、消費者が直接に結びつくような卸売市場とは異な

る様々な流通ルートの模索を示しました。これは、消費者の安全・安心志向、鮮度志向

等に産地と連携で応えられるようにするとの意識が高まっているためです。右に掲げた

のは、和歌山の農協の直接販売で、食品スーパーによるＪＡ全農との長期契約による朝

採り野菜の供給の事例ですが、後者は安土委員のサミットの例でございます。  

 従来、食品流通の合理化というと、流通部門をコストセンターと考え、それを整備し、

そこに大量の商品を流して流通コストの低下を図る方法が中心になりがちでしたが、安

全・安心や鮮度志向など、消費者のきめ細かなニーズに即応して信頼を得るなど、流通

部門を差別戦略化のツールとしてプロフィットセンター化していく方向を模索するこ

とが必要であると考えます。  

 13ページには食品廃棄物の問題を述べておりますが、大分時間が過ぎておりますの

で、必要に応じて質疑の中でお答えすることにいたしたいと思います。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、ただいまのご説明を踏まえた上で、意見交換の時間を持ちたいと思います。

どなたからでも結構でございます。  

 それでは西山委員、その後で横川委員。  

○西山臨時委員  ご説明いただきまして、非常に食の安全あるいは食品産業の取り組

みについて理解をさせていただきました。  



 資料１の食の安全・安心で、やはり今ＢＳＥの問題が議論されておりまして、今年の

９月に食品安全委員会でＢＳＥ問題全般について調査・審議をされてきたところで、中

間報告のまとめが了承されたという、そういう状況でございます。  

 国では、農水省、それから厚生労働省におきまして、この安全・安心の確保の資料に

もございますとおり、消費者とのリスクコミュニケーション、これを実施しながら、管

理措置の見直しの検討がされているというふうに伺ってございます。  

 北海道、これは酪農・畜産の全国一の産地でございます。もちろん畜産に関わる全国

の自治体においても同様だと思いますけれども、全頭検査体制といった現行の管理措置

によりまして、国産の牛肉の安全性に対する消費者の信頼が得られているものというふ

うに考えております。ぜひ見直しに当たっては、国の農林水産省、厚生労働省両省が、

消費者への説明を十分行っていただき、そして消費者、流通業者の方々の理解・納得を

得た上で慎重に対応していただきたいというふうに、これはお願いをしたいと思います。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員  まず、これだけ大きな三つの問題を１時間半でやること自体が問題

です。時間をしっかり取ってやらないと、これらの問題の議論は尽くせないのではない

かと思います。  

 ２つ目には、安全と安心と言いますが、安心というのは我々が議論をするべきではな

くて、消費者が感じ取ることです。ですから、この会でやるべきことは、何が安全で何

が危険かを明確にすることではないのかと思うのです。  

 そのほかでは、例えば魚の表示の問題は、産地の表示よりももっと大事なのは、ダイ

オキシンやカドミウムや水銀がどの位含まれているものを実際に食べていて、その危険

性はどうなのかということも表示すべきであって、表示内容の真偽だけではない部分の

追求が必要ないのかということを考える必要はないのでしょうか。  

 それから、グローバル化時代の安全性の確保についての水際の対応は今のままではで

きないと思います。添加物として使われている薬品名がわかれば検査はできますが、何

が使われているかわからない食品の検査は今できないはずですから、いろいろな検査を



しないといけないので、実際にはできていない。したがって、問題が起きてきてから調

べて、何が問題かを議論するということしかできないわけです。  

 特にグローバルの問題で言えば、多くの国で認可されているにもかかわらず、日本で

は認可がされていないという添加物、あるいは逆に日本で認可はされていますが、海外

では認可されていないという添加物などもあり、安全性の国際ルールが不一致のために

起きている問題もいくつかあると思います。  

 また、抗生物質の問題があります。これは厚生労働省の分野かもしれません。手元の

資料では、日本国内で１年間に使う量は、牛と豚と鳥に使っている抗生物質が 900トン、

魚に使っている抗生物質が 200トン、野菜とフルーツに使っている抗生物質が 100トン、

人間が約 500トンとなっています。ということは、人間の数倍の抗生物質を食品関係で

消費している、この抗生物質の使い過ぎからくる耐性菌の問題をどう考えるのか。この

ことについても、この中で一切触れていないのは問題です。  

 鳥のインフルエンザ、今は沈静化していますが、既に人にうつったという話があるこ

とを含めて、日本の鳥はワクチンを打たずに生産体制を守れるのか、動物性たんぱく質

を安定供給できるのかということについても、この中では触れられていません。食料の

安全安定供給問題をどう考えるか明示する必要があると思います。  

 ＨＡＣＣＰの問題が出ていますが、ＨＡＣＣＰというのは一部の企業しかやっていま

せんで、どの企業のレベルまでＨＡＣＣＰが取り入れられるのかという議論がないわけ

ですね。一番いいところの問題を出してきて、いかにもそれが日本の中でできるがごと

く議論をしてしまうこと自身も問題だと思います。  

 もう一つ、ＪＡＳ法と食品衛生法が混乱して、消費者、今の主婦はＪＡＳマークとは

何かほとんど知りませんし、買買うときにも意識をしていないそうです。食品衛生法と

ＪＡＳ法をどう告知していくのか、本当にこの２つが必要なのかという議論も、必要で

はないかと思います。  

 最後にＢＳＥ問題です。この件では「何が安全か」を国が明確にすることが、消費者

が安心することにつながるのだと思います。それなのに安全の基準がいつもはっきり提

示されないので、消費者は一体何が安全なのかと不安と不信を抱くのだと思います。危

険部位を外せば安全ですよと言うと、なるほどとは言いながら、それまでは何も知らな



かったというのが普通の消費者の多くの実情です。何が安全なのかを国が明確にして、

出していかないと情報が混乱するばかりです。23 カ月だ、21 カ月だとか、乳牛と食肉

牛も一緒だとか、情報が整理されて伝わってきません。これまで発生したＢＳＥは、60

カ月以上の乳牛で、特殊なものは 21カ月と 23カ月のプリオン量の大変尐ない症例が乳

牛のホルスタインの去勢牛に一部出ただけであって、それも 350 万頭で２頭です。それ

をただＢＳＥという言葉ひとつで発表・報道されて、細かく正しい情報が伝わってこな

い、それによる消費者の不安が大変に大きいのだと私は思います。  

 これについて、国も、我々も含めた業界もきちっと消費者に伝えていかないと、安心

ということにはつながっていかない。したがって、国は何が安全かを明確にするという

ことをもう尐しやる必要があると思います。  

 食品産業の競争力はまた別のところで発言をさせていただきます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかいかがでございましょうか。  

 長谷川委員、どうぞ。  

○長谷川委員  ４点ほどお話しさせていただきたいと思います。  

 まず、ＧＡＰなんですけれども、ユーレップＧＡＰのお話が前のヒアリングのときに

ございましたけれども、よく存じているわけではないんですけれども、ここにも書いて

ありますように、社会的責任の背景もきっちり決められているような気がいたします。

日本のＧＡＰも、まだ策定過程かとは思いますけれども、その部分が抜け落ちているか

なという感じが私にはするんですね。今いろいろ東单アジアですとか中国のお話が出ま

したけれども、これから食品産業ですとか、それから農業もそちら、アジア太平洋地域

との関わりが非常に大きくなると思いますので、ぜひ日本のＧＡＰのところで社会的責

任、ＳＲということでＩＳＥでも検討されておりますので、そういった視点も入れなが

ら、策定を進めていただきたいというふうに思います。  

 それからＨＡＣＣＰなんですが、今、横川委員のお話にもありましたように、中小企

業では非常に導入が難しいというふうに聞いております。日本の食品産業は非常に中小

企業が多いということも事実でございますので、環境省がＩＳＯ14000に代わりまして

エコ 21、今ちょっと名前は変わりましたが、汎用版のようなものをつくって普及して



いるんですね。それをＮＰＯが推進するというような体制もつくっておりますので、そ

のような簡易版の普及にご検討いただければというふうに思います。  

 それから、リスクコミュニケーションなんですけれども、今やられているのは、オピ

ニオンリーダーと非常に関心の高い層とのリスクコミュニケーションが主だというふ

うに思います。一般消費者の方というのは、横川委員のお話にもありましたように、な

かなかそこまで足を運ぶということはほとんどございません。という意味で言いますと、

やはり大手スーパーですとか、販売店の販売員さんがいろいろな情報を持ち、消費者と

どんなリスクコミュニケーションができるのかということが非常に重要かと思います。

そういった意味で、事業者への対応策というのも書かれておりますけれども、一番身近

な最前線のリスクコミュニケーションを担う事業者の方へのリスクコミュニケーショ

ンの理解促進というものを図っていただきたいというふうに思います。  

 それから、最後に情報開示なんですけれども、おっしゃるように、なかなか表示を見

て買う人はそんなにいるものではない。このことは２つ問題があると思うんですけれど

も、関心の高いオピニオンリーダーとなるべき人達については、必要な情報がいつでも

必要なときにとれる体制をつくること。それは生データも含めた体制づくりが必要だと

いうふうに思います。  

 それからもう一方では、わかりやすく情報を加工して出してあげること、それが必要

ではないかと思います。バリアフリー化ということもお話の中にありましたけれども、

アクセスビリティがもう一つ重要ではないかというふうに思いまして、例えば化粧品の

全成分表示とか、化学物質の表示が進んでおりますけれども、あの細かい文字で化学式

ですとか、物質名が並べられても、消費者にはわかりにくいので、それをいかにどの程

度の文字で、文字の色ですとか、そういうことも関係すると思いますが、消費者にわか

りやすい表示の考え方というのをもう一度検討する必要があると思います。それは、情

報の質と量の問題でもあるというふうに思っております。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 今、食品の安全・安心の問題につきましていくつかご指摘があったところでございま

すが、このあたりで事務局からコメントございますでしょうか。  



○高橋消費・安全局審議官  いろいろなお話ございましたが、ただ、個別にそれぞれ

議論を始めますと、この審議会のほかにＪＡＳ法の別の審議会もありますので、総論と

して手短にお答え申し上げたいと思います。  

 最初、西山委員のお話はご要望ということで承らせていただきますが、それから横川

委員の魚の有害物質の表示あるいはグローバル化など、いろいろなお話がございました。

個別にはいろいろありますが、魚の例で申し上げますと、原産地表示は既に義務付けら

れていますけれども、有害物質の場合にはいろいろな話がございますけれども、これは

食品衛生法の話になりますが、そういったものがどれ位許容されるか、一応これは食品

の規格として決められているわけでございます。その規格が十分かどうかというのは当

然議論になりますが、スーパーで１品１品並んでいるものについて、全部調べて表示す

るというのは困難ですので、その辺をどうするかというところは１つやはり大きな研究

課題にさせていただきたいと思います。この辺は環境省の関連の話にもなりますけれど

も、いろいろな調査の中で一つ一つ丹念につぶしていくしかないのかなというふうに考

えております。  

 それから、国際的な基準についてもいろいろ各国の違いがございます。この辺は、国

際的な、例えば添加物であれば、その規格をどうするかということについては、ＣＯＤ

ＥＸというところがございまして、各国の間の調整をやっているところでございます。  

 ただ、例えば同じものでも、食べ方によってかなり摂取量が違ってきますので、そこ

を完全に各国全く同一にするというのは、これはなかなか難しい問題があるわけでござ

います。例えば、今年の夏、ひじきがイギリスであれは良くないと言われましたけれど

も、日本人はひじきをいっぱい食べて、まずいどうこうと言われても、そう言われたっ

てという話になるわけです。イギリス人の場合、ひじきはほとんど食べませんので、そ

こは食生活の違いがありますので、これは完全に国際的に違うから、だからイコール駄

目だという話は、これはなかなか難しいのかなと。  

 ただ、もちろんそれは問題として、それぞれの食べ方に合わせて、その基準というも

のをきちっと設定していく、ご指摘のとおり、きちっとやっていきたいというふうに思

っております。  



 それから、抗生物質につきましては、抗生物質を動物に使っていますと、もちろん医

薬品としての抗生物質の残留性というのはこれはきちんと管理していますけれども、残

留しなくなったのはいいんですけれども、耐性菌ができちゃって、これはむしろ人間の

問題ですが、耐性菌ができて、食べるとその耐性菌が体に入ってきて、人間が病気にな

ったときに抗生物質が効かなくなってきている、こういう現象が出ています。これは確

かにご指摘いただいていまして、できるだけ動物飼養における、動物の飼育段階におけ

る抗生物質を減らすということは、方向としては考えているということで、その抗生物

質を添加した飼料、こういったえさの添加物で使っていますので、それについて基準の

見直し中で、食品安全委員会で現在見直しをしている最中ということでございます。  

 あと、長谷川委員と横川委員からＨＡＣＣＰの話が出ています。確かに残留量、これ

はＨＡＣＣＰの食品衛生法の方で、牛乳製品と、それから魚の製品などはＨＡＣＣＰの

導入ができることになっています。私どもとしても、融資などの支援措置を行って、で

きるだけこういったものを広めたいというふうには思います。もともと生産工程自体か

なり大きいものがなじみやすいという仕方ない面もありますけれども。  

 先ほど長谷川委員からお話のありました簡便な簡易版ですか。ちょっと私知らなかっ

たんですけれども、そういったものもまた勉強させていただきまして、参考にさせてい

だたいて、またそういったものを投げかけていきたいというふうに考えています。  

 それから、最後のところで表示のわかりやすさということでお話がございました。食

品の表示につきましては、食品表示というのは食品衛生法から来る表示と、ＪＡＳ法か

ら来る表示がございますけれども、たしかに非常に小さいところにいろいろな情報が入

って読みにくいのと、逆にこういうものはもっと表示しろと、はっきりわかるようにし

ろとご要望があるわけでございまして、そこの兹ね合いなんですけれども、昨年の夏か

ら食品の表示に関する共同会議という厚生労働省の審議会と当省のＪＡＳ調査会が共

同で開催している会議でやっておりますけれども、その辺はおっしゃるとおりで、まさ

に検討しているところということでございまして、その方向で取り組みを進めている段

階でございます。  

 あと、横川委員の最後のお話のＢＳＥについて、何がどれ位だと安全かというのをは

っきり国として言うべきだというようなお話がございました。逆に昔ですと、この辺で



すと安全ですとはっきりと言うようなことがあったかもしれませんけれども、昨年夏か

らの現在の食品安全行政というのは、やはり基本は、食品には絶対に安全というのはな

いんだと。ただ、それは昔からいろいろなものを食べてきまして、一般論として安全だ

と言えても、科学的に絶対安全かと言われると、科学的に 100％安全というのは、これ

はなかなか言えないわけです。ＢＳＥの問題につきましても、今回は食品安全委員会と

してこういったリスクの評価をして、現在の検査体制なり、あるいは特定危険部位の除

去から現在そういうことの評価を行って、いろいろな措置の見直しの中で、安全か安全

でないかという言葉を今回の食料安全委員会の中間取りまとめでは使っておりません

けれども、リスクはいろいろな措置をとっていけば軽減される、低くなるであろうと言

っているわけです。  

 ですから、ここはもちろんメッセージとして安全ですとずばり言えるかどうかという

話と、科学的にリスクとしてどういうふうに見るかという話と、言葉の使い方はちょっ

と多分違うんだと思いますけれども、食品安全委員会として絶対安全ですとかという言

葉は使わないんですけれども、リスクは軽減されると。今回の中間取りまとめは、こう

いったことでリスクは軽減されると言っていることは、書く方の気持ちとしては、安全

じゃないでしょうかという気持ちが込められているんだろうというふうに私どもは受

けとめております。  

○生源寺部会長  横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員  今の関連でお話をしておきたいのは、１つは、抗生物質の場合など

に、どの位使っていいかという使用限界枞を決められるなら、はっきり決めることも１

つの方法じゃないかなと思います。  

 というのは、鳥も牛も、病気じゃないのに抗生物質を与えていると聞いたからなんで

す。気になったら与えるのはいいですが、病気になる前からやることを禁止するとか、

やり方はあると思います。人間の２倍も３倍も抗生物質を使わなくても、すべての食用

動物を育てることはできるはずです。  

 それから、先ほどカドミウムとかダイオキシンの数値が出せないとおっしゃったけれ

ども、そのとおりだと思いますので異論はありませんが、どの位とると、摂取量として

は危険なのかという数値と、日本近海の魚のダイオキシンのデータは国が把握している



と聞いておりますから、それを毎日食べたらどうなるかということ位は、一つの基準と

して、国が国民にはっきりと出していく必要があると思います。  

 また、表示の問題でもう一つつけ加えておきます。かつおぶしの例ですが、今カツオ

は四国や九州でとれて、冷凍して中国でかつおぶしにして日本に帰ってくるのがあるそ

うです。すると、かつおぶしは中国でつくられているけれども、とれたのは四国なんで

すね。でも、表示制度では、四国でとれて日本で削ると日本の製品になっちゃうそうで

す。でも、かつおぶしの製品は中国でできているわけですね。一体これをどう表示する

のがいいのでしょうか。マグロも日本でとって、焼津に置いておいて、そこから中国へ

持っていって加工して袋詰めして持ってくるのがあるそうですね。これは一体どこの製

品になるかという問題。マグロはバリ島とか、太平洋か大西洋でもとれますが、マグロ

として輸入されて、もう１回中国へ行って、今度はフレークやさくにされて戻ってきて、

それが使われていると。一体これはどこの商品なのかということの表示、どこまで表示

するのが必要でしょうか。  

 でも、消費者が本当に知りたいのは、マグロがどこでとれたかではなくて、途中どう

いう加工をされているかということなんです。例えば、サンマについては何々産と書か

なくたって、もう消費者は大体わかっているわけですね。そうすると、どこでとれたか

ではなくて、どういう加工ルートを含めてつくっているかという表示をするかというこ

とも、表示問題では検討する必要があるのではないかと思います。  

 それから、ＢＳＥの方は、ただでさえ外食産業エゴなんて言われていますし、これ以

上あまり憎まれたくはないんですがひとつ申し上げます。ある新聞記事で、今の 350万

頭で２頭出たということと、それから変異型ヤコブ病になる確率からいくと、日本では、

1000年の間に１人しか出てこないだろうというのを読みました。これが完全に正しい

かどうかはわかりません。どの位の確率でこういう病気になるかという数字を出すこと

が科学者の仕事であって、20カ月が安全だとか、安全じゃないかということとは、違

う部分だと思うのです。科学者は事実をきちっと出して、それに基づいて安全の基準で

物を決めていくというやり方があると思います。やり方論にけちをつける気はありませ

んが、できれば、数値で発表することが、消費者が感じて納得する一つの条件ではない

かと思います。  



○生源寺部会長  それでは、森野委員、どうぞ。  

○森野委員  今のお話にあったように、食の安全・安心をこれだけの時間で議論する

のはという疑問も１つはわかるんですが、逆にもう一つ別の見方をすると、むしろ今回

この企画部会でずっと議論している担い手とか、経営の安定とか、農地の問題とか、そ

ういった問題について、すべてにわたって食の安全・安心あるいは環境とか、それから

国際競争力とか、そちらの方をきちっと本論の方に、今のご説明があった国民ニーズの

変化とか、そういったことをビルドインしていくような議論にしていただきたいという

のが１点です。  

 具体的にどういうことを言いたいかというと、例えばずっと議論になっている株式会

社が今農業に参入してきているという話ですが、これについても、私の先輩の金子弘道

鳥取環境大学教授が指摘しているところでは、安全・安心のニーズが高まったから、企

業としても事業としてまた成り立つようになったので参入してくると、そういう構造に

なってきているわけですね。  

 ですから、そういう安全・安心というものに対するニーズが高まったから、そこで様々

な農地や担い手に対するニーズも変わってきたということを１つ入れていただきたい

というのが一例です。  

 もう１点、ちょっと話を先取りするようですけれども、資料の３－２の参考資料の方

で、効率的経営、安定的な農業経営体へのチェックポイントというのがありますが、効

率的・安定的な農業経営体へのチェックポイントはこれでいいんですけれども、これと

同時に、例えば先ほどのお話のように、農業経営体をチェックする場合に、やはり食の

安全・安心をきちっと担保する農業経営体であるとか、いわゆる環境負荷を与えない農

業経営体であるとか、そういったものもこれからの担い手の目指すべき姿として１つ加

える、具体的に言うとそういう話です。そういう議論へと進めていただければと思いま

す。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほか。それでは、豊田委員、どうぞ。  



○豊田委員  ちょっとお手元の資料について一言触れさせていただきます。英文のペ

ーパーでございます。食品産業の競争力、今の課題を後半でお話ししたいんですけれど

も、ちょっと説明だけさせてください。  

 これは、世界再生可能エネルギー会議で報告した環境税と農業の論文でございます。

この会議は、世界を再生可能エネルギーと結合するというテーマで、ご案内のバイオマ

スですとか、太陽光、風力、さらに燃料電池など自然力を活用したエネルギーへの転換、

イノベーション、地域振興、こういう方向で脱石油、脱原発によって、地球温暖化の原

因である二酸化炭素の排出量を削減し、環境への負荷を抑制していこうと、こういった

方向が経済的にも有利で経営的にも安定すると、こういう新しい可能性を明らかにした

会議でございます。イギリス、ブレア政権のティムズ・エネルギー大臣や、ドイツのラ

ールウェス環境大臣、米国のガーマン・エネルギー長官ら政府代表者の講演もありまし

て、あるいは経済産業界、ＮＰＯの代表など、非常に活発な議論が行われております。

世界で 20億の人々が電力供給がない状況。そういう中で、途上国でどうやってソーラ

ー発電等で電力を入れたらいいか。あるいはオランダで、2020 年にはこういった電力

で 20％電力供給しようという非常に大きな計画等がございます。  

 日本選手が活躍しましたアテネオリンピックと比較して、同時期でございますが、や

や日本のプレゼンスが小さいような印象を受けました。京都議定書の発効が日程に上る

中で、今後５年間の基本計画を展望しますと、こういった国際会議の意義は非常に大き

いものがあると思いますので、今後のバイオマスのご討議等のとき、ご参考に雰囲気を

お伝えするために、あえて原文の資料といたしましたので、後ほどご参照ください。  

 すみません、前置きが長くなりまして。それで、後半の食品産業の競争力の問題につ

いて、先ほど横川委員のグローバル化の問題点がございましたので、それに関連して１、

２触れさせていただきます。  

 輸入農産物・食品への海外依存度が、10年間で 43％から 49％に高まっていると。こ

のことは非常に大きなインパクトを日本農業に与えていると思われます。安価な海外原

料に依存して、東单アジアや中国など労働コストの低い海外に食品産業が展開をして日

本に逆輸入するという動き。それが外食や中食の普及とタイアップしているという動き。

さらに、海外へ生産拠点を移動する、海外投資に基づいて移動するという動き、この２



つの動きが重なって、食品産業が国内農業から切り離されて、国産の農産物への依存を

低下させていると、こういった現状かと思われます。  

 例えば、スナック菓子のカルビー社の例で大変有名でございますが、青島にかっぱえ

びせんの原料である小麦粉生地のスナック工場を移転しまして、ペレット加工をして、

そのペレットを中国沿岸部から調達したエビと併せて、それら半加工品を香港、北京な

どの各地の仕上げ工場へ配送する、日本にも配送しておりますが、そういうグローバル

ネットワーク、いわゆるアジアオーシャンハイウェイを構築しております。  

 この原料ペレットの運輸システムは、例えばその他の分野、私どもの調査では、ビー

ル産業における原料ホップの低温輸送のグローバルネットワークにも採用されており

ます。例えば新彊ウイグル自治区では、サッポロビール社がフサクサッポロ社において、

日本のアロマホップという品種を用いまして、味と香りをわずか長さ１センチのペレッ

トに閉じ込めて、それを実用化し、急成長する中国ビールメーカーに供給するという対

応をとっております。  

 今、日本の食品産業が直面している産業力強化という視点から言いますと、こうした

食品産業のイノベーションというものが非常に重要なポイントになってくると思われ

ます。やはりそれに対して、国内農業サイドからの関係構築をどうやって急いでいくの

かと。先ほど製品差別化の問題もございましたが、それは本筋だと思いますが、やはり

その基礎には低コストのイノベーションを、日本の農業サイドがどうキャッチアップす

るかという組み合わせが非常に重要ではないかというふうに考えております。  

 このペレット技術などの食品産業のイノベーションは、経営安定対策、これまで議論

してまいりました麦、豆、芋などの分野に極めて重要でございますし、あるいは畜産の

えさ、飼料流通などへの応用など、私は非常に敷衍性が高いんじゃないかと考えており

ます。これをキャッチアップしようとする国内農業側からの情報収集が遅れているので

はないかなという危惧を持っております。  

 １つ、ペレット技術を挙げましたが、消費者の視点から見ますと、輸入農産物の安全

性に不安がある、91％という、こういう状況の中で、食の安全性の確保から言えば、さ

らに普及しているＩＱＦ、Individual Quick Frozen、いわゆる個体冷凍、果物や野菜

をサイコロ状にカチンカチンに凍らせて輸送する、あるいはさっきの魚のヒレブロック



ですね。今单米から、例えば日本水産社は多くのヒレブロックを冷凍して輸入している。

こういう新しい運輸システムについての安全性チェックについてももっと注意を向け

て、まだほとんど手がつかない状況ではないかと思われますので、食品産業と国内農業

との提携の基礎に、こういう情報の共有あるいは消費者と農業者との地産地消の提携を

進める上でも、食品産業の競争力の最前線について、農業者と消費者がもっと関心を持

つと同時に、情報収集・普及が極めて重要であるとお話ございましたが、例えばこうい

った具体的な運輸システム等についても一層情報を開示され、注意を喚起され、警鐘を

されて、あるいはそれに日本農業としてどのように対応していくのかと、そのことによ

って、食品産業と農業の距離を本当に縮める道をどう模索するのかということでござい

ますが、ちょっとそういった感想を持ちましたので、１つお話しさせていただきました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、立花委員、その次に村田委員の順番でお願いいたします。  

○立花専門委員  今の豊田先生のお考えの後半の部分について、私もかなり同感の面

があるんですが、この食品産業の競争力強化の方のペーパー、資料２の５ページのとこ

ろを見ていて、率直に申し上げるとちょっと違和感があるので、申し上げたいと思った

んです。２点ばかりあるんですが。  

 １つは、ここの５ページのポンチ絵にありますとおり、国内農業の方の改革の方向な

り、あるいは食品産業の方の今後の対応の方向なり、これはまさに基本的にはおそらく

こういうことだろうということで、大方の方々は異論ないんだろうと思うんですが、問

題は、そこのところをつなぐ、どうやってこの連携を持っていくのかということで、そ

の矢印が２つあるわけです。要は、この農業の方の構造改革について、生産性の向上な

り、あるいは原料価格の引き下げを実現するには時間がかかるわけで、つまり低コスト

ということについては時間がかかるということで、この時間の要素をどう工夫していく

かということがないと、この絵は成り立たないんだろうと私は思うんですね。卖に言う

だけにとどまってしまう。  

 やはりこの時間のギャップ、農業の方が一生懸命取り組んでいる今の構造改革、この

努力が成果をあらわして、原料価格の引き下げという形で、食品工業なり、あるいは国

民の方に還元されるのは時間がかかるんだとすれば、そのギャップをどう埋めるのか。



ある意味では内外格差、日本の農業が一生懸命頑張っても、どうしても埋め切れないギ

ャップをどうするかといえば、まさにそこに直接支払いが求められる背景があるんだと

すれば、ぜひこういうポンチ絵でもって、このギャップをどう埋めるかを示してもらい

たい。国内農業と食品産業が、ある意味では共存共栄の関係で生きるためには、この内

外格差の問題を放っておいてはできないとすれば、そのところを直接支払いなりの方法

で埋めていくというのが、一つの大いにあり得る方法だと私は認識したわけでございま

す。  

 そういうことで、ちょっとこの時間差をどう埋めるかという点がないと、お互いこの

橋は埋まらないんだろうという感じが、この絵を見ながら感じたわけでございます。  

 それから２つ目が、次の６ページの、これも今の豊田先生のお話とも若干同感の面が

あるんですが。この事業基盤の強化のところで技術開発のところです。この技術開発は、

まさにどの産業でもそのとおりですけれども、競争力を強化する上で、何とかして技術

開発力を通じて新しい製品あるいは新しいサービスの開発ということが、どうしても不

可欠になってくるわけです。  

 その場合に、どうもここに書いてあるのは、中小企業的な感じで、本当に最先端を走

っている企業のニーズを踏まえた形になっているのかどうか、私も全部が全部知ってい

るわけじゃないのでわかりませんが、どうもちょっとピントが合っていないのではない

かなという感じがするんですね。  

 例えば、医食同源ということがよく言われますけれども、この食品産業、特に食品工

業の方は、ますます長寿化とか、あるいは健康志向への高まりとか、そういったことで

医療との関係をより深めているわけです。あるいは、最近では食品のブランド化とも関

係ありますが、例えば観光との接点をどう持つかとか。そういう意味で、食品産業、食

品工業も、卖にいろいろカロリーになるものをつくって売ればいいというんじゃなくて、

医療との関係あるいは観光との接点とか、いろいろ知恵を絞っているわけで、そういう

意味で言うと、こういう取り組みでいいのかなという感じが私はいたしました。  

 それからもう一つは、この食品工業による競争力向上の一つの大きな要素として、新

しい品種の開発があるんだろうと思うんですが、そういう新しい品種の開発・普及に当

たって、最近これは是正されたのかどうか私わかりませんが、新しい品質を国内で広め



ようとすると、いろいろ奨励品種だとか、栽培品種に認められるのに時間がかかって、

なかなか実際のほ場に導入するのに規制があって時間がかかるとか、これは一例だろう

と思いますけれども、どうやって最先端の技術開発の成果である新品種を迅速に導入し

ていくかは、日本の食料の安全保障にもつながるわけですので、そういう規制改革的な

視点も、おそらくこの技術開発に関連してあるのではないかなという感じがします。  

 もちろん国の方で、種のデータベースの問題とか、あるいはその安全性について国民

に対してきちっとした説明をするとかの問題はもちろんありますけれども、この技術開

発のところで、どうやって新しい品種の開発を円滑に実施していくのか、あるいは国内

でどう普及させていくのかという面での規制改革という観点もあるのではないかと思

います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  それでは、村田委員が先に手を挙げられておりますので。  

○村田専門委員  皆さんご指摘のように、この食の安全・安心というのは、農政の最

大の関心事であるべきだと思うんですね。そこで、遅ればせながら、昨年７月に機構を

改革して消費・安全局をつくったということなんですけれども。消費者にも軸足を置く

農政に、いまさらながらですが、評価したいと思っています。  

 食の安全・安心を考えるときには、これは生産者、消費者、それから食品産業、これ

ら三者それぞれ考えなきゃいけないことなので、それも力を合わせてやっていかなきゃ

いけないんでしょうけれども。そこで３つほど、このご説明を聞いて感想を述べさせて

もらいたいと思います。  

 １つは、先ほど長谷川委員もご指摘されたように、ＧＡＰの取り組みをもっと積極的

に力を入れてもらいたいなと思うんですね。きちんとした農業生産をやっているとか、

農薬を過剰に使っていないとか、肥料も無駄にしていないとか、あと抗生物質の使用も

過剰でないだとか、生産過程を消費者に対してきちっと公開できるシステムであるＧＡ

Ｐに取り組むことが、消費者が国産の農産物を評価するようになる材料になると思うん

ですね。そういう意味で、ＧＡＰの取り組みにもっと力を入れてほしいと思うんです。  

 これまでの農政というのは、やはり農業者にそういう負担をかけることにちゅうちょ

しているというような面があるんじゃないかと思うんですね。過剰な農薬を使ったり、



過剰な化学肥料を使うということは、それは真っ当な農業生産者ではないんだ、そうい

う人達は担い手ではないんだというような、そういう認識を生産者にわかってもらうた

めに、もっと働きかける必要があると思うんですね。そういうことができない、農薬や

化学肥料を農協の何とかカレンダーに沿ってまけば、そこそこのものがとれるという水

準の農業生産者にはリタイアしてもらう。担い手というのは、やはりある程度のプロ意

識を持った人でなくちゃいけないんだというような、そういう働きかけが必要なんじゃ

ないか、そういう農政が必要なんじゃないかということが１つです。  

 それから２番目に、原料原産地表示の話がありました。一番最初に始めたとき、梅干

しなど３品目か４品目しかなく尐ないなと思ったのが、今年度から 20 品目さらに追加

ということで、これは評価したいと思います。先ほど横川委員からもあったように、本

当の原産地はどこか依然としてあいまいなものもあるように聞いたんですよね。例えば

台湾産の梅が、和歌山で加工すると和歌山産になってしまうというような、そういうこ

とでいいのかということもあります。もちろん市場は開放すべきで、台湾産なのか、和

歌山産なのか、あるいはほかのどこどこ産がいいのかということは、消費者の判断にま

かせていいと思うんですけれども、原産地表示にごまかし、ないしは抜け穴があるよう

では正しい判断ができなくなって困ります。市場の開放というのは、原料原産地の厳密

な表示ということとセットとなって行われるべきじゃないかというふうに思います。  

 それから、３番目です。この食品産業と国内農業との連携というのは、これは一番大

切なことで、この資料２の５ページです。食品産業から国内農業に対して、安くて安全・

安心できて、まとまったものを安定的に供給してほしいということが食品産業の要求で、

それに国内農業が応じられないので、海外に求めてしまうという側面もあるというふう

に言われていて、実際そうなんだろうと思います。  

 でも、これまではそうであったのかもしれないけれども、日本の食生活の水準が上が

って、これだけ成熟期を迎えると、やはり尐し高くても安心できる国内農産物を求めた

いと思う人が出てくる。横川さんのところの店に行く人の中にも、そういうことを求め

る人がいるかもしれない。そういう時代が来てるわけですね。ですから、一部の外食産

業は、自ら自分でつくるようになったということなんです。  



 なお、まだ生産リスクはありますから、そういう希望はあっても自分でつくることは

なかなかできないのかもしれないけれども、それは農協なり、国内の農業生産者が、食

品産業に対してそういう働きかけが必要なんだと思うんですね。まとまった量を安定的

にというと、農薬なり化学肥料をたくさん使わなくちゃいけないかもしれない。しかし、

農産物には旬というのがあるんだということをきちんと食品産業にも働きかける必要

がある。  

 あるレストンでは、今の時期はこういう野菜はありませんという売り方が仮にあって

も、消費者から反発を受けることなく、むしろここは工業生産的な野菜は扱っていない

んだなというふうに評価が高まるということも、今後はあり得ると思うんですね。あの

レストランへ行くと、常にトマトが食べられるということが必ずしもいいことではない

かもしれない。食品産業のニーズに応えるというのは当然なんですけれども、国内農業

側からも、生産者側からも情報の発信というのをやっていくべきじゃないかなというふ

うに思いました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、森本委員。  

○森本専門委員  食の安全の 17ページにトレーサビリティの話が出ているのでござ

いますが、私の得意なユビキタスとかアレルゲンとか、またよくわからないような言葉

が出ておりまして、事前レクチャーがあって初めてちょっとわかっている状態ですが。  

 ちょっと簡卖にお聞きしたいのは、おそらく安全とか安心とかはただではないという

ことは、当然消費者の方もわかってきていると思うんですが、その辺にかかる経費です

ね。こういうＩＣタグを入れたりどうのこうのしていくのはいいことなんですけれども、

この辺のかかる経費あたりは、横川委員にお聞きしましたら、それは当然消費者が負担

するべき話になるんじゃないかというけれども、本当に消費者がそれを理解してくれる

のかなと。また、最終的にはそういう経費も、生産者なり加工業者が持たなくてはなら

ないような、そういう状況になるのではないかなというのがありまして、国として、こ

れはお聞きすべきことなのかわかりませんけれども、そういった安全とか安心にかかる

経費みたいなものは、誰がどういう形で負担するというふうに考えておられるのかとい

うのをちょっとお聞きしたいと思います。  



○生源寺部会長  それでは、平野委員、どうぞ。  

○平野委員  先ほど横川委員の方からお話もありましたけれども、消費者が判断し選

択するための情報、そして基準を明確にしていただきたいなと思っております。と申し

ますのは、賢い消費者になれ、なれと言われて何年にもなりますけれども、最後は消費

者である自分が最終判断したいという、そういう方も増えているのではないかと思うん

ですね。  

 私自身、この会議に出させていただくようになってから、食品のパックの裏を必ず返

して、あの小さい表示をじっと見たりなんていうことを必ずやるようになりました。最

近では食品だけではなく、お掃除の道具の薬品まで裏をひっくり返して表示を見て買う

ようになったんですね。最初はわからない物質も、これは何だろう。Ａという製品とＢ

という製品は成分というか、表示がちょっと違う。入っているのと入っていないのとあ

るけれども、どう違うんだろうなんて考えながら見ていくと勉強になっていくし、だん

だんわかってくるようになります。私なども本当にちょっとは賢い消費者になってきた

んじゃないかなと思っているところなんです。  

 それで、先ほど安全の基準、安全というのは 100％とは言えないというお話、これは

お話伺ってよくわかりました。ただ、例えば１、２、３の三通りの検査をしたものが、

安全の度合いが最も高いという基準があったとします。そのときに、Ａという商品に関

しては１、２、３の三通りを行っている、Ｂは１と２しかやっていない、Ｃは１と３だ

け検査をしている。さぁ、あなたはどれを選びますかとなったとき、後は今度それぞれ

の人により安心の度合いというのが違うので、私は二通りしか検査していなくても、三

通りのうち二通りもやっていれば十分安心だわと買っていく人もいるでしょうし、いや

いや、あと一通り、やはり全部三通り検査を行っていないものは買えないわという人も

いるかもしれない。そういった消費者が判断するための細かい情報というのが欲しいな

と思います。  

 私自身、日頃職業柄、文化や芸能面、古典芸能も含めた世界で申し上げていることな

んですが、きめ細かさというのは日本人の大きな特徴で、その特徴が生かされているこ

とが、将来に向けて真の日本ブランドの確立につながると思っているんですね。そして、



それが国際的なステージに胸を張って出られて、しかも生き残れるのではないかという

ことを申し上げております。  

 その中で、食文化というのは、人の命と密接に関わっているものだけに、なおさらき

め細かい検査、表示をし、情報を消費者に提供して、そのことにより消費者の最終判断

を仰ぎやすくする世界をつくっていただきたいなと思っているんです。そしてひいては、

それこそ日本ならではの食文化と、世界からも言ってもらえるように考えていただけれ

ばと大変うれしく存じます。  

 以上です。  

○生源寺部会長  それでは、秋岡委員。  

○秋岡専門委員  不思議なことに、森本委員と全く同じことをお話ししようと思って

いたので、恐縮なんですが、同じことを繰り返させていただきます。  

 やはり今ここで消費者と、漠然としたものを消費者、消費者というふうにみんなで言

っているわけですけれども、確かに、食べると確実に体が悪くなるというものは論外で

すけれども、消費者というのは──消費者というか、食べ物を買うときに、やはり安全

なものであってほしいと思いますけれども、やはりもう一方で、１円でも２円でも 10

円でも安いものをというのが、これがやはりもう一方にあるすごく大きな消費者のニー

ズだというふうに思うんですね。その一番端的な例が、どんなに高くても無農薬の野菜

を買う人もいれば、国が安全だと認めている範囲内であれば、１円でも２円でも安いも

のを買い求めたいという方はたくさんいらっしゃるわけで、そういう方の数というのは

非常に多いというふうに思うんです。  

 安全については国にやっていただいて、じゃ、その安心のために国がどれだけ、どこ

までお金をかけてやるべきかというのは、やはりきちんとどこかでそれをコストという

ことで考えておかないと、トレーサビリティもどんどんやっていただいて構わないんで

すけれども、あとその情報も、その情報の加工度を上げるというか、どんどんわかりや

すくとか、見やすいものにというふうにしていただくのは構いませんが、でも、それは

当然そこで人件費もかかるわけですし、膨大なお金がかかってくるわけですよね。それ

を消費者が買うときにその分だけ、例えばおそばが 10 円高くなっていますという形で

はなくて、見えないところで、多分その税金という形で予算がぼんと出て、間接的には



買う人が払っているんだけれども、わからないという形になってしまっていると思うん

ですが、結局は何らかの形で納税者のところに回ってきているので、その辺のところは、

ほどほどでいいので、もしそのためのお金があるのであれば、もっと違うことに予算を

使ってほしいという人もいらっしゃるでしょうし。どこまでを国がやるべきことであっ

て、どこから先は個別の企業がほかの企業の商品との差別化を図るために、自分の努力

としてやっていくべきことなのかという決まりはきちんとつけるべきですし、あと、そ

の消費者も全部情報をそろえてもらってわかるようにしてもらったら私は選ぶわとい

うのでは、やはりこれからの消費者というのは、消費者も自分で努力していくんだとい

う、国と企業と消費者がやはりみんな努力しなくてはいけなくて、どこかでコストのと

ころでも考えていく必要というのはすごくあるんじゃないかなというふうに思いまし

た。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 ちょっとお待ちいただけますか。大口政務官におかれましては、所用のためここでご

退席になられます。  

 当初申し上げた時間を過ぎておりますけれども、もうしばらく続けたいと思います。

そして、このテーマについての議論を今後どうするかということにつきましても、後ほ

ど尐し私なりの考えを申し上げたいと思います。  

 それでは、増田委員、その後、横川委員。  

○増田委員  食品産業に関する資料の 13ページにあります廃棄物のことを問題にさ

せていただきたいと思います。  

 １つは、これだけ中食として加工食品が家庭に入ってくる量が多くなりますと、各家

庭で皆さんもご経験お持ちだと思いますが、膨大な包材が廃棄物として、家庭ごみとし

て出されております。それについて、各食品メーカーなどは、量販店に並ぶときのパッ

ケージの美しさとかボリューム感とかを計算して、デザインを工夫してつくられている

と思うんですけれども、あの包材の簡素化・簡便化というのはできるものなのか、でき

ないものなのか。例えば、先ほど日本人はきめが細かいと言われましたし、選ぶのは消

費者だと言われました。そこはやはりアイキャッチという大事なこともあるんだろうと



思うんですけれども、包材の廃棄量というのは、どこかでやはり問題にして、ごみを減

らすという視点から考えてほしいと思います。  

 それからもう一つは、中身の廃棄量でございます、13 ページにございます。産業廃

棄物として 411万トン、一般廃棄物として、事業系から 528 万トン。これを、耕畜連携

とか、自給飼料の視点から、畜産との連携の中に位置づけて、きちんとしたルートをつ

くることが、もはや可能な時期に来ているんじゃないかと。地域によっては成分調整を

して、畜産家に届けるというのは可能になっているところもあるというふうに聞いてお

りますので、ぜひこの道を、ここは図っていく必要があるのではなくて、はっきりと方

向を示していただきたいと思っております。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員  ただいまの廃棄物の問題、同じ 13 ページなんですが、外食産業は

リサイクル率が落ちているという数字がありますが、これはリサイクルが落ちているの

と、その残さをどう処理するかによって違いますので、誤解のないようにしていただき

たい。客数が減っていることも、残さが減っている一つの理由です。  

 もう一つ、この数字で申し上げておきたいことがあります。例えば残さというのは塩

分が強いと言われていますけれども、堆肥の原料になります。ところが、堆肥の原料に

輸送しようとすると、県外への輸送についてはやはり規制があって、農業のやっている

堆肥をつくる場所に残さが運べない──現実は運べないんですね。したがって、糞が出

て困っているところと、生ごみが出て困っているところと、堆肥が欲しいところと地域

としては、ばらばらなんですね。この辺はトータルで環境省も含めて考えないと、文面

ではきれいになるけれども、現実はどうにもならないということになりかねないと思い

ます。  

 農業の空洞化も問題です。何回も申し上げていますが、農業の空洞化と食品加工の空

洞化というのが起きていまして、相当進んでいます。日本のメーカーで、中・東单アジ

アに工場を持っていない工場はもう競争力がないといって、バイヤーが買い付けしない

ような状況まで来ていまして、多いところでは中国に加工場を１０以上も持つところも

あります。  



 これによって、材料を持っていって中国で加工して持ってきていた日本の製品につい

て、だったら中国で生産して中国で加工して持ってきた方が安いだろうって、誰でも考

えることなんですね。そっちへどんどんどんどん流れていってしまう。それが実は農業

の空洞化にもつながっているのです。  

 それから２つ目、添加物について国が適切に指定する仕組みを考えていただきたい。

一般に新しい添加物の指定申請は、申請してデータつくって指定認可をとるというと約

１億円かかると言われています。そうすると、海外でいろいろな認可を取ったデータが

あると、そのデータを持ってくると 2,000 万円弱で書類ができると、申請ができる。そ

うすると、１つの添加物を 2,000万円位ならば１つの企業さんが率先してやることはあ

りました。でも１億円かかって、認可がおりた翌日から全メーカーが使っていいという

仕組みは、これはどのメーカーも実は今までやらなかった。したがって、日本のみんな

が使っているからうちも使おうと言っていたら、添加物違反で捕まったというのが過去

の事例の中でいくつかあります。  

 そんなことを含めて、現実問題として、その辺に余分なコストがかからなくて、添加

物が適正に安全であると確認されたならば、あるいは国際的機関が認可している物質に

ついて、日本では国が確認して指定する、そういった形ならば、この問題も今後は起き

てこないのではないかと思います。  

 話が戻りますが、空洞化で一番問題になることは何でしょう。例えばネギが数年前に

問題になりましたけれども、ネギをつくる生産コストの格差の問題ではないんですね。

種をまいて育てる代金よりは、収穫して洗って皮をむいて袋にして段ボールへ詰める費

用の方が高いんです。だとすると、中国に勝つためには、そこに援助をすることによっ

て、中国のネギではなくて、日本のネギが流通するということが、考えられると思いま

す。  

 そういうときに、国としてきっちり国内の農業生産者に、例えばネギの産地に機械を

貸与して、そこでコストで勝てるような形をしないと、だんだんネギはつくらなくなっ

てしまう。そのうち日本のネギがなくなるとは言いませんけれども、大半が輸入になっ

てしまうという。大事なことは、問題が出始めたときにどう防ぐかということを国がき

ちんとやること、そうでないといろいろな問題が解決しないのではないかと思います。  



 したがって、国は安全な食品を安価で安定供給。だから、この安全・安価・安定とい

うテーマをもう尐し明確にして、それぞれの政策を打っていただきたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 かなり多くの委員の皆様方からご意見あるいはご質問をいただいたわけでございま

すので、ここで役所の方からのコメントをいただきたいと思います。ただし、時間が押

しているということもございます。また、今後役所として資料をお出しいただく、ある

いは考え方の整理をしていただくということも、今日以降あるかと思いますので、でき

るだけ簡潔にお答えいただければと思います。  

○村上総合食料局長  食品産業と農業との関係でございますけれども、５ページに考

え方の整理をさせていただいていますけれども、食品産業の原料などの海外依存あるい

は外食品の原材料、素材の海外依存ということが進む中で、やはり国内の農業というの

が空洞化していく、ひいては自給率に影響してくるという状況の中で、食と農の連携の

強化ということを言っておりますけれども、ただ、これを役所が唱えただけでは進まな

いわけで、その条件整備という意味で、やはり国内農業の方では、できるだけ価格は市

場で形成され、それから一定の下支えをしていくという中で、生産者が市場のシグナル、

ユーザーのシグナルあるいは消費者のシグナルに的確に対応していくという、そういう

条件整備をしていくということが非常に重要なのではないかと。そういう中で、やはり

国産農産物が外食あるいは加工産業に利用されていくという形がやはり基本なのでは

ないかというふうに思っているところでございます。  

 そういうふうな趣旨で、この考え方の整理をさせていただいたわけでございます。そ

ういう意味で、豊田委員等からのご指摘あるいは立花委員からのご指摘というのは、そ

ういうことを念頭に置きながら、我々はこの政策の見直しをしていくということが言え

るかと思います。  

 それから、そのときにやはりコストというのを、消費者は非常に重視しているという

のは否めない事実で、そこの点も非常に重要だと。ただ、他方で差別化といいますか、

得意なもので価格を維持するということも一方で重要であるのかなと。それはとりもな

おさず、市場の消費者の志向に生産者がきちんと対応できるかどうか、創意工夫が発揮



できるかということですから、そういう条件整備をしていく必要があるかというふうに

思います。  

 それからもう一つ、食品残さのリサイクルの問題もございました。政府としては、食

品残さの減量あるいは利活用、リサイクルということを法律・制度のもとに進めており

ますけれども、確かにまだまだいろいろ資料にもございますように、それぞれの業界に

なかなか難しい事情があるということで進んでいない面もございます。  

 そういう中で、増田委員がご指摘になりました耕畜、あるい食品産業と畜産・農業の

方の連携ということで、これは地域的に一部そういう取り組みがかなりなされてきてい

るということは事実でございまして、そういう情報を提供していく。それから先ほどお

話ししました食品廃棄物のリサイクルの法律の中でも、そういう取り組みに対する支援

という形で取り組んでいるという状況でございます。  

 以上です。  

○西川技術会議事務局長  技術会議事務局でございます。  

 立花委員の方から、技術開発について大分お話があったわけでございます。食品なり

農業に関する研究開発というのは、これは他分野に比べまして、非常に人員も経費も尐

ないというような実態ではございます。特に食品の場合は中小が多いということで、研

究開発力が务るという、それは事実だと思います。  

 ここに書いてあることが、尐し実際の最先端と違うのではないかといったようなお話

がございました。長寿・健康、今の時代はそちらを向いているのではないかというよう

なご指摘があったと思いますが、それはそのとおりだろうと思っております。  

 これにつきましては、私どもの研究開発の分野では医学部とか、そういうところとの

連携を非常に今強めております。今、非常に食品の世界で着目されているのは、特定保

健食品のような、ああいう機能性との関係で非常に着目されて、その分野は非常に増え

ていることは事実でございますけれども、これらにつきましても、我々としては研究開

発というか、国とか国立の研究機関だけではなくて、競争的資金制度を用いまして、具

体的にそういう能力のある方々といいますか、もちろん大手の食品会社も入ります。大

学とも連携しながら、そういうような開発支援を、研究資金の提供という格好で進めて

いるというようなことでございます。  



 また、技術開発については別途時間が設けられるということでございますので、また

そのときにでも説明できればと思っておりますけれども、ここでこういう例がというこ

とで、大手を全然相手にしていないんじゃないかとか、そういうことは全くございませ

んで、具体的に大手とも医療関係とも相当今深く連携をとりながら進めているというこ

とでございます。  

 それと、品種の話がございました。例に出したやつは米の品種とか、土地利用型作物

だったと思いますけれども、今そういう規制は一応なくなっているということではござ

います。  

○生源寺部会長  それでは、消費・安全局からお願いいたします。  

○高橋消費・安全局審議官  個別の問題でいろいろお話がありましたが、大括りして

２つの点についてお話ししたいと思います。  

 １つは安全・安心のコストについて。私どもとしては、コスト負担はこうあるべきと

いう紙はないですけれども、先ほど秋岡委員からのお話の中でありましたけれども、や

はり衛生的な基準に関しての最低基準というのは、これはやはり国としてきちっとしな

きゃいけないと、そこはやはり税の負担でやっていくべきだと考えています。  

 ただ、トレーサビリティでありますとか、あるいは先ほど出ていました無農薬野菜を

どうしても食べたい、そういった人達について税金を使うというのはないんだろうなと

いうふうに考えております。例えばトレーサビリティで言えば、予算でいろいろなこと

をやっていますけれども、これはトレーサビリティは確かにいろいろな意味で普及して

いくのはいいだろうということで、普及促進のために予算をつける、そういった格好で

やっております。最終的には、製品のコストの中でやっていただくものだろうというふ

うに考えております。  

 それから、何人かの委員の方から原料原産地の表示のお話ございました。どこの国の

ものかわからない、あるいはいろいろな食品の過程の中でいろいろなところで作られて

いますので、最終的にこれは一体どこのものかということになるわけです。  

 これは、原産地表示が行われている食品は、基本的には農産物と水産物と畜産物ある

いは米そのものですね。ですから、肉そのものとか、魚の切り身とか、それから米は米

ですけれども、それについて原産地表示をやっている。  



 それから、今度やりますというのは、生鮮食品に１加工工程加えたものを基本として

います。ですから、例えば魚を衣で包んだものなどについて、原産地表示を義務づける

ことにしております。  

 したがいまして、例でいいますと、ケーキ屋さんに行って、ケーキの原産地表示をし

ようとすると、ものすごい品目が入っているわけですから、その原産地表示については

至難の業なんですね。要するに加工度が非常に高いわけです。  

 ただ、現在の消費者からのお話をいろいろ聞いていますと、やはりどこのものを食べ

ているのかというのはやはり関心があるし、あるいはいろいろな問題が報じられると、

一体どこのものを食べたんだろうと心配になると。加工度の高いものでも、原産地表示

をやはり何か考えていかなくちゃいけないんじゃないかと。ただ、そうしますと、個別

原材料も全部、さかのぼって原産地表示をやりますということになると、これはもう多

分表示がパンクしちゃいますので、そういった意味で、逆に消費者の目から見て、川下

から見て近いところで、加工品のレベルで原産地表示ができるかどうか、その辺はこれ

からの宿題だというふうに考えております。これから着手していきたいというふうに考

えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 食の安全・安心の問題、また食品産業、まだあればということで、それを確認してか

ら次に移りたいと思っておりますけれども。食の問題。  

 それでは、大木委員。その後、新開委員もそうですね。では、お二方お願いいたしま

す。  

○大木委員  皆さんからいろいろご意見をお聞きして、消費者としましては、ここに

１ページの１になっている輸入の農産物と輸入原材料の安全性、これが不安に思うとい

うのが１位になっていますけれども、確かに聞くところによりますと、日本に輸出する

ものは、もう決められたものだけ検査をしないから、それ以外のものをつくってくる、

そして輸出をするということを聞いていますけれども、それが本当なのかどうかという

のがわからない。違うものを使って輸出するという話も聞いています。  

 それから、ホウレンソウのことについても、残留農薬を民間が最初に見つけて、それ

から国が加工食品についてという話も記事で見ておりますけれども、やはり民間の協力



というのもこれからも大事にしてあげなければというふうに、そして安全を守っていく

ということが大事だろうと思っております。  

 安全性というのは、国が基準をいろいろと決めてくださっているわけですので、やは

り消費者も安全の基準というのは自分で基準を決めなければ、それに対して基準を決め

なければいけないというふうに私は思っておりまして、例えばＢＳＥのことでも、私は

もう子供を産むわけではないわけですから、20年、30 年先になるんだったら、ちょっ

と緩やかな基準を持ってもいいかなというふうには考えますけれども、そうではない、

これからのお子さんに対してはということを思うと、やはりこれは慎重に、本当に慎重

に考えていただかなければいけないと思いますので、そこのところはこれからももっと

真剣に考えていただきたい。  

 あとは、安心ということは、安全が決まってくれば、あとはもう安心ということは信

頼をするということだと思いますので、そこはもう置いておいて、安全のことに関して

は慎重にやって、自分も消費者もきちんとそれを、自分の基準をきちんと決めるという

ふうになれば、大分違ってくるのではないかと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、新開委員、どうぞ。  

○新開委員  ６ページに「食の安全・安心の確保に関する課題と対応方向」、素晴ら

しいことが書いてあります。右下の図に、消費者が国産を選択した基準が、安全性で

82％という数字が出ております。逆に、輸入品においての不安というのは 91％出てお

ります。それで、いろいろ食品表示の件がございますけれども、大半が国内の安全なも

のを食べたいにもかかわらず、現在はカロリーベースで自給率が 40％しかございませ

ん。  

 それから、食品表示の件におきましても、先ほど横川委員も言っていただいたんです

けれども、表示の中身が、消費者が望んでいる表示ではないことが多いのですね。一番

消費者が望んでいるのは、輸入品の中身について一番知りたがっているんですね。にも

かかわらず、食品の安全性で、昨年からでしたか、全国 2,000 名の監視員ができました。

国産の農産物においては、ＪＡも農家もすごくトレーサビリティに取り組み、素晴らし



く良くなってきているんですね。だから、2,000名も国内の農産物とか表示に回るなら

ば、もっと輸入品の方に力を入れていただきたいと思います。１つ加工したら、何が何

かわからなくなっています。業務用の冷凍食品の会社に行きましたところが、レンコン、

ゴボウ、タケノコ、コンニャク、お菓子類、それから和食まで、解凍するだけいいもの

が山ほどありますね。それを食品産業で調理をして出したときには何の表示もなくて、

そういうことがどんどんどんどん増えていき、わからなくなっています。  

 何回目かの企画部会のときに言ったと思いますけれども、ピーマンに野菜としていた

ら、ピーマンにしないといけないというようなことを言われたから、消費者はそんなこ

とは望んでいないんですよ。ピーマンを知らない人は１人も九州にはいないと言ったん

です。行政の食品の安全・安心の考え方と、私達消費者が望んでいることとは、どこか

ずれていると思うんですね。  

 一番今消費者として望んでいるのは、食料品が安全であるか、安全ではないかという

ことを望んでいるんですよね。それから、また私達生産者側としては、本当に安全な農

産物をつくるように努力しないといけない。そういう部分では、日本の農業に対しては

非常にここのところ、要求は多かったと思うんですね。だから、農業者は一生懸命頑張

ってきました。でも、その裏側に輸入品においては、すごく検査が緩い。それからはっ

きりしない表示が多い。「遺伝子組み換えではありません」、そういうふうな表示でず

っと豆腐も納豆も醤油もそれで通っていますね。だから、できれば国産の農産物と輸入

品とを同じレベルで、同等に扱っていただきたいと思います。これをぜひお願いしたい

と思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 かなり時間が押しているわけでございますが、このあたりで食の安全・安心の問題、

また食品産業の競争力の強化に関する議論は一応終えてはどうかと思いますが、いかが

でしょうか。よろしゅうございますか。  

 横川委員から、１時間半では足りない、また村田委員だったでしょうか、国民の最大

の関心事であるというような、こういうことがございました。かなり時間を超過してご

議論いただいたわけでございますけれども、論点の開示というか、列挙というような印

象を私自身持っておりまして、今後、これは基本計画の見直しの作業の一環ということ



でございますが、これを踏まえた上で、今日出てまいりました論点についてどの程度こ

なせるかということを尐し事務局ともご相談申し上げながら、何分今後とも非常にタイ

トな中でいろいろな議題が目白押しでございますので、この問題についてのセッション

を改めて持つかどうかということも含めて検討してまいりたいと、こういうふうに思い

ます。  

 また、森野委員から、中間論点整理の主要３課題と絡めた形で議論すべき点もあると

いうご議論もございましたし、また、今後の技術の問題等とも絡むところがあるかと思

いますので、そのあたりの議論の仕方を整理しながら、改めてどれだけ持つかというこ

とについてご提案申し上げたいと、こう思います。  

 それでは次に、担い手・農地制度につきまして、事務局からご説明をお願いいたしま

す。  

○須賀田経営局長  配付されております資料の３－１と３－２がございます。便宜上、

３－２からご説明を申し上げます。前回いろいろなご意見をいただきました、そのうち

の主要なものにお答えできるかなという資料でございます。  

 ３－２、めくっていただきまして、１ページでございます。  

 前回、530 万円というのが唐突で何じゃいというようなご意見がいろいろございまし

た。この試算方法でございます。生産者が人並みの所得を上げながら、安定的・継続的

に食料を消費者に供給する、質の面、価格の面、安定的に食料を供給する、そういうた

めの所得の見方をどうするかという一つの試算でございます。  

 一番左にございますように、全産業、全企業の平均的なものとして、給与、それから

賞与、ボーナス、それから退職金と、これを積み上げまして、これは都道府県ごとに差

があるじゃないかというご意見ございました。当然のことでございますので、それを各

都道府県に存在いたします販売農家数で案分をいたしまして加重平均をして、平均的な

ものとして出したのがこの２億 1,000 万円ということでございます。これを 40 年で割

りますと、年間 530 万円という数字が出るわけでございます。  

 当然のように、農業者の場合には、年功序列型賃金体系でもございませんし、退職金

もございません。そういうものを足して 40年で割っておりますので、実際の企業経営



の中での職員の平均的な年俸よりは若干高く出ているのではないかというふうに思っ

ております。  

 ２ページでございます。２ページは、その担い手たる農業経営といったときに、面積

規模がすべてかというご意見がございました。決してそうではないということでござい

ます。左側に、担い手が目指す経営の要素というのを書いておりますけれども、こうい

うものを申請していただくということで、経営能力、技術力、それから生産の条件、こ

の中に経営規模とか労働力とか資本整備が入っているわけでございます。これを右側で

チェックをするわけでございます。  

 まず大事なことは、その企業感覚といいますか、企業的な経営感覚、マーケティング、

販売戦略、資金調達能力等でございます。そういうもののチェックが１つ。それから技

術。新品種活用能力があるか、土壌づくりその他の能力があるかという、いわゆる営農

技術でございます。３番目に、さらに所得追求。人並みの所得を追求し得る経営能力が

あるか、今後経営規模を拡大していくのか、営農体系をどうするのか、多角経営化を目

指しているのかどうか、そういうところをチェックさせていただきたいということでご

ざいます。  

 先ほど、この安心・安全もチェックポイントにすべきではないかという話がございま

した。これは当然の前提ということでございまして、基準を守らないような者を担い手

として位置づけることはできないし、また営農のところで輪作体系を守らないような者

を担い手と位置づけることはできないとしておりまして、来週、経営安定対策をまた論

議していただきますけれども、その中で、そのような使用基準だとか、輪作体系を守っ

ていないような者は政策の対象にしないということを提案させていただきたいという

ふうに思っております。  

 ３ページでございます。先ほどの食品産業のところでも出てまいりましたけれども、

食品製造、食品流通、外食、これらの方々にアンケート調査をやった結果でございます。

国産農産物の利用拡大についてどうかということで、過半のところが考えているという

ことでございました。  

 そのメリット・デメリットが２にございまして、メリットとして、やはり国産農産物、

鮮度の問題、品質の問題と、やはり安全・安心志向に応えられるという、そういうとこ



ろを大きくメリットとして捉えておられるようでございます。逆にデメリットといたし

ましては、先般も横川委員の発言ございました、やはり価格の面が一番気になるという

ことでございます。それからあとロットです。量的確保の面、ここが国産農産物の場合

は気になるということでございます。  

 それから、国内農業との連携あるいは参入の問題でございまして、３のところにござ

いますが、左が連携でございます、右が参入でございまして、現在連携を考えているの

が 28％、参入を現在考えているのが６％ということになっております。  

 この 28％と６％について、その４番目に、参入の方法についてどうかということで

ございます。無回答もございますので、足してこの数字になりませんけれども、フラン

チャイズ化というのが一番大きいわけでございます。フランチャイズでございますので、

ブランド名を使う生産で、その企業のノウハウを移転する。それに対して生産側からロ

イヤリティーといいますか、料金を支払うと、こういった形態の生産形態というのが最

近はやってきているわけでございます。フランチャイズ化いたしますと、先ほど言いま

したチェックポイントの中の、このマーケティングだとか、販売戦略だとか、資金調達

だとか、この辺の負担がなくなるということでございまして、営農に没頭できるという

メリットが生産サイドにはあるわけでございます。ただ、野心的な農業経営者は、そう

いうので縛られるのは嫌だという、そういう面もございます。  

 それから、４ページでございます。これは現在、特区ではなくて、一般的に株式会社

形態の法人がどれだけできているかということでございまして、右側にございますけれ

ども、現在 86社ございます。その特異な形態、他産業からの参入の例を下に掲げてお

きました。一番上の柑橘ジュース、シャーベットの加工会社が、自分の会社を株式会社

に経営形態を変更したのを契機にして、生産面にも入ってきたということでございます。

加工用、染色用の柑橘の生産を始めております。２番目が、日本でも有数の私鉄会社の

グループ企業２社が、地元の農業者に出資をいたしまして、有機・低農薬野菜の生産に

取り組んで、グループ内のレストランで使っているということでございます。一番下が、

園芸用の販売会社が花きとかサクランボの生産に参入をしたということでございます。  

 ５ページでございます。新規参入の話でございます。新規参入に冷たいのではないか

というお話がございました。新規学卒あるいは他産業から農業に参入される場合、まず



技術を身につける必要がございまして、農業大学校なり、先進経営体の中で研修をする

わけでございます。そこに無利子資金を用意させております。そして、その研修が終わ

れば、実際に就農するわけでございます。初めのうちは経営体の中で研修を兹ねてやる

わけでございますけれども、いろいろな資金が要りますので準備のための無利子資金を

用意させていただいていると、こういう仕組みになっておるわけでございます。  

 資料３－１でございます。担い手・農地制度見直しの検討方向ということでございま

して、１ページに全体の概要を書かせていただいております。農地制度の見直しの方向

といたしまして、課題を４つ掲げてございます。１つが、担い手への利用集積という問

題でございます。構造改革が遅れているということで、他産業並みの所得を目指す認定

農家というのがまだ 18万 7,000戸ということでございます。予備軍が 19万戸、卒業生

が３万戸という数字がありますので、これら予備軍を合わせますと、目標としている

40 万経営体ということの達成が可能になるわけでございます。  

 これについては、右側に矢印が出ておりますけれども、右側に地域の実情に応じて利

用集積を加速化していこうということでございまして、黒い点が３つございます。一番

上が、この担い手と目される人がいる地域でございまして、誰を担い手とするか、その

人に誰と誰の農地を集積していくか、他の方々はどんな役割を担うか。これはもちろん

サービス事業というのも入っているわけでございますけれども、こういうことを合意を

いたしまして、それを実践していくという形態が１つでございます。  

 その下にございますのは、総兹業地帯。担い手というのが不足をしているという場合

には、地域合意によって集落営農という形にまとめていただきまして、それを発展的に

経営体としての組織化・法人化を図っていくという形態が１つでございます。  

 そして、兹業を含めまして受け手がいない、条件が悪いというようなところは、新規

参入なり、特定農業法人なりを、農協の力も得まして設立をすると。そこでの受け手に

なっていただくということでございまして、新たに農地だとか金銭の出資ということが

必要になるわけでございます。このような方向で利用集積を加速化していきたいという

ことでございます。  

 次が、その下にございます耕作放棄地の増加でございます。34万ヘクタールに及ん

でいるということでございまして、東京都の 1.5倍、鳥取県の面積と同じ規模でござい



ます。これを、右側にございます、市町村によりまして耕作放棄地の解消・抑制プラン。

これは後で出てきますけれども、もう駄目なところは山林にすると、そうでないところ

は耕作放棄地の解消を図っていくということで、四角で囲っておりますけれども、対応

に応じて対応を考えていきたいということでございます。上から、地区内あるいは地区

外に受け手がある場合には、できるだけそちらの方へ持っていくと。受け手のないとこ

ろでは、新規参入なり特定農業法人を設立していく。これは上の方向でございます。  

 問題は下の２つでございまして、耕作放棄をしている所有者が協力しないといった場

合には、特定農業法人が強制的に賃借権を設定するという道がないかと現在検討をして

おります。  

 それから、一番下が所有者がいない。例えば、おじいさんの時代に移民したとか、そ

ういうケース、あるいは後継者がどこかに行ってしまってわからない。しかしながら、

その土地が草ぼうぼうになりまして、害虫が飛んでくる、雑草が飛んでくる、土砂が流

出する、水利がきちんとしていない。こういった場合に、そういうものに黙って市町村

等が適切に管理をするということができないかということを検討しているわけでござ

います。  

 それから、この問題は特区の問題がございまして、農業外からの新規参入ということ

で、今のところ問題が生じていないようでございます。問題が生じていないようでござ

いましたら、これを大きく展開をしていきたい、我が方の法律にして展開をしていきた

いと考えております。  

 耕作放棄の問題の下が、都市住民のニーズにどのように対応するかでございます。こ

の都市住民のニーズ、市民農園も特区で認められている部分がございますので、その点、

全国展開を図る等をしたいということでございます。  

 一番下が優良農用地の確保でございます。虫食い的な農地転用をどのように防止する

か、不法投棄による違反転用にどのように対応していくかでございまして、できるだけ

地域住民が、あの農地は残してほしいとか、この農地は転用の方へ持っていってもいい

んじゃないかとか、そういう声が反映できるような区域変更にしたいということと、違

反転用の疑いのある者に対しては立入調査権、農業委員会による立入検査権を認めてい

きたいというようなことを全般的に考えているわけでございます。  



 その一つ一つの説明が２ページ以下でございまして、２ページが、その担い手への農

地集積の加速化の問題でございます。前回も出ました。左の下に囲っておりますのが制

度の問題でございまして、農地の利用集積の対象となる担い手を明確化するということ

で、認定農業者の目標水準の考え方のばらつきをなくして統一していく、かつ本人の同

意を得て、この人が担い手だということを公表していきたいということでございます。  

 それからその下に、「地域での合意形成の促進による利用集積の加速化」というのが

ございます。「地域の合意を基礎とし、集積すべき担い手を明確化」と書いております

けれども、誰の土地をこの人に出すかということも明確化していきたい。そして、特定

農業法人、特定農業団体、これがちゃんと経営的に発展をしていく道筋もちゃんと明ら

かにしたいということでございます。  

 農業生産法人制度に関しましては、現在、法制審議会で、Limited Liability Company、

ＬＬＣの会社形態を論議されておるようでございますので、それを生産法人の一形態と

して追加をしたいというふうに考えております。  

 ３ページは、支援措置でございます。右にございます望ましい農業構造を実現するた

めの支援措置でございます。「担い手を対象とした経営安定対策」、これは来週以降、

またご議論を願うわけでございます。  

 それから、「担い手への施策の集中化・重点化」。前回ご議論をいただきまして、担

い手を育成する意欲のあるところに事業を優先的に実施するということにしたいとい

うふうに思っております。  

 それから、法人化を進めたいということで、「農業生産法人の経営基盤の強化」とい

うことでございまして、農地保有合理化法人や農業再生ファンドといったものを活用い

たしまして、農地の出資のみならず、金銭の出資を行いまして、規模拡大を支援したい

ということでございます。  

 それから、「地域での話し合いによる合意形成の促進」といたしまして、前回も出ま

した、世話役、地域リーダーというものを育成・確保したいということが１つでござい

ます。  



 それから、先ほども出ましたけれども、農地保有合理化法人が農地のみならず、金銭

出資も行うという仕組みをつくりたい。農業サービス事業体の活動の支援ということも

していきたいということでございます。  

 それから、一番下が「面的なまとまりのある利用集積の促進」ということが書いてご

ざいます。これは、１つは地図情報化と言っているマッピングということ、土壌の状況

だとか、土地の状況を情報化いたしまして、どこで何をどのようにつくればいいかとい

うことを、情報提供をしたい等でございます。  

 ４ページでございます。前回も出てまいりました耕作放棄地対策でございまして、真

ん中にございますけれども、市町村がプランをつくるということで、遊休農地を農地と

して今後とも活用すべきものと、山林等への転換を図るべきものに分けるということで

ございます。それがまず第一でございます。  

 真ん中辺の上に②と書いてございまして、「所有者・地域等による遊休農地の有効活

用」とございます。これが地区内あるいは地区内に担い手がおるような場合に有効にな

るわけでございまして、農業委員会が情報の提供、斡旋をするという仕組みでございま

す。  

 それから、新規参入の話が③にございまして、特定農業法人が買入・借受協議をする

というふうに書いてございます。これができることなら、強制的な賃借権の設定という

ところまで持っていきたいということでございます。  

 右側にございます特区方式による農業生産法人以外の法人の参入問題、先ほども申し

上げました。何事もなければ全国展開ということでございます。  

 それから、耕作放棄地対策といたしまして、農地の権利取得の際の下限面積を下げた

い。10 アールとか、そういうような面積で耕作放棄地があるわけでございますので、

そういうところでもちゃんと権利取得が可能になるようにしたいということでござい

ます。  

 ④が、それでも駄目な場合で、公的管理ということでございまして、農地保有合理化

法人が仲介でなくて、もう中間管理ということで、そういう機能を合理化法人へ与えた

いということと、所有者不明農地については、市町村が黙って管理を行えるような仕組

みを検討していきたいということでございます。  



 ５ページが、都市住民のニーズへの対応の話でございます。そこの真ん中にいろいろ

なニーズが、特に自宅近くで農地を借りて農業がしたい、定年退職後、田舎に帰って農

業をやりたい、週末に農業をやりたい、このような需要が増えているようでございまし

て、市民農園も特区方式でやれるということになっております。それを全国展開してい

きたいという話でございます。  

 それから、その下にございます都市住民等の農地の権利取得、これは大きな面積いら

ないわけでございます。担い手への農地集積に支障が生じない範囲、そういう地域の農

地に限りまして、小規模な農地取得も可能にするようなことを考えていきたいというこ

とでございます。  

 ６ページが、優良農用地の確保の話でございます。これは先ほど来出ております。一

番上に農振地域の区域変更の場合に地域住民の声が反映できるように、無秩序にはしな

いという話でございます。真ん中が、転用基準の見直しということでございまして、公

共転用についてもできるだけ整序ある、転用の例外だみたいなことを言って無茶苦茶し

ないように、整序あるような転用に持っていきたいということと、知事の転用の権限の

裁量の幅を広げたいということでございます。一番下が違反転用の対策ということで、

立入調査権というものを、違反転用のチェック体制として強化していきたい。おおよそ

このような内容で見直しをしたいというふうに考えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、意見交換を行いたいと思います。どなたからでも結構でございます。  

 それでは、杉本委員、その次に西山委員、安土委員、安髙委員。  

○杉本臨時委員  今説明がございましたけれども、３－１の資料の５ページの方の農

地転用の違反が出た場合のというところですけれども、これまでこの農地制度のことに

つきましてはいろいろ議論をされてまいりまして、その折々に、私はガイドラインとい

うんでしょうか、そういうものは国の方で決めていただいて、マニュアルは地方にとい

うようなことを申し上げてまいりました。どういうふうに改革をされるのか、具体的な

ものが見えていない中で申し上げるのはあれですけれども、どうも農林水産省の方では、

この農地制度の規制を緩和するという表現でいいのかわかりませんけれども、広めてい

こうとされている。  



 この５ページの右下の方では、議論にものぼりました産廃とか、悪質ないろいろな事

例があるので、その対応も考えてほしいという意見もあった中で、ここの表現は、違反

が出た場合については各自治体にその権限をつけましょうというような表現になって

おります。  

 これ大変困るわけでございます。優良な事例が出ているのも承知いたしておりますし、

優良な方々にいろいろな農地を活用していただいて、農業の振興なり、農村の振興を図

っていただくことは、私はいいことだというふうに思っておりますけれども。特区とい

うのは優良な方がやったことでの結果が見えているという現状で、これをすべてオープ

ンにしてしまって、結果がどうなるのかということには、私はまだ疑問があります。こ

の表現では、オープンにして、万が一違法的なものがあった場合には、市町村が始末し

なさいというようなことなんですね。  

 我が町にも、産廃関係のもめごとがありますし、近くにもこういったもめごとが発生

している市町村がございます。一度許してしまうと、違法があったら処理なんていうの

は、市町村でできるような状況ではございません。よほど大変なことになるんだという

ことを、皆様方ご理解をいただきたい。  

 今、農地制度を緩和されていこうとするのでしたら、市町村に、それを選択するか、

しないかという、緩和の選択の自由という、そういう権限も付与していただきたい。国

は各自治体全部がこういうことができますよというようなことにして、後始末の出口議

論だけを市町村で決着しなさいというやり方ではなく、法はオープンにしても、それを

選択するか、しないかは地方自治体の自由ですよというようにしていただきたい。入口

の規制を緩めるなら、自治体の自由というか、選択権というものを持たせていただいて、

後始末のことも議論されるようならいいんですけれども。  

 どうもこの資料の中では、農林水産省というところは農地制度を全面的に緩和してい

きたいというような意向が見えるのは、私としては残念だし、農林水産省の方々は、そ

ういう中山間地域だとか、農村側の違法な状況をどこまでご理解になっているかと、甚

だ私は疑問を感じるし、憤りすら感じますね、そういう実態をご存じない中で議論が進

められるというのは。ということが１つ。  



 もう一つは、４ページ目に新たな耕作放棄地の農地のところで、市町村にプランを立

てさせてうんぬんというような図表が載っておりますが、これはイメージ的なものなの

かどうかわかりませんが、黒い矢印、真ん中辺は２つしかないんですね。農地として活

用すべきものと、農地として利用に乏しいもの、利用ができないようなものは山林にし

てしまいなさいというようになっています。  

 実は、私どもの方では、耕作を放棄するということについては、すべて担い手がいな

いからどうのこうのというのではなくて、耕作を敬遠される農地というのもあるわけな

んですね。それは、これだけ大型機械が入るようになりますと、農道等がそういった機

械化に順応できないようなもの、あるいは用水・排水路が老朽化してきて、その農地そ

のものの品質的なものが受け手としては尐し敬遠されるという、そういう農地もあるわ

けなので、もう２つしかないというのではなくて、市町村の方でも、その農地を復活さ

せるというんでしょうか、高度化させるような作業ができるわけなので、活用していく

ための部類に入っているのかもしれませんけれども、農地を復活するやりくりというも

のも、この項目の中には入れていただいて、農村振興と農業振興がうまく相まっていけ

るような方策も検討いただきたいというふうに思っております。  

 以上、２つです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、西山委員。  

○西山臨時委員  今の農地問題とはちょっと違うんですけれども、いいでしょうか。

担い手についてちょっと。  

○生源寺部会長  構いません。  

○西山臨時委員  担い手問題の中で、これは全国同じかどうかちょっと私わからない

んですけれども、北海道のような専業農業地帯で新規就農する、そういう方への支援に

ついて、ちょっと意見を２つばかり述べたいと思います。  

 １つは、このたびのこういう台風被害、特に 18号被害に関わってなんですけれども、

実は今年新規就農した、私の留萌管内でも５人の若者、20代から 30 代がおられます。

私も４月から出張のたびに現地に出ては激励をしてきた方なんですけれども。この方々

が、新規投資をした施設被害を受けられました。ハウスのパイプが使い物にならない位



ぐにゃぐにゃになったとか、それから牛舎の屋根がぶっ飛んだとか、あるいはブドウの

新植をしたんですけれども、それが全部塩害により全滅をしたとか、非常に厳しい対応

がございました。  

 こうした災害を受けた新規就農者への配慮というのが、今回のこの担い手対策の中で

非常に重要だなと思うんですよ。というのは、新規就農者というのは、これは変な話で

すけれども、農林水産省のようにたくさん資産があって、10省庁の中で黒字を持って

おられる、そういう、これは全然余計な話なんですけれども。新規就農者というのは、

もともとそういう資産のない方でございます。したがって、そういう方々が今度──今

まで新規就農にかかった、それぞれの施設にかかった投資、そして今度はそれを償還を

していくというのと、今度は自ら今回被害を受けて復旧をしなきゃならんという、こう

いう復旧の対応というのが、ある意味でダブルパンチに、自分の背中に背負ってくると

いうようなことになります。  

 もちろん、新規就農者への配慮というのは、据え置き期間が５年間、長期にわたると

いうような対応もされていますし、あるいは基金協会の機関保証という、人的連帯保証

がなくてもいいという、新しいそういう無利子の就農支援資金という制度が、これまで

とは格段の充実がされているということは重々理解していてのお話でございます。  

 今申し上げたようなダブルパンチの負担を強いられているという、そういう場合に、

例えば償還の据え置き期間をさらなる延長をしていただきたいだとか、あるいは貸付限

度額、例えば限られているんですね。新規就農の場合の就農資金の限度額、例えば 2,800

万円なら 2,800万円。しかし、その 2,800 万円を使い切った方が、さらに先ほど言った

ようなダブルパンチになった場合に、復旧のために特別枞を設けるといった格別の支援

策を講じる必要はないのかなと思います。  

 これは、日本列島が今回のように災害が頻繁に起こるという、そういう中で、新規就

農者が安心して営農していくという、そういう施策の充実をしないと駄目じゃないかな

というふうに、地域農業を特に新たな発想で支えていこうとする、そういう新規就農者

に対する支援策のさらなる充実というものをぜひお願いをしたいなと思っております。  

 それからもう一つございます。今回、資料３－２で５ページに非常にわかりやすい新

規学卒者、参入者の参入についての１つの絵がございます。これ実は尐人数グループで



７月の議論のときに、新規就農者というのはやはり極めて地域にとって重要だと。した

がって、そういう新規就農者向けのわかりやすい就農ハンドブックのようなものをつく

ったらどうかという、そういうお話がございました。つまり、この５ページの１枚の資

料に、さらに詳しく、やさしく、意欲的な新規参入をしたいという方にそういうハンド

ブックのようなものをおつくりになってはどうかと。その中で、前段で申し上げました

ように、災害の支援というようなものも、将来も含めて安心して就農できるような、そ

ういう対応策というものをきちっと盛り込んだものが必要かなと思うんです。前回そう

いうお話をすればよかったんですけれども、特に新規就農も災害というようなことで、

そういう対応が必要じゃないかなということでございます。  

 以上です。  

○生源寺部会長  それでは、安土委員、どうぞ。  

○安土専門委員  都市の住民というか、都市のサラリーマンについてのご認識という

ような問題になるんじゃないかと思うんですが、私は会社に勤めて 10 年位経つ間に、

つくづくと会社が嫌になって、こんなことをして一生送っていてもどうにもしようがな

いというふうに考えまして、当時、海のものとも山のものともつかないスーパーに自分

で希望を出して、その後、人生を歩んできたわけですが。  

 都市のサラリーマンの非常に多くの人が、そのときの私と同じような気持ちになって

いる人がたくさんいるんじゃないかと僕は思うんです。例えば、その労働条件にしても、

いろいろな産業の話を聞いていても、ひどいところは１年に数日しか休まないで働いて

いるとか、夜間、朝から晩まで働いたあげくに、夜の 11時から打ち合わせをやって、

次の日また朝８時か９時に出ていくとかというような非常に過酷な労働条件の中で働

いている都市のサラリーマンはいっぱいいるわけです。  

 そしてまた、バブル崩壊後には、リストラというようなことが非常にはやっています。

今、朝電車で人身事故と言われているのは飛び込み自殺なんだそうですが、そういう、

どうやって自分の人生を切り開いたらいいかということを必死になってもがいている

たくさんのサラリーマンがいる。中高年齢はちょっとまた別の問題があるかもしれませ

んが、30代の人とか、あるいは就職して会社というのはこんなものだと思わなかった

という人達がたくさんいます。そういう人々のなかには 530 万円の年間所得を平均して



得られる農業に人生をかけて働きたいと思う人も尐なくないと思う。でもそういう人が

農業ができるのかといったら、実際上はできないんじゃないでしょうか。  

 これを拝見すると、例えば見直しの具体的な検討方向の１ページの「耕作放棄地の発

生防止・解消のための施策の充実」というところに、対応が５通り書いてある。「新規

参入、特定農業法人設立」で、よそからやってきてよろしいという「受け手なし」のと

ころですね。農業の担い手というのがあって、担い手がなくなって、どうにも使い道が

なくなったら、よそからの人にもやらせていいよというような感じを受けざるを得ない。  

 また５ページのところにいって、都市住民の多様な農地需要への一層の対応というと

ころを見ますと、都市住民の農業への関心、趣味的な農業だとか、いろいろ書かれてい

ますが、趣味ではなくて、本気になって農業をやりたいという都市住民、もう都会の生

活や大企業の中のこういう人生は嫌だと思っている人がかなりいるであろうと思うの

に、なぜ彼らが農業を目指さないかと言えば、今までそういうチャンスがないからであ

って、どこか自分の田舎に行って、遠い祖先の田舎へでも帰って、そこの農業の手伝い

でもやるかというのでは、夢も希望も何も持てませんから。  

 一体どういうやって、その人達が農業をやったらいいのか。農業の方から見ると、こ

の担い手、特に土地と絡んでいく農業ということは非常によくわかりますけれども、日

本全体で見たときの労働力のバランスというような観点からすると、ちょっとあまりに

も農業サイドから見過ぎているような気がいたします。  

 それで、他産業並みの収入が得られるかどうかということは、一言で言って、国際競

争力があるようなものであれば、必ず他産業並みのものは得られるというわけです。し

たがって、その範囲の中では自由に競争をして、担い手はどんどん変わっていくことが

非常に重要で、前にも一度申し上げたことがありますが、私自身の人生にも、必死にな

って夜も寝ずに、新しい技術革新をやろうと思って考えたのは、業績が下がったり競争

相手が出てきたときでありまして、それが競争も出ない状況の中で、担い手はもうあな

たですよと決められて、そこで技術革新が次々生まれてくるという状況を、私は自分自

身の企業経営の体験からいっても非常に考えにくい。つまり、担い手がどんどん変わっ

て脱落するおそれと、それからうまくいけば成功していく可能性と、その両方の間で人

間は意欲が出てくると思うんですが、この説明からはそういう感じを受けないと、もっ



と抜本的に、特に都市のサラリーマン、都市における働き手と農業という、これに書か

れているのとは全く違う視点からの光を当てる必要があるのではないかという気がい

たします。  

○生源寺部会長  安髙委員、どうぞ。  

○安髙委員  私も今、安土委員が発言なさったような部分を、私から見た形になるん

でしょうけれども。  

 他産業並みの所得というところが、大事なのは他産業並みの生産性を実現すること、

あるいは目指すことであろうと思っております。要するに、そういうふうに努力してい

く。だから、食品産業の先ほどの中のフレーズにあったのですが、売上高に対する研究

費の割合が他産業に比べて低いとなったら、それだけの研究費を投入できる経営体を担

い手とすべきであるし、そういうところを支援すべきである。だから、前回も私申しま

したように、面積でいくと、農家がまた勘違いしてしまう。それこそ中・長期的に立っ

て、発展的な基盤が確立できるような、そういう意味で担い手対策を打っていかなけれ

ばならないんじゃないかと思っております。  

 そういう意味で、担い手というのが、確かに今回見てみますと、農家という言葉から

担い手、農業経営となってきております。農家となったときには、生活と農業といろい

ろなものが一体になってしまうんですが、最近農家という言葉がだんだん影をひそめて

きて、農業経営になってきました。ここでは経営体と経営者というものがあると思いま

す。経営体という、前回の議論のときに須賀田局長がおっしゃった必要条件です、面積

は。その面積を備えている経営体が、果たして経営能力のある者によって継承されるか

どうか。これからの担い手政策で大事なのは、経営能力のある者が継承できるような形

に持っていかなれば、農業の競争力は上がらないんじゃないか。継承と言われたときに

も、やはりじゃあ農家のその子弟が、本当に農業に対する意欲があり、また経営者とし

ての能力があるかどうかは別問題だと思っております。  

 そういう意味で、ある意味、新しい参入も必要でしょう。参入というのは、私は自由

度が必要だと思っております。しかし、この農業の中で自由度を達成するためには、強

力に規制していかなければならないものがあると思っております。それは農地制度だと

思っております。農地制度を強力に規制することによって、初めて直接支払い、担い手



への重点化、これが機能してくるんじゃないかと思っております。だから、担い手の論

議だけ、直接支払いの論議だけでは、生産性の高い農業へは向かないのではなかろうか

と思っております。  

 それから１つ質問があるんですが、530万円、14ヘクタールというのがあります。こ

れ、私なりの労働時間の試算をいたしますと、経営体によって、地域によっていろいろ

差がありますが、大体 1,600 時間から 1,800 時間位だろうかと思っております。その中

で労働ピークがありますので、果たしてその労働ピーク、どのようにこなそうとなさっ

ていらっしゃるのか。例えば 14ヘクタールを 30ヘクタールにしたときに、まだ 3,000

時間ですから、１人で働くことが可能なんです、年間は。ただ、労働ピークがあります

からできない。だから、稲作、麦、大豆となったときに、形からすると、専業では成立

し得ないんじゃないかと思っております。  

 私どもの農協の管内でも、ほとんど土地利用型での専業というのが非常に苦しくなっ

てきております。形態として専業が成立しないからです。だから、野菜と一緒にしてお

けば、トラクター、農舎、トラック、こういうものが、減価償却が稲作にかかってきま

せんから、それなりの経営が維持できます。稲作は時間所得 3,000 円ですけれども、ほ

かの農作物、野菜関係は通常時間当たり 1,000円前後です。それでも吸収できるところ

があれば、まだ農業として成立していきます。  

 だから、この 14ヘクタールという形は、古き良き時代の農業経営がまだイメージに

残っているのではなかろうか。これから５年先、10年先、私はこの形、いわゆる水稲

専業に近いものは成立しないんじゃないかと思っております。そういう視点で議論して

いく必要があると思っております。そういう意味で、この労働時間のピークについて、

どのようにお考えなのか。この点だけは質問とさせていただきます。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 現在、１時尐し前であります。まだご発言を希望されている方がおられます。１時と

いうことになりますと、これは皆様方の同意を得て尐し延長するという形にすべきだと

いうふうに思いますが、よろしゅうございましょうか。  

 では、もうしばらく延長して議論を進めてまいりたいと思います。  



 中村委員が挙手をされておりますので、どうぞ。  

○中村委員  それでは、私は農地に関連して発言したいと思っております。  

 資料が、かなり現場でも理解しやすい方向での整理がされてきているという感じがし

ますが、ここに出ております４課題に対しまして、これから検討されるについて、３点

ほどお願いをしておきたいと思っております。  

 １点は、先ほど局長の報告にありましたように、農地情報について整備が必要だとい

うことです。これは４課題の結果を得るためには、共通した基本的な問題でありますの

で、ぜひともこの農地基本台帳の地図化の一層の促進、これは財源も含めて促進できる

ようにご検討いただきたいということと併せて、特に遊休地の対策、農業法人の業務の

チェック、あるいは不在地主への対応の問題は、やはり一定の権限を持つことが必要だ

ということで、大変難しい問題とは思いますが、農地基本台帳の法定化についてご検討

がいただけないかというのが１点目でございます。  

 それから２点目は、保有合理化機能の強化です。この農地の流動化、集積については

３ページに整理をされておりますが、とにかく現場の担い手が望んでおりますのは面的

な集積です。したがって、利用権、所有権のプールと再配分、これが十分発揮できるよ

うに、やはりさらなる強化についてのご検討をいただきたいというのが２点目でありま

す。  

 それから３点目は、多様な農地に対するニーズに応えるための５ページの都市住民等

への農地の規制緩和の問題であります。こういう方向は時代の趨勢もあり結構かと思い

ますが、蚕食的な利用になっては困ります。あくまでも優良農地を守るという観点から

も、秩序のある土地利用ができるように、我々は例えば地区指定等を行ってはどうかと

いう提案もしておりますが、優良農地が蚕食されずに、それから担い手の農業経営と競

合しないように、しっかりした土地利用のもとでやっていただきたいという３点でござ

います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、森本委員。  

○森本専門委員  ちょっと前回の議事から続いた発言になるんですが。安土さんがこ

の前の最後に競争するのは当たり前だと、また競争して、その農地として成り立たない



ところを山林にするのは至極当然であるというような発言を最後にされたわけですね。

それに関して、私もちょっと発言したかったんですけれども、時間が時間だったのでや

めたんですけれども。  

 若干、農家サイドからの意見も聞いていただきたいと思うのは、当然、小売業に携わ

っておられる安土先生から言われればそうだろうと思います。しかし、私ども農家から

すれば、競争の必要性があるのは当然だと思っているんです。しかしながら、これには

食管法の歴史が介在すると思うんですね。私達農家は、競争することを止められて 50

年以上来ているんです、はっきり言えば。そして、米が尐ないときには無理やりに供出

することを義務づけられて、結局今度は米が余ってきたから、食糧法で勝手にあなた達

はしていいよという世界にいきなり農家を追い込んでいただいても、それははっきり言

って、私達は難しいと思っている。だからこそ、私はこの企画部会がこういうふうに相

談しているんだと思いますし。  

 今現在、日本でお米をつくるのは、1,200 万トンつくる力があるわけですね。それを

実際市場では 850 万トンしか動いておりませんから、170 万ヘクタールあればいいわけ

です。実際 240 万でもですね。そうやってくると、食料は外国から輸入すれば確かにい

い。しかし、農地が荒れてしまって、今後将来、じゃあ日本が、外国が何か飢饉とかが

あったときに、食料が足りなくなったときに、じゃあすぐ農地に戻せと言われても、そ

れはなかなかできない。  

 そこから私は考えますと、これは当然この農地制度の問題もそうなんですけれども、

これは国民の将来の食料を確保するための施策じゃないかなというふうに私自身思っ

ているわけでございます。これは極論でございますが、本当に自立するということを一

番に考えるのであれば、本来は農水省がこの国からなくなることが、一番農家が自立す

る最善の策かもしれません、はっきり言えば。  

 それともう１点は、認定農業者の話にちょっと戻らせていただきたいんですけれども、

この前の資料の中で、ベスト３とワースト３が出ていたんですけれども、その中で、主

業農家の割合からする数字を私自身でちょっと調べたんですけれども、結局一番悪いＡ

県あたりだと、主業農家が２万人いるのに、目標設定は 5,000 人程度しかしていないん

です、認定農業者の目標を。これは国がどうのこうのの話ではなくて、その地域がそう



いうふうにしか、まだ認定農業者制度というのを理解していないということにつながる

と思うんです。結局、理解している県は、主業農家の比率からすると、認定農業者の目

標設定を 90％以上に持っている県もあるんです。ということは、それだけ認知度に差

があるんじゃないかなと。  

 だから、私は、国が県にどれだけの認定農業者をつくりなさいという指導をする必要

はない。しかしながら、大体主業農家の割合から見て、30 代、40 代、50代というのは

把握はしていると思います。それと、担い手にならざるを得ない人間の数は大体わかっ

ていると思いますので、本来地域が、市町村がそういった数字を真摯に考えて、もう尐

し数字の積み立て方をして、初めて 40万経営体という数字に、国の言う 40 万経営体と

いう数字にできるだけ近づくか、それ以上になるということが、基本的には将来の集落

営農とか、いろいろ考えても、当然な結果になるのではないかと思います。  

 だからこそ、今のやり方ではまだまだ認定農業者が、数字的にはわかりますけれども、

やはりまだもう尐し、その辺のところを見直す必要が当然あるのではないかと思います。  

 ２点です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、永石委員、山田委員の順にお願いいたします。  

○永石臨時委員  資料３－１の３ページでございます。「担い手の育成・確保と利用

集積の加速化支援対策の充実・強化」ということでございます。  

 この中で、右の欄の真ん中に、「地域での話し合いによる合意形成の促進」というこ

とで、特に集落の「合意形成をサポートするとともに、指導的役割を果たすリーダーや

コーディネーターの育成・確保を支援」するという、これが今までなくて新たに出てき

たと私は理解しているんですけれどもどうか。  

 このような支援策の強化は、認定農業者がいない集落が 50％という中で、加速的に

構造改革を進めるというのは、やはりその地域をまとめる、あるいは集落で話し合いの

場へ引き出す、合意を図る、この役割というのは一番重要だと思うんですよ。こういう

面をしないと、加速的には進まないだろう。推進体制を一元化しますよと、前の川村局

長時代からこれはやるよと聞いておりましたけれども、それにプラス、こういう支援が



出てきたということは非常に評価しておりまして、ぜひ次年度あたりから予算化もお願

いしたいなということであります。これはお願いであります。  

 それからもう一つは、次の資料３－２の２ページのチェックポイントでございます。

「効率的かつ安定的な農業経営体へのチェックポイント」、これ前の累計別、規模別

530万円というのを出されて、かなり誤解されるのではないかという議論がありました

けれども、これも今認定農業者を効率的かつ安定的な農業経営体と言っているわけです

ので、目指すべき、これも誤解がないようにされた方がいいんじゃないかな。例えば、

対象となるいわゆる経営者というのは、企業的経営感覚にまず１つ優れていなきゃなら

ない、技術力も高くなきゃならない、他産業並みの所得を追求し得る経営能力を有する、

つまりかなり積極的に前向きに取り組む人間でなきゃならない。そういう対象となる、

今後、品目横断ですけれども、対象となる経営者像がこうだよと誤解にならないように

ぜひお願いしたいなということであります。  

 そういうことでお願いしたいと思います。  

○生源寺部会長  それでは、山田委員。  

○山田臨時委員  最初に、第１点です。530 万円ないと担い手でない、政策対象でな

いという受け止めで、相当地方から反発や諦めがあるわけでありまして、530 万円の意

味をやはりしっかり理解していかなきゃいかんというふうに思います。  

 今、安土さんからもあったわけですが、他産業でも２億 1,000万円でない人も当然い

るわけでありまして、当然産業や人により異なるというふうに思います。農業も、地域

の実態で異なるというふうに思います。要は、数字で画一的に基準をつくるというのは、

やるべきではないのではないかというふうに思うんですね。意欲ある人とか、それから

１人では無理だから共同で取り組みに参加する人、こうした意欲とか、それから参画と

いう、これを取り入れないと、大変な財産を失うことになるのではないか、人という財

産を失うのではないかというふうに思いますので、その点、お願いします。  

 ２点目は、３－１の資料の１ページについてでありますが、「課題」のところの「担

い手への利用集積の遅れ」で、実績が 221 万ヘクタールと書いてあります。これは前回

の繰り返しになりますが、須賀田局長が答弁されていたように、認定農業者だけでいう

と 120万ヘクタールだけなんですね。あとの 100万ヘクタールは、市町村が特に認めた



者とか、でき上がった人とかというふうに言っていましたが、結局は、100 万ヘクター

ルは多様性を持っているわけであります。このことは、同じ１ページの「対応方向」の

中に、「誰を担い手とするか」とか、括弧書きで、これにどのようにどうするかとかい

うふうに整理してありまして、話し合いを盛り込んで進めることとしていることについ

ては、私は評価したいというふうに思います。  

 ですから、担い手をこういう形で話し合いの中で明確化すること。そんな中で認定農

業者にしていこうじゃないかと、幅が広い認定をしていこうという、このことが大変大

事じゃないかというふうに思いますので、何度も言うんですが、この数字がまさに端的

に表しているというふうに思いますから、この数字どおり進めてもらいたいというふう

に思います。  

 ３点目は、３ページの農地利用改善団体を活用して、話し合いによる農地利用調整、

集積を行うということにしているわけで、このことについても賛成です。  

 しかし一方で、６ページでありますが、農地転用の問題について、ここに真ん中に光

を放って、「地域全体の合意に基づく計画的な土地利用が重要」と書いてあるわけです。

ちゃんとここで書いてあるのに、それじゃ、この「見直しの具体的方向」のところにい

きますと、ここに掲げてあるような取り組み方向が、「地域全体の合意に基づく計画的

な土地利用が重要」という部分に答えた具体策になり切れているかどうかという点につ

いて、甚だ実効性があるのかと思うんです。要は、必ずしも具体策は改革的でない、そ

こがよくわからないというふうに思います。  

 そこで、要は３ページの農地利用改善団体の取り組みと、これによる話し合いの利用

集積、それと、ここの転用の部分におきますいわば土地利用の計画づくり、そこを制度

的にリンクした仕組みというのはつくれないのかということをぜひ検討してもらいた

いというふうに思います。これは前回も若干申し上げましたが、改めて今日出された資

料を見まして、余計そう思いますので、資料の方向については評価すると同時に、もう

尐し踏み込んでいただきたいというふうに思います。  

 ４点目の話ですが、同じ６ページにありますが、左側の現状のところに、様々な形で

の転用の発生があるわけでありまして、現状の転用の実態を明らかにしてほしいという

ふうに思います。どこかであったのかもしれませんね、今まで。その上で、農水省のサ



イドで解決できること、多分ここに書いてある見直しの具体的方向というのはそうなの

かなというふうに思います。それとも、国交省も含めて政府全体でなければ解決できな

いこと、多分あるんだというふうに思うんです。そして、場合によったら、農業者の意

識改革で可能なこともあるということだと思いますので、その辺を知りたいわけであり

ます。  

 これらを踏まえて、前段申し上げた農水省のサイドで対策を講ずるということであれ

ば、農地利用改善団体の話し合いでの合意形成、これと農地利用計画を実効あるものに

制度的に仕組んでいけないのかと、こんなふうに思います。もちろん国交省に挑戦する、

政府全体の課題に挑戦するということを避ける意味では決してないわけでありますの

で、それの現状、実態を知らせていただきたいというふうに思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございます。  

 そのほかにいかがでございましょうか。それでは、村田委員。  

○村田専門委員  資料３－２の２ページ、チェックポイントの話です。先ほど須賀田

局長が口頭で補足されたので、念のためなんですけれども。  

 中間論点整理の中でも、環境保全に配慮した農業をするということが農業支援策の要

件となるんだという、そのクロスコンプライアンスが入っているわけですね。なので、

その担い手というのは、この左の方に書いてありますけれども、土壌づくりだとか、生

産工程の改善とか、そういうことを目指す人、そういう人でなければ、やはり担い手と

して──経営安定対策の対象者にならないんだということを念のためですけれども、入

れておくべきだと思います。  

 それから、このチェックポイントで３つあるのはもっともなことで、これに異論はな

いんですけれども。さっき山田さんがおっしゃったのは、他産業並みの所得を追求し得

る 530万円の年間所得のない人は駄目なんだというふうに誤解されるということなん

だと思うんですけれども。530万円の所得を今上げられるなら、もう経営安定対策は要

らないわけですね。経営感覚が優れているし、高い技術も持っている。さっき言ったＧ

ＡＰなり、環境に努力しようとしている。自分で売ることなんかいろいろ考えている。

でも、ちょっと他産業並みの所得にいかないな、ちょっと届かないな、あるいは、届い

ていたけれども、その後の市場化というか、グローバル化で価格が下がってやっていけ



なくなって、やる気があるのに農業をやめざるを得なくなった。積極的にやっていたん

だけれども、やめざるを得なくなった。そういう農家を支えるということが、国民経済

的に意義があるということで経営安定対策を考えるわけですね。  

 ですから、ここのチェックポイントの欄に、他産業並みの所得を追求し得る経営能力

を有する。つまり、追求していればもちろんいいわけですよ。その人達にさらに経営安

定対策をして万全を期すのもいいと思うんですけれども、いま一歩届かなくてちょっと

苦しくなっている。しかも、今後さらに苦しくなる客観要素があるわけですから、その

人達を支えるという、そういう観点というふうに理解すれば、山田さんの心配も尐しは

薄れるんじゃないかと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございます。  

 そのほかにございますでしょうか。豊田委員。  

○豊田委員  時間が押していますので、簡卖にやらせていただきます。  

 前回の資料に「これまでの農地制度の見直し」という表がございました。農地法以降

の４つの改正点等について非常によくまとまっていると思うんですが、結論的に申しま

して、ここまで来ますと、これらの農地制度を総括した新しい新農地制度といったよう

なものがもう必要になっているんではないだろうかなという印象を、今の議論を聞いて

いても特に強くいたします。それは、農業経営基盤強化促進法で認定農業者と特定農業

団体の担い手を提示して、それから構造改革特区で組織の参入と個人の参入を規定して、

農業振興地域で計画的な土地利用を規定しておりますが、実はこれいずれも結びついて

いるというのが今の議論ではないかなというふうな印象を受けまして。  

 つまり、意欲ある個人や組織の参入を認めていくことと、その地域で計画的に農地保

全を行うようなゾーニングといいますか、空間計画を選択できるようにしていくという

ことのドッキングを、理念的にも明確にしたような農地全体の法体系というのがもう必

要になっているのではないかと。今までそういう意味では、それぞれの法に従って行っ

てきたわけですけれども、やはりその時期に来ているのではないかなと。そういう根本

からもう一度考え直さないと、今ご議論された多くの方の意見の集約点というのはなか

なか見出せないんじゃないかと、そういう印象を受けました。  

○生源寺部会長  ありがとうございます。  



 そのほかにございますでしょうか。  

 秋岡委員、どうぞ。  

○秋岡専門委員  すみません、２つほどなんですが、今いろいろお話が出ています他

産業従事者の平均年間所得の話、計算方法とかはいろいろ議論も前回も出たと伺ってい

るんですが、他産業従事者としては、やはりほかの産業が最低所得、例えばパートさん

の最低賃金の規定とかはありますけれども、例えば国として、あなた達はこの位の所得

になるようにいっぱい政策を打ちますとあまり言われている気がしない。そうすると、

他産業の労働者というか、他産業で働いている人が見たときに、多分この意味が、なぜ、

例えば農業は最低所得政策とか、あるいは台風とかで本人の努力とかと関係なく被害を

こうむって、所得が得られないときの補償システムを講じますという形ではなくて、こ

ういう年間平均所得をこのレベルまで持ってくるという、戦後すぐだったら割とわかる

んですけれども、ほかの産業の人から見ると、何で農業だけこうなんだというのがとて

もわかりづらいので、この紙をご覧になるのは農業関係者の方が主という前提だとは思

うんですけれども、やはり一般の人が見たときに、多分納得はなかなかみんないかない

ので、ちょっとわかるように、さっき豊田先生のお話の中で何とかわかった気もしたん

ですけれども、その辺はちょっと説明をきちんとしていただきたいなということが１つ。  

 ２つ目が、もう一つの担い手と農地制度見直しの検討方向という紙の流れがずっとあ

って、最後から２つ目に、都市住民の趣味のための市民農園の話というのが１ページ出

てくるんですけれども、これから農地制度をどうしようとか、担い手に集中しようとい

う話がずっとあって、その後突然都市の人の趣味のためにどうするかという話が出てく

るのかが、その流れがよくわからないんですけれども。考えなくていい問題だとは言い

ませんけれども、それがここでこうやって取り出すような問題なんですか。  

 もしかしたら、そうじゃなくてもし書くべきだとしたら、農地を利用した農業の多角

的ビジネスの一環として、都市のそういう趣味としてやる農業のために農園をやるとい

うこともありますよという流れだったらわかるんですけれども、いきなりここで趣味の

ために農地を何とかというのが何でこういうふうに取り上げられているのかがちょっ

とよくわからなかったんです。  

○生源寺部会長  そのほかにございますでしょうか。  



 長谷川委員、どうぞ。  

○長谷川委員  今の秋岡委員のお話とも重なるんですけれども、先ほどもお話ししま

したように、ＧＡＰのところで、ＳＲの視点を入れてほしいというお話をいたしました

けれども、やはり今企業戦略の中でも、きちんとマルチステークホルダーと話ができる

こと、そしてネガティブ情報も開示できることというのが注目されております。  

 そういった意味で言いますと、やはりこれだけの施策を打っていくわけですから、認

定農業者につきましてもかなりの情報公開が必要であろうというふうに私は考えます。

市町村のところで情報公開が行われるというお話が前回たしかあったと思うんですけ

れども、個人レベルでの個人情報は除きまして、ある程度の開示は必要であろうと。そ

のことによって、消費者の理解を深めていくということが、双方ウィン・ウィンになれ

るというふうに私は思いますので、そういった情報開示が必要であろうというふうに思

います。  

 それからもう１点、都市住民への農地の取得なんですけれども、中村委員が先ほどお

っしゃいましたように、私も非常に危惧をいたします。株式会社への取得がこれだけ議

論されているんですけれども、これはすんなりオーケーなのかなと。例えば、私が一代

で 10アール以下を取得したとしても、次に子供の代で農業をやり続けるとは全く思え

ないんですね。そういった場合に、どういった担保をしていくのかというところがもう

尐しはっきりしないと、農村景観を守るという意味でも、非常に私は不安に思っており

ます。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 相当時間も経過しておりますので、できればこのあたりで一応ご意見を伺う時間は終

わりにしたいと思いますが、よろしゅうございますか。  

 それでは、できるだけ簡潔にお答えなり、あるいはコメントをいただければと思いま

す。  

○川村農村振興局長  農村振興局長なんですが、全般的な話は経営局長の方なんです

けれども、ちょっと次の予定がありまして、私の局に関係する部分的な説明で恐縮でご



ざいますけれども、資料３－１の６ページ、ここについていくつかご質問等もございま

したし、ちょっと説明しておきたいと思います。  

 農村地域の優良農地の確保という観点から、農村地域の振興法、それから農地法の転

用規制というのがございます。この図の真ん中にございますとおり、理想としてはここ

にあるとおり、「地域全体の合意に基づく計画的な土地利用」、また「違反転用への迅

速な対応」ということで掲げさせていただいております。山田委員の方から、必ずしも

これで十分ではないのではないかということがありましたけれども、これは非常に土地

利用制度に絡む話で、これすべてを法的に担保するのはなかなか難しいと思います。お

っしゃったとおり、国としてやること、また農業者の意識改革でやっていかなくちゃい

けない部分とか、それはあると思いますので、そこはまさに整理が必要だというふうに

我々は思っています。  

 それから、この農地転用の基準の関係でも、かなりこれまでの改正によって基準を農

地法の中に明確化するとか、いろいろな改善がなされてきておりますけれども、かなり

の部分、運用のガイドライン的なところでなされている部分もあると。そういうものを

現時点で見直したときに、本当に妥当なものがあるのかどうかというようなものも、必

ずしも妥当性がないのではないかというようなものもありますので、そういうところは、

現時点でしっかり見直しをしていこうということでございます。  

 それから、杉本委員の方から、農地制度は規制緩和の一辺倒ではないかというような

ご理解をされているようなんですが、必ずしもそういうことでなくて、今申し上げまし

たように、きちんとすべきところ、例えば公共転用についても、本当はこれは手続命令

でございまして、公共転用であれば何をやってもいいということではないんですけれど

も、実際上はかなり公共サイドのニーズが優先しているような部分もございます。そう

いうこともあるので、そういうところをもうちょっと事前調整でしっかりやった方がい

いのではないかという問題意識でこう書いたものでございます。  

 それから、この違反転用の問題で、非常に最近の違反転用は巧妙化しておりまして、

そこに書いてあるように、迅速にしないとまさに取り返しのつかない事態になると。そ

ういうことになりますと、農業委員会が現場で活動されておりまして、実際農地パトロ

ールとか、非常に実績を上げていらっしゃる事例もあるということで、それらの活動に



関しては、非常に立ち入り的な検査ができないと、もう囲いをしてしまったり、あるい

は土を被せてしまったりというようなことがあって、なかなか発見がうまくいかないと

いうこともあるものですから。これは法制的に非常に難しいので、必ずしもできるかど

うか、現時点ではわからないわけですけれども、そういう現場の優良な事例とか、そう

いうものを踏まえて、違反のチェック体制がしっかり迅速にできるということにならな

いかということでの対応でございまして、市町村に何もかも任せるというようなことで

は全くございませんので、その点はちょっとご理解いただきたいなと思っております。  

○生源寺部会長  それでは、経営局長、お願いいたします。  

○須賀田経営局長  たくさんのご意見をいただきました。まず、杉本委員から転用違

反が悪質化しておるんじゃないかと、私どももそういう報告を受けております。  

 基本的に、今の私どもの制度の仕組みの考え方として、地域の農地の管理はその地域

の代表にお任せするということで、農業委員制度ができているわけでございます。地域

の農民の中から選挙で選ばれた方が、一番その地域の事情を熟知しておりますので、農

業委員になっていただいて、市町村の行政委員会としてちゃんと管理をしていただくと

いう仕組みになって、基本的には地域で管理をしていただくということの考え方でいっ

ているわけでございます。  

 他方で、この特区制度でございますとか、農地制度に限りませず、規制の緩和を行っ

ております。農産物の加工だとか出荷とか、流通の面で。これは特区制度でございまし

たら、耕作放棄地というものの有効利用を図りたいということと、他産業からの流入を

促進したいという目的があり、参入規制の緩和というのは、安土委員がおっしゃいまし

たけれども、競争を促すことによって産業としての活性化を図っていくと、こういう面

からの措置でございまして、確かにその副産物として、違反転用の懸念が強まるという、

そういう懸念はあるわけでございますけれども、その懸念があるからといって、この問

題に対処しないというわけにはいかないというふうに思っております。  

 したがって、この転用の問題は大変難しゅうございますけれども、できる限り、転用

違反に対する権限というのも考えていきたいと思っておりますし、何か大きな問題が起

きましたら、国も中に入って転用違反、転用是正というものに努めたいというふうに思



っておりますので、そこは尐し今の点をご理解いただいて、対応していただけたらなと

いうふうに思っております。  

 それから、この耕作放棄地を再生して使うという、これ大事な視点でございまして、

今日は示しておりませんけれども、いろいろな事業を、小規模な基盤整備的な事業を入

れまして、そういう道もちゃんと用意をしたいというふうに思っております。  

 それから、西山委員から、新規就農者が台風被害に遭って困っているというお話ござ

いました。これは北海道のみならず、全国からそういうふうな報告を受けております。

やっと新規参入をしてハウス経営をしたのに、台風で倒壊したと。それで途方に暮れて

いるというお話がございました。個人の施設でございますので、なかなか補助金をとい

うわけにはいかんわけでございます。私ども、この新規参入の方にも、できる限り災害

に備えて共済に入ってほしい。それから万が一、被害を受けられた場合には融資措置を

いろいろ用意しておりますし、今後、天災融資法が発動されれば、低利の経営資金がご

ざいますので、そういうものでできるだけ今後の営農の継続に支援を申し上げたいとい

うふうに思っております。  

 それから、新規参入ハンドブック的なものをどこかでやっていないのか、中村委員の

全国農業会議所あるいは山田委員の全中、こういうところでちゃんと用意をしておりま

して、確かに災害が起きたときにどんな仕組みがあるかとまでは、たしかなかったとい

うふうに思います。そういう面も勘案して、今後相談しながらやっていきたいというふ

うに思っております。  

 安土委員からいろいろございますけれども、新規参入を耕作放棄地の防止だとか、あ

るいは生きがい的なところに別に限定する趣旨ではございませんで、現実にも、全体の

経済の状況が悪いということで、最近、他産業を離職して就農する人、平成 15 年で７

万 8,000人、平成２年頃は１万 5,000人位でございましたので、結構増えておりまして、

中には認定農家になった方もございます。この普通の担い手という議論の中にも新規参

入、あるいは他産業離職でやった方も十分入れますので、そこのところは誤解のないよ

うにお願いをしたいというふうに思っております。  

 それから、安髙委員から労働時間の調整、ピークの問題がございました。14ヘクタ

ールでどの位かと言いますと、私どもの試算は、補助労働者を１人使っておりますので、



主たる従事者の労働時間は 1,327時間、補助従事者の労働時間が 461 時間、1,800 時間

位で試算をしております。  

 ピークの調整をどうするんだという話がございまして、これは作物の選定の問題でご

ざいますので、私どももこれ以上規模が大きくなって、こういう形態があるよというの

はお示しはいたしますけれども、基本的には、農家ご自身で考えていただきたいという

ふうに思っております。  

 それから、中村委員から、農地基本台帳の問題がございました。今後、流動化を進め

ていく上で重要な問題でございます。ただ、私ども見ておりますと、この農地基本台帳

というのは登記からとっておりますので、なかなか相続が起きたときとか、そういうと

きにきちっと反映していないような面もあるようでございますので、そこのところはち

ょっと今後のあり方でございますので、利用しやすいようにどうしたらいいのかを考え

ていきたいというふうに思っております。  

 それから、森本委員から、特に認定農家は高いところと低いところがある。確かにと

ころによっては低いところがございますし、積極的なところは非常に高い割合でござい

まして、取り組み姿勢の問題だというふうに思っております。それも、やはり認定農家

に対するメリットが、あるいは徹底していないのか、あまりメリットを感じられていな

いのか、そういう問題もございますが、今後、経営安定対策を考えていく場合には、担

い手の要件になりますので、そこは十分普及・徹底をして、さあどうするんだというふ

うなことを図っていきたいというふうに思っております。  

 それから、永石委員が地域合意形成のための地域コーディネーター、集落機能の問題

を提起をされました。確かに集落自体が混住化している、あるいは市町村合併、農協合

併で市町村と農家の距離が離れている、こういう問題がございまして、皆さんで話し合

いながらという、いわゆる伝統的な集落機能の発揮ということが難しいところが増えて

おります。そのために、この世話役、地域リーダーというのを育成いたしまして、昔の

良き時代の協調機能というものを取り戻したいという政策を進めたいという意向でご

ざいます。  



 それから、山田委員から、特に転用規制が生ぬるいのではないかというお話がござい

ました。改善団体、集落を使ってうまく転用規制、優良用地の確保というのを図れない

のかというご提案がございました。  

 １つ考えていただきたいのは、制度でやるべきものと、運用でやるべきものと２つご

ざいまして、おそらく山田委員のご提案は、その集落で、ここの土地は担い手がちゃん

と利用すべき土地、こういう市街地に介在しているようなところは生きがいとか、そう

いうものでやったらどうかとか、そういうようなことを話し合って決めて、みんなでち

ゃんとそれを守っていこうじゃないかというようなご提案じゃないかと思うわけでご

ざいますけれども。ずっと同じ人がその地域におるわけでもないですし、なかなか制度

化をすると、そういうご提案は難しい面がございます。今後なお一層研究はしてみたい

というふうに思っております。  

 それから、大きく言いますと、国民全体の不安の中に、不測の事態が生じたときに、

国民に最低限の食料を供給するに十分な土地があるのかどうか、これはマクロの問題と

して問題であるというふうに認識をしておりまして、どの程度の農地を、あるいは農地

の予備軍を確保していたらいいのか。今後ご議論をいただくというふうに思っておりま

す。  

 それから、村田委員からクロスコンプライアンス、経営対策の条件でございます。担

い手の条件、環境保全、要するに農薬だとか、肥料だとか、環境負荷を与えるようなも

のについての基準の遵守のような要件を当然入れるんだろうなということでございま

して、当然入れます。次回お示しをしたいというふうに思っております。  

 あと、豊田委員から、もうそろそろ農地制度というのを総括すべきではないかという

お話がございました。農地法制定以来約 60年でございます。私どもも、一つ一つの仕

組みの検証というものが必要になってきたのかなというふうな認識をしております。本

企画部会でも、相続の問題、農地法をつくったときには、均分相続のもとでもちゃんと

後継者に農業が継続できるという前提でつくられておるわけでございますけれども、そ

ういう問題一つとっても、現在どうなっているかというのを検証するような作業をして、

その後に総括できるかどうかを考えていきたいというふうに思っております。  



 それから、秋岡委員から２つご提案がございました。他産業の人にとってこれは何の

意味があるのという話がございました。どの国の農業の基本法も、例えば昭和 36 年に

できた農業基本法は、製造業並みの生産性を確保しろという目標を与えておりました。

外国の基本法を見ても、尐なくとも農業の生産性を他産業、普通は製造業なんです、労

働形態が似ておりますので。製造業並みの生産性、農工間格差をなくす、そういう生産

性の目標を何か捉えて、そういう経営をつくり上げていこうという、農政を推進する上

での目標設定が要るわけでございまして、我々はそれを農業以外の他産業並みの所得ぐ

らいは目標にしないといかんのではないかということで、ここにお示しをしておりまし

て。その他産業の立場に立って、何で私達の真似するのと言われるとそれまでなんです

けれども、ここはその農業生産側の目標として、そういうのを置かしていただきたいと

いうふうに思っております。  

 それから、趣味、生きがいみたいなものをなぜ取り上げるのという話がありました。

私ども、個人的には同じ気持ちでございまして、担い手の問題をやっているときに、こ

んな問題要るのかなというふうに思ったんですけれども、皆さんのご議論で出てきまし

て、都市住民の担い手、高齢化社会じゃないかというお話がございましたので、取り上

げさせていただきました。マクロの農地利用の問題の一環というふうにご理解を賜りた

いというふうに思っております。  

 それから、長谷川委員からそれに関連しまして、10 アール位で農業者なのと、こん

なのすぐ転用してしまうんじゃないかというお話がございました。私どもも、この生き

がいのところのこの下限面積というのは、正確な担い手を目指す農業者というのではな

くて、生きがいだとか、そういうものを目指すあり方の一環として、こういう下限面積

を引き下げるという道はないかということでご提案を申し上げておりました。こういう

のを認める場合には、１つは、その対象農地を限定したい、優良な農地は外したいとい

うふうに思っておりますし、それから目的どおり使わなかった場合の措置というものも

併せて検討をしていきたいというふうに思っております。  

 実は、この下限面積の引き下げという問題は、この生きがいの方でもそうなんですけ

れども、耕作放棄地解消のときに 10アール、20アール卖位で出てきたときの解消策と



しても、これ活用したいというふうに思っておりますので、そこのところはご理解を願

いたいというふうに思っております。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 今のご回答あるいはコメントに対しても、いろいろご意見もあろうかと思いますけれ

ども、時間も時間でございますので、また今日でもって担い手あるいは農地制度の議論

を終結するということでもございませんので、今日のところは今の時点でおさめたいと

思います。  

 次の会議でございますけれども、経営安定対策について議論を行う予定でございます。

10 月 15日の午前９時 30 分から、郵政公社２階の共用会議室で行います。時間、それ

から場所がちょっと違いますので、お間違えのないようによろしくお願いいたします。  

 それでは、長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。本日はこれにて

閉会いたします。  

   

   

――了―― 

 


