
第２７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１２月１４日（火） １４：００～１６：２８ 

 

場所：農林水産省７階講堂 

 

○生源寺部会長  それでは、定刻でございますので、ただいまから食料・農業・

農村政策審議会第 27 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でご欠席でございます。 

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 99名の方から傍聴の申し込み

があり、本日お見えになっております。また、毎回のことでございますけれども、

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、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、本日は大口大臣政務官がお見えになっておりますので、最初に一言ご

あいさつを頂戴いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○大口大臣政務官  第 27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ます。 

 まず初めに委員、臨時委員、並びに専門委員の皆様方におかれましては、ご多用

のところご参集いただきまして、厚く御礼を申し上げます。今回が年内最後の企画

部会ということになっております。振り返ってみますと、今年の１月 30日から基

本計画見直しの議論を開始していただきまして、既に 24回の議論を行っていただ

いているところでございます。また、その議論の中身は濃密で、長時間にわたって

の熱心な議論でございました。実に２週間に１回のペースで皆様には会議に参加し

ていただきまして、心から感謝している次第でございます。 

 今回、新たな基本計画の基本的な構成の考え方などについてご議論いただくこと

になるわけでございますけれども、ぜひ活発で忌憚のないご意見を賜りますよう、



心からお願い申し上げまして、簡単ではございますが、私のごあいさつとさせてい

ただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○生源寺部会長  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。本日は、今ごあいさつにもございました

けれども、本年最後の企画部会でございます。年明けからは、基本計画全体のとり

まとめに入りますので、これに先立ちまして、基本的な構成に関する考え方といっ

たところから議論を行っておきたいということで、事務局にはそのための資料の準

備をお願いしております。 

 議事の進め方でございますが、まず事務局から資料の説明をお願いし、その後、

16時 30分、４時半までを目途に意見交換を行いたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 なお、本日は山田臨時委員から、農用地利用改善団体の必要性と改善方向につい

て、こういう資料と、水田営農のビジョンについてのパンフレットが提出されてお

ります。また、村田専門委員から新聞記事、ご自身がご執筆になったものと聞いて

おりますけれども、提出されておりますので、それぞれご紹介をしておきます。 

 それでは、まず事務局から資料のご説明をお願いいたします。 

○今井企画評価課長  企画評価課長でございます。それでは、資料の説明をさせ

ていただきます。 

 資料１をご覧いただきたいと思います。これは新たな基本計画の構成の考え方に

ついての事務局の案でございます。 

 まず、１ページ目の１ですけれども、これは食料・農業・農村基本法における基

本計画の位置づけを再確認しようとするものでございまして、文章にありますよう

に、食料・農業・農村基本法の第 15条には、食料・農業・農村基本計画において

定めるべき事項の規定がございます。そこにおきまして、計画事項といたしまして

は、（１）にありますように、食料・農業・農村に関する施策についての基本的な

方針。２番目として、自給率の目標。３番目といたしまして、食料・農業・農村に

関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策。４番目といたしまして、食料・農



業・農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項という４項

目が定められているということでございます。 

 次のページに 15条の抜粋を掲げてございます。 

 次に３ページですけれども、２として、現行基本計画の構成がどういうふうにな

っているのかということをまとめたものでございます。お手元には、「食料・農業・

農村基本計画関係資料」という冊子をお配りしておりますので、後ほど本体のほう

にも当たっていただきながらご説明させていただこうと思っておりますけれども、

まず資料のほうですが、現行の基本計画は、ただいま説明いたしました基本法の規

定に即する形で、４つの章から構成されております。１つ目の食料・農業・農村に

関する施策についての基本的な方針というところにおきましては、基本法に記され

ております４つの理念、括弧の中に書いてございますが、食料の安定供給の確保、

多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興。この４つの理念の内容です

とか相互の関係などにつきまして、基本法の趣旨を踏まえて解説的に記述されてい

るということでございます。 

 ２つ目の食料自給率の目標につきましては、まず自給率の目標というのが国民参

加型の農業生産、食料消費、両面にわたる取り組みの指針であると。そういう意義

を記述しておりまして、さらに関係者が取り組むべき消費面、生産面の課題を明ら

かにした上で、これが解決された場合に実現可能な水準というのを、自給率の目標

として設定しているということでございます。 

 ３点目の、食料・農業・農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策に

つきましては、これは基本法の条文に即しまして、食料の安定供給の確保に関する

施策、農業の持続的発展に関する施策、農村の振興に関する施策、団体の再編整備

に関する施策を順に記述しているという構成になっております。 

 ４番目の、施策を推進するために必要な事項におきましては、施策の評価と見直

しですとか、財政措置の効率的かつ重点的な運用ですとか、情報公開など、基本計

画にしたがって各施策を実施するに当たって必要な事項が記述されているという

ことでございます。 

 お手元にお配りしております冊子のほうで、ちょっと簡単に、現行基本計画がど



ういうふうになっているのかを見ていきたいと思いますけれども、右下のページの

17ページというところにピンクの色紙が挟んでありますけれども、ここからが基本

計画の本体でございます。 

 19ページと 20 ページが目次になっておりまして、21ページのところに、基本計

画には前書きがついてございまして、21ページの「まえがき」のところでは、基本

法の制定の趣旨ですとか、基本法における基本計画の位置づけといったことがまえ

がきとして書かれているということでございます。 

 次の 22ページからが本体になっておりまして、先ほど説明いたしましたように、

まず第１として、食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針というこ

とで、４つの基本理念の内容ですとか、その関係などについて、解説的に書かれて

いるというところが、25ページまででございます。 

 26ページからが、２つ目の柱の「食料自給率の目標」についての記述でございま

して、分量的にもかなりのものがここに費やされております。まず、26ページの１

のところでは、基本的な考え方といたしまして、（１）のところで、「食料自給率

の目標の意義」ということで、まず第１パラグラフのところに、食料自給率という

のは、国内の農業生産の増大を図る際に、国内の農業生産が国民の食料消費にどの

程度対応しているのかを評価する上で有効な指標であるといったこと。あとは、３

パラグラフ目になりますけれども、食料自給率の目標を掲げるというのは、国民参

加型の農業生産、食料消費両面にわたる取り組みの指針として重要な意義を有する

ものであるといった、全体としてここに意義が書かれているということでございま

す。 

 （２）が、「食料自給率の目標の定め方」ということでございまして、第１パラ

グラフの下から２行目のところですけれども、まず、基本的には、食料として国民

に供給される熱量の５割以上を国内生産で賄うことを目指すことが適当だという

こと。その次のパラグラフのところで、しかしながら、この基本計画で定める自給

率の目標というのは、計画期間内における食料消費、農業生産の指針となるもので

あるので、実現可能性ですとか関係者の取り組み、施策推進への影響を考慮して定

める必要があるといったこと。 



 27ページになりますけれども、上から２行目あたりに、食料消費、農業生産にお

ける課題を明らかにして、課題が解決された場合に実現可能な水準を自給率目標と

して設定するんだと。そういう定め方の方針がここに書かれているということでご

ざいます。 

 27ページのその「なお」以下のところには、自給率の示し方が整理されておりま

して、アのところでは、いわゆる品目別の自給率、これは重量ベースですけれども、

品目別の自給率をまず示しますということ。イのところでは、供給熱量ベースの総

合食料自給率を示すということと、金額ベースの総合食料自給率を参考として示す

ということ。ウのところでは、主食用の穀物自給率、飼料を含んだ穀物全体の自給

率、あとは飼料の自給率を示すということが整理をされております。 

 28ページは、「望ましい食料消費の姿」ということで、まず課題が整理されてお

りまして、（１）では、第３パラグラフの「このため」から始まるところですけれ

ども、課題としては、脂質の摂取過多の改善などの適正な栄養バランスの実現を図

るといったこと。食品の廃棄や食べ残しを減尐させる、そういったことで食生活の

見直し等に積極的に取り組む必要があるんだということを課題として設定してお

りまして、（２）では、そうした望ましい食料消費が実現した場合の姿というのを

示すということで、29ページのほうになりますけれども、ア、イ、ウと書いてある

ところですけれども、栄養バランスのところにつきましては、供給ベースの脂質の

熱量割合というのが 29％から 27％に低下すると見込む。品目としては、脂質を多

く含む品目の消費が減尐する一方で、米を中心とする穀物の消費が堅調に推移して、

炭水化物の消費が増加すると見込むと。あとは、カルシウムなどの微量栄養素、食

物繊維の摂取の増加など、そういったものも見込むと。あと、ウでは、廃棄、食べ

残しが減尐するというようなことを前提といたしまして、その次の 30ページのと

ころでは、品目別に見た食料消費の姿というのが整理されているということでござ

います。 

 生産面のほうにつきましては、32ページから農業生産の目標が整理されておりま

して、３パラグラフ目になりますけれども、品目ごとに、生産性の向上ですとか、

品質の向上等の課題を明確化した上で、課題の解決に向けて積極的に取り組むんだ



と。その次のパラグラフで、「このため」というところですけれども、食料自給率

の目標が国内の農業生産の指針としての性格を有することを踏まえて、このような

課題が解決された場合に実現可能な水準というのを生産努力目標として掲げてい

くんだという方針が整理されておりまして、（２）のところでは、品目別の課題が

ずっと 39ページまで整理されているということでございます。 

 それで、40ページのところでは、その品目別の課題が解決された場合において実

現可能な農業生産の水準というのを生産努力目標として、41ページのところにある

ような、品目別に生産努力目標が整理されているということでございます。 

 44ページが食料自給率の目標ということで、今見ましたような、望ましい食料消

費の姿と生産努力目標を踏まえて自給率の目標を設定するということで、先ほども

見ましたように、45 ページの第７表が品目別の自給率、次のページの第８表が総合

食料自給率で、カロリーベースの自給率が第８表の一番上に書いてあり、そこの参

考２というところに、金額ベースの総合食料自給率が参考として掲げられていると。

第９表が、主食用の穀物自給率、飼料を含む穀物全体の自給率、飼料自給率の目標

となっているということでございます。 

 47ページからが、３つ目の柱の、食料・農業・農村に関し、総合的かつ計画的に

講ずべき施策というところでございまして、先ほども言いましたように、基本的に

は条文に即して施策の方向が書かれているということでございまして、１のところ

は、食料の安定供給の確保に関する施策で、47ページの下の（１）というところが、

これは条文でいきますと、基本法の第 16条に該当する、「食料消費に関する施策

の充実」に関する施策の方向。以下、48ページの（２）というところが、基本法の

条文の 17条に該当するものということで、ずっとその条文ごとに施策の方向が整

理されていると。50 ページの２というところが「農業の持続的な発展に関する施策」

ということで、ここもそれぞれ条文ごとに整理をされておりまして、57ページの３

というところが「農村の振興に関する施策」ということです。 

 62ページのところは「団体の再編整備に関する施策」ということで、これも基本

法の条文の 38条に該当するものとして整理がされているということでございます。 

 64ページが、施策を推進するために必要な事項といたしまして、「施策の評価と



見直し」、「財政措置の効率的かつ重点的な運用」以下６項目にわたりまして、留

意事項が整理されていると。こういった構成になっているということでございます。 

 また資料１に戻っていただきまして、資料１の４ページですけれども、この３の

ところでは、今見ましたような現行基本計画を前提にした上で、これからつくろう

とする新しい基本計画の構成を考えるに当たっての留意点をまとめてみたもので

ございます。 

 （１）のところ、まず章立てですけれども、章立てにつきましては、基本法で基

本的な方針、自給率の目標、講ずべき施策、その他必要な事項という、４項目が基

本法上の計画事項として規定されておりますので、現行基本計画と同様に、これに

即した構成とするのでいいのではないのかというのが、まず章立てについての考え

方でございます。 

 （２）の基本的な方針につきましては、先ほどもご説明いたしましたように、現

行の基本計画は、基本法のもとで初めてつくった基本計画であったということもあ

りまして、４つの理念の内容等について、解説的に記述したものになっているとい

うのが現行のものですけれども、２つめのポツにありますように、今回は基本計画

策定から約５年経った後の見直しだということがありますので、現行基本計画策定

後の情勢の変化ですとか、施策の効果ですとか、そういうものを明らかにするとい

うことと、それを踏まえた上で、今度の計画期間中に重点的に実施すべき施策とそ

の方向性ということを示していく必要があるのではないかということでございま

す。 

 その際に、矢印で２点ほど書いてございますけれども、ではその情勢の変化とい

うことにつきましては、これは企画部会の夏の段階の中間論点整理におきましても、

農政改革の必要性という章があったと思いますけれども、そこで一定の情勢の変化

について整理しておりますので、そういうものもベースにしながら、食料・農業・

農村をめぐる危機的状況が深化していることについて、共通認識が得られるような

記述にしてはどうかということでございます。 

 もう１点、重点的に実施するべき施策分野としては、これまでも議論してきまし

たように、食の安全と信頼の確保ですとか、構造改革の加速化を通じた農業の競争



力強化、多様な主体による資源の保全と農村の活性化等、そういうことが考えられ

るのではないかということでございます。 

 ３つ目のポツは、重点的な施策の他に、今後の施策展開に当たっての基本的視点

というのも、この基本的な方針のところで記述して整理していってはどうかという

ことでございます。これにつきましても、中間論点整理で一定の整理がなされてお

りまして、例えば農業者や地域の主体的な取り組みを支援するといったこと、消費

者の視点を踏まえるということ、環境保全を重視するといったこと、国際規律の強

化にも対応し得るような政策体系としていく必要があるといったこと、そういうこ

とを整理をしていったらどうかというふうに考えているということでございます。 

 次、５ページの（３）の食料自給率の目標、柱でいくと２つ目の柱になるわけで

すけれども、これは現行は先ほど説明したように、意義を説明して、取り組むべき

課題を明らかにして目標設定しているということですけれども、２つ目のポツにあ

りますが、今回の見直しに当たりましては、現状の傾向が続くとすれば 22年度に

食料自給率 45％という目標達成はなかなか困難であるという検証結果もここでご

報告しておりますけれども、そういうことを踏まえた上で、自給率の向上に向けた

重点課題とその達成手段を整理して、その上で目標を設定するということが必要な

のではないかということです。 

 その際に、現在の基本計画でも食料自給率の意義ということは整理されているん

ですけれども、また改めて食料自給率の目標というのは、国民全体で取り組んでい

くものなんだ、取り組んでいく必要があるものなんだ、そういう指針なんだという

ことを、改めて訴えるということが必要なのではないかというのが１点。 

 もう１つ、自給率向上に向けた重点的な課題としては、消費面では食育の推進で

すとか、地産地消の運動を通じた、米をはじめとする国産農産物・食品の消費拡大。

生産面では、経営感覚に優れた効率的な経営体の育成・確保を通じた我が国農業の

競争力強化、食品産業との連携強化を通じた国産農産物需要の増大、新規参入の促

進等を通じた不作付地・耕作放棄地の解消といった分野が重点的な分野として考え

られるのではないかと。さらに、これらの重点課題に取り組むに当たりましては、

これも企画部会でご議論があったところですけれども、すべてが国でできるものと



いうことではありませんので、国、地方公共団体、生産者、農業団体、食品産業、

消費者、それぞれ関係者の役割分担が明確になるようにしていくということが必要

ではないのかというような考え方でございます。 

 あとは、自給率の示し方につきましては、カロリーベース、金額ベース等のそれ

ぞれ持っている特徴をきちっと整理して説明していくということの他に、例えば県

だとか市町村が、県別、市町村別の自給率目標を設定するように促して、それを食

育と連携した形で活用するなどの工夫をして、国民が食料について身近な問題とし

て考える契機とするような新しい工夫も必要ではないかというようなことも検討

したいということでございます。 

 ６ページの、柱でいきますと３つ目の総合的かつ計画的に講ずべき施策のところ

ですけれども、現行は先ほど見ていただきましたように、条文の構成に沿って施策

が記述されているわけですけれども、今回の見直しに当たりましては、食料・農業・

農村といった分野ごとに施策を記述するという枠組みは維持しつつも、食料自給率

の目標と施策との関係が明確になるようにするということと、あとは今回の見直し

における計画期間中の施策の重点が明らかになるようにするということで、中間論

点整理におけます４つの柱、重点３課題を４つの柱で整理したわけですけれども、

そういった４つの柱ですとか、食の安全と信頼の確保、食育の推進、国内農業と食

品産業の連携強化など、そういった重点課題についての施策を明確に位置づけてい

くということと、それと併せて、現在条文ごとに施策を記述しているという構成に

ついても、必要によっては見直しをしていくことが必要なのではないかということ

でございます。 

 ４つの柱につきましては、中間論点整理での整理がされておりますし、またその

後の議論がありましたので、それを踏まえて記述するということと、あとは後ほど、

（５）のところでも説明いたしますけれども、施策の実施に至る道筋を明らかにす

るということが必要ではないかということでございます。 

 （５）の施策推進に当たって必要な事項に関しましては、現行計画でも先ほど見

ていただいたような６点ほどの整理がなされておりますけれども、今回の見直しに

当たりましては、その後の社会情勢の変化、三位一体改革ですとか地方分権に関す



る議論の動向なども踏まえました施策推進のあり方について整理をしていく必要

があるのではないのかと。また、一連の改革には、すぐに施策が具体化できるもの

ばかりではありませんで、数年間にわたって段階的に具体化がなされていくものも

ありますので、そういったものの計画的かつ着実な施策の具体化の推進を図るため

に、工程表というのを作成することが必要ではないかということで、最近は、他の

例えばこういう基本計画ですとか、政府がつくっているいろんな計画にも工程表み

たいなものが用いられておりますので、そんなものも見ながらこれから検討してい

ってはどうかということでございます。 

 ７ページですけれども、（６）のところですけれども、これは基本計画本体を構

成するものではありませんけれども、現行基本計画におきましては、基本計画と同

時に、「研究・技術開発の展望」ですとか、「農業構造の展望」、「農業経営の展

望」というのが一緒に公表されておりまして、それと同じようなものを今回も示し

ていく必要があるのではないかということでございます。「研究・技術開発の展望」

につきましては、今後 10年間の主要な達成目標を示すものですので、最近の技術

開発の進展ですとか情勢の変化を踏まえて見直していくといったことが必要では

ないか。構造展望につきましては、望ましい農業構造の姿を明らかにするというも

のでございまして、米改革におきまして、経営としての実態を有する集落営農が担

い手として位置づけられたといったことを踏まえて見直していってはどうかとい

うこと。経営展望につきましては、効率的かつ安定的な農業経営の具体的な代表的

なイメージを示すものになっておりますので、そういったものが各地域の現場に根

ざした構造改革の目安となるような観点から見直していってはどうかというよう

なことを考えているということでございます。 

 資料２は、今資料１で説明したものを、現行と新しい計画の考え方ということで

対比したものですので、内容的には資料１と同じになっておりますので、後ほどご

確認いただければと思います。 

 資料の説明につきましては、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、意見交換に入りたいと思いますけれども、議論があまり拡散しないよ

うに、基本的には事務局から説明のあった新たな計画の構成、この案の章立てに沿

って、尐し区切りながらご議論いただいてはどうかというふうに考えております。

章立てに沿った議論を終えた後、必要であれば、全体にわたるご意見等をいただけ

ればと思います。そういうことでよろしゅうございましょうか。 

 それでは、４つの柱といいますか、章立てになっているわけでございますけれど

も、その一番最初の「基本的な方針」の部分につきまして、どなたからでも結構で

ございますので、ご意見あるいはご質問等がありましたらご発言いただきたいと思

います。今お示しいただきました資料で言いますと、最初のところあたりにも、も

ちろんどういう位置づけといいますか、順序になるかということとの絡みで記述も

ございますけれども、主として４ページの「『基本的な方針』については」という

あたりのところについて、ご意見をいただければありがたいと思います。 

 坂本委員、どうぞ。 

○坂本専門委員  今なぜ基本計画の見直しなのかということで議論してきたわ

けで、単に５年経ったので見直しというだけではなしに、先ほどから説明ありまし

たように、見直しが必要になっている情勢ということを、私は、それぞれの立場等

あると思いますけれども、明確に現状分析をして、記述する必要があるのではない

かということ。 

 また、前回の、12 年３月にできました基本計画ですが、ＢＳＥという大変大きな

問題が出てきまして、それが非常に時間的にもご苦労があっただろうということも

あります。したがって、農政改革を、スピードを持って進めるべきであるというこ

とも非常に重要な記述ではないかと思います。 

 もう１点は、昨年 12月に示されました農政改革の方向というものがあるわけで

ございますので、その軸足とずれないような記述が必要ではないか。 

 この３点が気になるところであります。よろしくお願いします。 

 以上です。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他、いかがでございましょうか。 

 立花委員、それから村田委員の順番でお願いいたします。 

○立花専門委員  この４ページのところで、私も坂本さんの問題意識と全く同じ

で、同じだから言う必要ないといえば言う必要ないのかもしれませんが、特に私は、

いたずらに危機感をあおるのは、私はこれは邪道だと思います。しかし歴史的な流

れとしては、基本的にはプロ農家と、それから大多数のホビー農業といいましょう

か、ライフスタイルファーマーといいましょうか、やっぱりそういうふうに分かれ

るというのが、欧米の農業構造改革の大きな流れの中ではそういうことになってい

るわけで、日本の場合にはこのプロ農家といいましょうか、その人達が非常に脆弱

といいましょうか、まだまだなかなか一本立ちしにくい場面もあるということで、

そこを何とか今、坂本さんがおっしゃったようにスピードを上げていくということ

で、大事なことはやっぱりこういった農業者が今立ち上がって、この構造改革を何

とかやり遂げようという、こういった農業側の取り組みについて、やはりできるだ

けそういった危機感を国民全体で共有しながら、みんながやっぱりそれを応援して

いくといいましょうか、そういう雰囲気づくりといいましょうか、が大事だろうと

私は思っています。 

 そういった中で、兼業農家の人達が不要とかということではなくて、生きがいと

かホビー農業とか、そういった存在ももちろん否定はしないわけですが、やっぱり

産業としての農業という面では、きちっと見誤らないようにしていくということで、

この農政改革の必要性について、日本農業が担い手の面から危機的な状況に深化し

ているということをできるだけわかりやすく、もう後継ぎが全国津々浦々の集落で

ほとんどいないというのが常態化しつつあるという、そういった危機感をやっぱり

共有することが、この改革のスピードを上げる上でも非常に大事で、やっぱりそう

いった改革をぜひ応援していこうと。そのためにも、この危機的状況なり改革の必

要性をぜひわかりやすく、国民全体でできるだけ共有できるように強調していただ



ければと思っております。 

 とりあえず、この部分では以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、村田委員、どうぞ。 

○村田専門委員  先ほどのご説明あったんですけれども、この今回の基本計画の

見直しは、まさに見直しです。今回つくる基本計画では、農政改革のメッセージを

国民に発信する形であるべきだと思うんですね。僕も今まで詳しく見ていなかった

んですけれども、５年前の計画は非常に丁寧にできていますけれども、最初につく

ったということもあって、すべて書いてある。すべて書いてあるということから、

悪く言えばちょっとメリハリに欠けているところがあるわけで、先ほど皆さんおっ

しゃったように、今回はこれから５年間何をなすべきなのか、何に重点を置くべき

なのかということを、メリハリをつけて書いたらいいのかなと思います。 

 坂本さんがおっしゃったように、ただ５年を過ぎたというのではなくて、この間

起きたこともいろいろあるわけですから。それから国に対して頼むだけではなくて、

国民各層が取り組むべき課題というのを明らかにしたらいいと思うんですよね。も

ちろん、国に責任がないわけではなくて、国に一番大きい責任があるんですけれど

も、自治体にもやるべきことがある。それから生産者がやるべき課題もあるし、消

費者がやらなくてはいけないこともある。そういうふうに、この５年間で何をなす

べきかということをはっきり書けたらいいものができるのではないかなと思いま

す。今回の基本計画のつくり方についての私の意見です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他、いかがでしょうか。それでは、長谷川委員、次に安高委員の順番でお願

いいたします。 

○長谷川委員  前から申し上げているんですけれども、国民が参加する意識を高

めるためには、やはり食料自給率という問題を自分達のものとして考えることが必



要であるというふうに思いますので、そこの書き方に１つ工夫をしていただきたい

なというふうに思っております。何のために農業構造改革をするのかというところ

をしっかり書いていただきたいと。 

 それからもう１点なんですが、４ページ目の（２）の２つ目のポツのところで、

「施策の効果に関する評価を明らかにする」というふうに書かれているんですけれ

ども、今まで議論の中で確かに効果のお話があったと思いますけれども、あまり評

価ということをしっかりやったという記憶がないんですね。ここは、ＰＤＣＡを回

していく中でも非常に重要なところですので、評価というものをもう尐し整理をし

てきっちり書き込んでいただいたほうが次にやるべき課題が明らかになると思い

ますので、評価を尐し書き込んでいただきたいというふうに思います。 

 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、安高委員、どうぞ。 

○安高委員  先ほど立花委員がおっしゃったことと共通するんですが、危機的状

況が深化してきたというところ。これは、重要なというか、衝撃的な表現だと思い

ますので、どういうふうに危機的な状況なのか。文章にしたときにかなり明確に読

み取れるように、そしてまた重要なのは、なぜ危機的な状況になったのか。この分

析ができていないと、本来なら基本計画というものはできないものだと思いますの

で、危機的な状況をなるべく詳しく記述して、なぜそういう危機的状況になったか

ということも、できれば分析結果を記述していただきたいと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他、いかがでございましょうか。基本的な方針の部分につきまして。 

 どうぞ、豊田委員。 



○豊田委員  特に基本的な方針という点をめぐりまして、基本法の４つの理念の

相互の関係をやはり明確にすることが、この間の企画部会の議論を通じて非常に重

要ではないかと感じております。 

 特に、４点ございます。 

 １つは、グローバル化とローカル化といいますか、食料の安定供給の確保をめぐ

りまして、グローバル化に対応する施策と、ローカル化に対応する施策の相互関係

を明確化していく。それは農業の競争力強化という点で、効率性と、食の安全性を

含む品質問題にかかりますし、競争力のマス的な市場、それからブランド市場、ニ

ッチ市場といいますか、さまざまな市場に総合的に対応するということが、まさに

グローバル化とローカル化に対応するということでございますので、そういう大き

な観点で諸施策をまとめていくことが１つ必要かと思われます。 

 それから、２点目は、やはりこの間議論してきました食品産業と農業との連携と

いうことについて、やはり深く掘り下げることが、実は食料自給率の確保等にとっ

ても非常に重要だということを、やはり最初の考え方で述べる必要があるのではな

いかなと。特に、連携という点では動脈、国産農産物の活用、それから静脈、食品

廃棄物のリサイクルという、２つの面があるかと思います。 

 それから、３番目は、環境保全という点も２つの問題を持っていまして、それは

持続的な農業の発展という面と、もう１つは農村におけるさまざまな資源保全ある

いはバイオマスの開発といった、この２点にわたって環境保全というものをさらに

具体化していくということがございます。 

 それから、４番目は、これもこの間ずっと議論してきたことでございますけれど

も、農業政策と農村政策との相互の関連を、やはり基本的な方針のところでまず確

認してから議論していく。そういったことが必要ではないかと思っています。 

 以上、４点です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に移りますけれども、また後ほど思い出したというようなことがあ



れば、遠慮なくご発言いただきたいと思います。 

 それでは、次に、食料自給率の目標の部分につきまして、どなたからでも結構で

ございます。ご意見あるいはご質問等があればお願いいたします。資料でいえば、

５ページというあたりでございます。 

 どうぞ、安高委員、次に坂本委員ということでお願いいたします。今日は、パー

トを区切って議論をしておりますので、もちろん、繰り返しご発言していただいて

結構でございます。 

 それでは、どうぞ。 

○安高委員  自給率目標は、これはこれでいいと思うんです。けれども、自給率

目標を達成するためには自給力というものが必要で、それが基盤になると思います

ので、この章立ての中で、自給力というものに言及していっていいのではないか。

これから先々見据えたときに、自給率を達成するための自給力。自給力というもの

にはどういう要素があるのか。それをどのように先々改善あるいは自給力を高めて

いかなければならないのか。そういうところにも言及する表現ができればなと思っ

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、坂本委員、どうぞ。 

○坂本専門委員  この自給率なんですが、なぜ上がらなかったか。これが実は重

要なことなんですね。私は、この会議の早い時期に不十分な説明で資料を提出させ

ていただいたんですが、我々農業者がつくるものと消費者が求めているものが、私

はミスマッチを起こしていると。生鮮食品において、これが自給率を阻害している。

この構造改革を急いで進めないと、私は自給率は数字を動かしても変わらないだろ

うと思います。単にデータ的に自給率を合わすとするならば、消費者が求める、実

需者が求めるものを作るというよりも、カロリーのあるものをどんと作ると、全体

で数字的に見た場合は自給率というのは達成できたということですが、それは決し

て国民も我々生産者も望んでいるわけではないわけですから、やはりその辺をきち



っと記述して、国民にわかりやすいように理由を記述することが必要ではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

○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、続いて横川委員、お願いいたします。 

 どうぞ、立花委員から。 

○立花専門委員  私は、この５ページのところの一番下のポツのところで、自給

率の示し方についてということで、県、市町村が、県別あるいは市町村別の自給率

目標を設定するという、それを促進するというふうに書かれている。これを主張さ

れる必要も、私わからないわけでもないんですが、ややもすると、狭い地域での自

給率の向上を目標とするというようなことになりますと、ボランティアでただでや

るんなら別でしょうけれども、そうではなくて、ちゃんとビジネスとしてやるとい

う場合にはなかなか難しい面があるんだろうと思うんですね。 

 したがって、あまり狭い地域で自給率目標をつくって、それを何とか向上させよ

うということで、経済合理性を超えてまでやり出すと、非常にこれは問題が多いと

いう感じが私はしていまして、基本的には、私は安高委員がおっしゃった自給力の

問題と、そういうコンセプトと、それから、私は地球の自給率といいましょうか、

むしろそういうコンセプトのほうが、国際的な中で、攻めの農業という面から見て

も、あるいは日本の農業技術という面から見ても、地球大の自給率をいったいどう

見たらいいのかという、そういう発想も私は持っておいたほうがいいのではないか

ということで、地域での教育的効果を強調したいという考え方は、これはこれで私

よくわかるんですが、ややもするとそれが、ではどうやって引き上げようかとか、

それが金がかからないならいいんですが、おそらくこれから農業政策が地域地域で

大きな課題になると、税源移譲もされてくれば、おそらく地域自治体の果たす役割

が大きくなってくるだけに、この辺をちょっとまかり間違うと、変な方向に行くの

はいかがなものかなという、そういった懸念を私ちょっと持ったものですから、ご

参考までに申し上げます。 



○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  45％という数字がいったい何を根拠にしているのかよくわか

らない。この数年間、自給率はほとんど変わっていないのに、平成 22年には上が

ると言ってます。45 という数字があって、それに合わせているのではないかと思っ

てしまうのです。 

 例えば、お米は、生産量も作付面積も増えると書いてありますが、本当なんでし

ょうか。さとうきびなどは、減るということがはっきり数字で出されていますが、

お米は「消費」を前提にして初めて生産が増えるのですから、消費が落ち込んでい

るのに生産が伸びるなどと書くことはおかしいのではないでしょうか。 

 45％という数字の根拠、何に基づいているのかが非常に不明確なのが気になりま

す。21ページと 22ページに書いてありますが、お米やフルーツが増えると書いて

いますが、フルーツは何が増えるんでしょうか。具体性のないのが気になります。 

 先ほどの発言にも出ていましたが、過去の計画について評価し、結果に対する原

因究明をせずに次の５か年計画をつくっても、あまり変わらないと思うのです。も

う一度はっきりと振り返る必要があります。例えば、老齢化に至った原因は何なの

か、やめるべき人がやめなかったから老齢化したという見方もありますし、競争が

なかったから今日まで続いてきたという見方もあります。一般の企業であれば、経

営状況が悪ければとうに倒産しているはずなのに、特殊環境なので倒産しなかった

ということも老齢化の一因かもしれません。老齢化の原因ははっきり確認しないと

いけないのです。自給率の問題についても同様ですから、５年後にも「結果は同じ」

だったなどとならないようにきちんとしないと、つくる意味がないのではないかと

思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、安土委員、どうぞ。 



○安土専門委員  私は、その食料自給率を 45％にするというこの会議に出席させ

ていただいたんですが、そのときに「こういう形で長期的に下がってきたものは、

これが仮に企業であるとすれば、たくさんの行為の結果であるから、それが今 40

ではまずいから、10 年経ったら 45にしようという発想が間違っている。10年間は

落ちるのを止めるのが精いっぱいだ」という意見を、私はその席で申しました。他

の委員の方、皆さん 45だということで決まってしまったので、45になった根拠は、

今のお話のように、私もはっきりしているとは思いません。この 10年は、落ちて

いく途中のトレンドを止めて、坂を転がり落ちてくるものを止めるのが精いっぱい

というところで、むしろ 40が維持されているということは、なかなかよく止まっ

ているなと思います。そのときに私が思ったこととちょうどむしろぴったりだとい

う感じを受けています。 

 それから、前回も申し上げたんですが、食料が来なくなるという状態、つまり世

界的な飢饉とかあるいは戦争とか、あるいは全く日本が孤立して食料が来なくなる

ということを考えた場合には、カロリーベースで 40だと、国民１人あたり 1,400kcal

しかないとかいうことが問題になるわけですけれども、そこまでの危機でないとい

う状況を、一応通常のことを考えていた場合には、むしろ金額ベースで 70％あると

いうことは非常に心強いことではないかと思います。つまり食料も農業も、国の中

にあるたくさんの生産活動や経済活動の１つであって、その１つだけを取り出して、

それが 40だから非常に問題だということがおかしいのであって、世界経済とのつ

ながりがある以上は、本当に全部が何かの危機でパッと止まるという状態でさえ

1,400、1,300 というぐらいの程度であるならば、一般的な状況の中に起こってくる

食料の問題に対しては、外国との関係で解決できる問題だと思うので、むしろ外国

と協定を結んでおくことのほうが重要だと思います。何か食料だけを取り上げて、

これがこうなったらえらいことだというのは変です。さらに地域別の食料自給率と

いうのは非常に変な概念だと思います。北海道の例が挙がっておりましたけれども、

自給率が高いところほど経済が豊かなわけでも暮らしている人が豊かなわけでも

ないわけであって、したがって、たくさんの経済活動の一環としての食料という視

点を入れて、一部補う必要があるのではないかという感じがいたします。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他にございますでしょうか。村田委員、どうぞ。 

○村田専門委員  今の基本計画には、食料自給率との関連で、個別品目ごとの生

産努力目標というのが出ていますけれども、次回の基本計画にも、今回と同じよう

な詳しい生産努力目標が必要なのかどうかちょっと疑問に思います。一連の議論を

振り返って考えたときに、やっぱり消費との関係が重要だねというのが確認された

わけですね。食育の推進ということをいろいろ議論したし、それから、食品産業と

の連携強化というのが、食料自給率には非常に大きく関係しているんだと。単なる

食品産業の育成ということでなくて、我々の食生活が外部化してきて、外食だった

り惣菜だったりというふうに移ってきているんだと。個人、地域、人口構成という

か、老齢化でそういうふうになっているんだと。であるならば、生鮮食品として、

国産の農産物を提供することにとどまらないで、食品加工製造業に卸すというんで

すか、生産者ないしは生産者団体が。そういうところにもっと力を入れなくてはい

けないんだということは、これまで何回も議論してきたわけですね。 

 ですから、食料自給率の達成を考えるときに、狭い意味の農業生産者の生産努力

目標にとどめるのではなくて、もっと流通も含めた、消費面も含めた、それぞれの

立場の人がやるべき目標というのか、やるべきことを、ここの章か項目で書いたほ

うがいいのかなと思います。生産だけの努力目標を達成しても、消費が伴わなかっ

たら何の食料自給率の向上につながらないわけなので、その辺、資料、ペーパーで

はそれらしいことを書いてありますのでいいと思うんですけれども、前回とは違っ

た形になるのかな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した。 

 その他、ご発言ございますでしょうか。豊田委員、どうぞ。 

○豊田委員  「自給率向上に向けた重点課題として」というところでございます

けれども、私これは全くそのとおりだと思うんですが、「消費面では、食育の推進

や」というところの次の言葉なんですが、「地産池消」、字が「池」になっていま



して、これはたぶん「地」だと思うんですね。それで、地産地消の運動を通じた国

産農産物・食品の消費拡大。これがまさに自給率を上げる、非常に極めて決定打で

あるということの結論に到達したということは非常に重要なことでありますので、

「池」ではない地産地消の運動の具体的なプログラムを、ぜひ今後具体化する必要

があるのではないかと思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、このあたりで、45％の根拠いかんという、こういうご質問がございま

したので、これを総合食料局長ということになりましょうか。 

○村上総合食料局長  45％でございますけれども、やはりまず消費の面で望まし

い食生活といいますか、ＰＦＣバランスがどういう形が望ましいかと。その中で、

ですから米の消費、炭水化物、それから油脂、それからたんぱく質。これらについ

て、望ましい姿、あるべき姿を描いて、それに対応した形、その主な概略だけ申し

上げますと、米については消費が下げ止まってある程度維持をされると。それから、

油脂の消費の割合が当時よりも 10年先、ある程度割合が減る。それから、畜産物

についても消費の割合が減るという形をまず描きまして、それに対して、国内の生

産をどういう形で見通すかと。そういうあるべき消費の姿をもとにした上で、国内

の生産の目標、米についてはほぼ 100％自給するというような形。それから、油脂

については、消費は減るわけですけれども、大豆なりあるいは飼料作物なり、その

辺の生産がある程度維持されるという形で、45％というものを見通したということ

でございます。 

 そのときに、当然自然に置いておけばそういうことにはならないわけでございま

すので、できれば 50％を、国内でカロリーの半分以上を供給することが、目標とし

ては将来的には望ましいけれども、実現可能性のあるものとして、さまざまな課題

が解決された場合に、そういう望ましい食生活を前提とした上で、国内生産をある

程度維持ないし拡大する形の中で、45％というものを達成すべきではないかという

形で、指標として出したということでございます。 



○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  自給率の問題は、それはそれで１つの考え方だと思います。 

 そうなると気になりますのは、国内の遊休地です。全国で確か 60万ヘクタール

ぐらいの空き地があると思いますけれども、なぜこの遊休地ができてしまったのか、

この土地をどうするかということを具体的に考えるほうが、生産を増やす方法とし

ては確実だと思うのです。ここへどう手をつけるか。 

 それから、個人的にですが、日本の食生活の変化の中で気になることをいくつか

申し上げます。まず、動物性たんぱく質の摂りすぎが気になります。戦後の貧乏国

が金持ちになり、腹いっぱい好きなものを食べたいと頑張った結果、今はそのピー

クだと思いますので、これがずっと継続するとは思えないのです。 

 それから、一番減っているのが野菜の煮物でして、皆が煮物を食べなくなった。

この 10年間で野菜の消費が 14％落ちていますが、これは煮物を食べなくなったこ

とによる減尐で、生野菜の減尐ではないのです。それに対して、惣菜とか外食とい

う事業が伸びているところですが、そこで「家庭」の代わりができているかという

と、まだまだできていないんです。そうすると、伝統的な家庭料理がどんどん失わ

れていってしまいます。 

 私は外食業ですが、惣菜、外食の人達のメニューに対する取組みが、これからの

日本の食にとっては重要な鍵になると思っています。 

 そういった場合に、加工度が高く手間のかかるもの、特に煮物などは海外で製品

化されるケースが多くなります。日本の醤油を持ちこんで味付けしますと、国内と

全く同じ形で、特に煮物など、80 度のレトルト方式という調理方法でやると味が染

み込んで相当いいものができます。その製品を持ってきて売ることができると、先

ほど豊田委員からグローバル化という話がありましたが、ますます、海外から調達

をしたほうが安くておいしいものができる、それについての対策をきちっと立てな

いと、解決しないと思います。 

 また、食品メーカーの工場は、国内より海外に多い場合がよくあります。調べれ



ばわかると思いますが、そういった現実の流れの中で国内だけを推進しようとして

も無理が出てしまいます。そのほかに、海外の原材料を国内で加工すると何が問題

なのかなど、いろいろな現状と問題を把握した上でそれぞれの対策にとりかかる必

要があると思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、長谷川委員、増田委員、豊田委員、新開委員の順番でお願いいたしま

す。 

○長谷川委員  お話を伺っていますと、物事を尐し分けて書いてほしいなという

ふうに感じたんですけれども、世界の食料事情ですとか、それから環境保全を考え

たら、もちろん地産地消でやればいいんですけれども、私が通っております神奈川

県は３％ということで、ほとんどの大都市は、とても地産地消では生きていけない

んですね。そう考えますと、現実的にできることというのは、横川委員がおっしゃ

ったり、あるいは安土委員がおっしゃったりなさいました、経済のことも考えなが

らやることでなければ解決はしないわけで、理念は大事で、その理想を追求するこ

とも大事ですけれども、そこも書くべきですけれども、ぜひ具体的にやることとい

うのは、分けて書いていただきたいなというふうに思います。そうしないと、それ

以前の段階で、地産地消は神奈川では無理よね、とても私には取り組めないわにな

ってしまいますので、書き方の工夫が１つあるかと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、増田委員、どうぞ。 

○増田委員  ちょっと質問の意味も込めてなんですけれども、５ページの一番下

の矢印のところにあります、「取り組むに当たって、国、地方自治体、生産者、農

業団体、食品産業」うんぬんとありまして、それぞれの役割分担を提示することが

適当ではないか。さらに、一番下のところのアンダーラインが引いてあります。「国

民が食料について身近な問題として考える契機とする等の新たな工夫も必要では



ないか」と書いておられますが、これは何か具体的なプランがあってのことなのか

どうか。多尐のイメージをお持ちかどうかということを、ご担当の方におありでし

たら伺いたいと思います。 

 といいますのは、大変難しい課題だと思っております。横川委員も言われました

けれども、農業団体などは自給率について大変危機感を持っておられますし、使命

感も持っておられるようですが、食品産業、消費者というのは、別な動機、価格と

か安定供給などの理由があって、自給率に貢献というか寄与しにくいという立場が

あると思うので、そこに向けてどういうアピールの仕方があるのかというのが大変

悩ましいと思います。 

 それから、国民が食料について身近な問題として、これも、食教育の中でどうい

うふうに成長期の子供あるいは若者層に伝えるかというのは難しい業だなと思い

ますが、私は腹案がおありではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 今の点につきまして、増田委員以外からも、また今ご指摘の点以外についても、

かなり具体的な方策について述べるべきだという、こういうご指摘があったかと思

います。今の時点で何かございますでしょうか。またお話を伺って、さらに議論を

していただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○今井企画評価課長  まず、１点目の上のほうの矢印のところにつきましては、

前回も、国だけではなくて、地方公共団体、農業団体、いろんな役割分担を明確に

してというお話もございましたので、基本計画の中で、各いろんな施策の進め方に

ついて、そういった分担の関係が尐しでも明らかになるような書きぶりができない

かなというのが、上の矢印のところの考え方でございます。 

 下のほうは、先ほどから、こういう考え方に賛否両面の意見があるわけですけれ

ども、今考えていますのは、都道府県、市町村段階で何でもかんでも自給率向上、

自給率の目標をつくってもらうということではございませんで、いずれにしても、

自給率がなかなか横ばいで推移している中で向上させていくためには、国だけが目



標を定めるのではなくて、いろんな取り組みをしていく必要があるのではないかと。

そのいろんな取り組みというのは、都道府県段階、市町村段階で、どういうふうに

やったら自給率が上がっていくんだろうかとか、その根っこに、自分達の食生活は

今のままでいいんだろうかとか、そういったことを考えてもらうようなきっかけに

なるようなものというのを考えていく必要があって、その１つとして、例えば県段

階で自給率目標をつくっている県も現にありますけれども、そういったことですと

か、先ほどから話が出ていますような地産地消の具体的な取り組みみたいなものを

目標を定めてやっていくだとか、これ例示としてあくまでも挙げておりまして、そ

ういったことを通じて、国民が食料について、身近な問題として考えて、そういっ

た取り組みが全体として自給率の向上に結びつくような、そういったものの工夫が

できないかというようなつもりでここは書いているということでございます。 

 現段階で、こちらから例示として出したものは、地域段階での自給率目標の設定

ですとか地産地消の取り組みだとかということなんですけれども、その点はもっと

いろんな工夫をこういった場でご教示していただければ、我々としても大変ありが

たいなと思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、豊田委員、どうぞ。 

○豊田委員  先ほど、食品産業と農業との関係、提携のあり方が非常に重要だと

いうお話をいたしましたのは、各国の食品産業、食品流通業が、国産農産物を育成

するような、これはこの間企画部会で議論してきましたＧＡＰですね。"Good 

Agricultural Practice"というような。そういう形の規格を導入して、消費者の安

全性要求に応えるという、そういう食品産業の取り組みがあると、それが農業との

提携に結実しているというわけでございまして、先ほど食品産業を構成する食品流

通業の方々が、むしろ外国から輸入したほうがいいではないかというお話がござい

ましたが、これは確かに事柄の一面でございますが、それだけでは食品流通業が成

り立たないのではないかと。 

 私、マレーシアに行きまして、日本の食品流通業、量販店でも非常に代表的な４



社の調査をこの間してまいりましたけれども、マレーシアの農産物を育成するため

のさまざまな農業と食品産業を提携する動きをやっていますね。日本と食料自給率

が非常に似たようなマレーシアという国でございますけれども、あるいはマレーシ

アベストという国産農産物を育てるような取り組みを、食品産業、食品流通業でや

っていると。むしろ、こういったことが日本の食品流通業にも求められているので

はないかという趣旨でお話ししたわけでございます。 

 地産地消というのは、いわば１つの形でございますが、要はやっぱりそういう大

きな観点から、農業だけではなくて、農業関連産業が発展していくということが、

自給率向上の方向に沿うのではないかということでございますので、何でもかんで

も輸入すればいいというようなお話であれば、これは全く論外ではないかなという

ふうに思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、新開委員、どうぞ。 

○新開委員  最初に立花委員と坂本委員がおっしゃいましたように、農業社会が

とても危機感を感じております。今までいただきました書類の中を見てもわかりま

すように、担い手、後継者がほとんどいない農業社会に今差しかかっているところ

で、大きな基本計画の見直しになったと思うんです。 

 先ほど自給率の問題が出たんですけれども、国民も農家も一緒になって自給率を

上げようというのが１つの目標であって、自給率は上がらないからとか、今の状態

ではとても上がらないよと言ったら、何も私は始まらないと思いますね。 

 今までは、食品産業も、安いがいいで海外に移行し、経営は成り立ったかもしれ

ないけれども、今国民の体がどれだけ病んでいるかというのも、健康面からみると、

大変な問題を抱えているんですね。今までは、経済、経済で経済優先できたけれど

も、これからは世界中も変化し、環境も、それから人が生きていくための食料は何

なのかという方向に変わってきております。まずは日本の農業が、これだけは残し

たいということから始めないと。食料自給率を上げないでもいいではないかとか、

海外の安い農産物ともっと日本の農業も競争しろとか、そういうことばかり言って



いたら、本当に望ましい日本らしい農業というのは育たないと思います。 

 この場所に私が公募してまで来たというのは、生産現場で働く人達の思いがなか

なか届かないということで、私は公募委員として応募したんですね。日本の農業と

いうのも、農業者は一生懸命一生懸命がんばってきたんです。けれども、食品産業

はどんどん安いほうに走ってしまったんですね。そして、振り返ると、本当に農業

をする人がいなくなって、産業としては絶滅に近いぐらい、後継者といえる若者が

いない。だから、国民一体となって、農業者だけではなくて、消費者も考えようと

いう動きが地域では起きています。いつまでも安い外国の農産物に依存するのでは

なくて、やはり先進国ならば、これだけは、自国の目標を定めるという強い姿勢で

臨むべきだと思います。 

 それからもう１つ、遡りますけれども、これだけ担い手がいないというのは何な

のかということを皆さんに考えてほしいですね。補助金とかいろいろな問題になる

と、農家は甘い、補助金漬けというようにおっしゃいますけれども、外国の農業と

比べて決して補助金が多いこともないし、これだけ先進国で農業をないがしろにし

ている国はないと思うんですね。だから、ぜひ私は生産現場として、自給率の目標

だけは掲げるように、そしてそれに向かうような国であるべきと思います。 

 それから、外食産業の代表の横川さんにもお願いしたいんですけれども、これか

らはやはり外国の農産物を利用して加工するならば、その国の人達にとっても健康

に生きるために、その国のためになるような農業を、豊田先生がおっしゃったよう

に、私はそういう食品産業に変わらないといけないと思います。グローバル化とい

っても、そういうことを犯しながらグローバル化になっても何もならないと思うん

ですね。そこら辺をもう一度考え直して、この基本計画の見直しをお願いしたいと

思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、安土委員、それから立花委員も手が挙がっていたかと思います。まず、

安土委員からどうぞ。 



○安土専門委員  何でも食料が足りなければ金で輸入すればいいではないかと

いうようなことを申し上げているのではないんです。むしろ、反対に私が伺ってい

て思うのは、経済合理性がなくても国産を愛用しないといけないよというふうに、

つまり国産第一、国産第一と言って、そういうふうに国民を引っ張っていこうとい

うような感じを受けるので、それはおかしいと。国産はもちろん非常に重要だけれ

ども、輸入という方法もあるよということを申し上げているので、輸入だけという

ようなことを申し上げているのではありません。 

 経済合理性というのはどういうことかといったら、要するに消費者が望むものを

望む価格で供給するところに消費者のお金が流れていくわけで、そしてそこに生産

がついてくるわけであって、消費者が望まないものを高い価格で提供しようという

ことには、そもそも無理がある。その意味においては、ハイブリッドカーも、ある

いはコンピュータソフトも、イコール食料ということになるわけで、それを貨幣的

に表現したものが経済ということになるのではないかと思います。 

 したがって、消費者が望むものは何なのか。そして、それをできるだけ消費者が

買うことができる価格で、競争的な価格で提供するということに、食品産業は大い

に協力すべきであるというふうに私も思いますし、おそらくそのことに対してノー

と言う食品産業は全くないのではないでしょうか。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 おそらく関連だと思います。まず、豊田委員にご発言いただいて、その後、立花

委員、それから横川委員にご発言いただきたいと思います。 

○豊田委員  一言で終わりますので。消費者ニーズに応えるというふうにおっし

ゃっていましたので、私は、食品に対する消費者ニーズは、圧倒的に多くの世論調

査結果が示していますように、多尐高くても安全な食品を望んでいると。健康の維

持に役立つ食品を望んでいる。これが消費者ニーズだと私は思います。 

○生源寺部会長  それでは、立花委員、どうぞ。 



○立花専門委員  私も、これはある意味では哲学というか、考え方の違いになる

かもしれませんけれども、この間経団連の奥田会長がイタリアに、建築家の安藤忠

雄先生と一緒に５月の連休のときに１週間ばかり行って、向こうのスローフードと

いいましょうか、農家に民宿して、ご飯食べたり、非常に向こうの、イタリアの人

達が生活をエンジョイしているというさまを体験して非常に感激したというよう

なことを奥田会長が報告していましたけれども、私も基本的な考え方としては、や

はりその土地で住んでいる人にとって、その土地で収穫されたものが、本来、選択

されるべく競争力を私は持っていると思うんですよ、本来は。ところが、それがな

ぜ選択されないのかということだろうと思うんですね。 

 これは豊田先生のお話に関連しますが、食品工業は、何も好き好んで何か輸入物

に走ったとかという話も、ちょっと新開先生からありましたが、それはちょっと私

若干誤解があると思うんですが、日本の農業政策の非常にある意味で不幸なのは、

国内の農業生産者と食品工業がある意味では対立する図式ができてしまっている

んですね。例えば、麦なんかでもわかるように、国内の麦をつくればつくるほど、

一定の価格で支えるわけですね。その財源はどこから来るかというと、輸入小麦で

もって支えているということで、そうすると、その矛盾はどこにあらわれるかとい

うと、小麦を使ってお菓子をつくっているビスケットとかマカロニとかスパゲッテ

ィとか、そういうのは外国の安い小麦を使った、製品関税はだいたい 20％で安く入

ってくるわけですね。そうすると、国内の小麦を使っている食品加工業は、国内の

高い国産小麦の購入と、本来であれば、水際が措置がなければ安い小麦が入ってく

るのを、国産の保護のために財源をそこから賄うと、非常に高い値段で買わざるを

得ないということで、ある意味で板挟みになっているんですね。安い製品輸入と、

それから高い原料価格と。それを私どもは、このままでは非常に不幸だから、何と

かして両者が共存共栄できるような形をつくる必要があるということで、そこに直

接支払いの役割がある訳です。国内の人達が一生懸命頑張っても、自助努力だけで

は克服できない、宿命的に負っている高コスト要因は、それは農業者側の努力だけ

では克服できないので、それはみんなで支えていく必要があるということで、直接

支払いということになってきたわけで、この方式がうまく活用できれば、私は国内



の農業生産と食品産業がうまく両立する。アメリカ、ヨーロッパはまさにそういう

図式になっているんです。日本の場合にはなぜ対立するかというのは、そこら辺の

図式がうまく容易に描くことができなかったということに根本原因があるので、私

は無用の対立を避ける意味からも、私はこの直接支払いというのをうまく仕組んで

いくことが非常に大事な課題だろうと。私はそれがまさに、この今回の改革の１つ

の大きな眼目だろうと思っているんですね。 

 ちょっと新開さんと豊田先生のお話に関連して。 

○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、海外進出の件、食品メーカーや外食企業が海外での調

達・製造を決めた背景の１つには、良くも悪くも国内生産を守りすぎたということ

もあると思います。それから、海外でも事業を展開した私どもが、その現地国のた

めに工場や畑をつくった、そういう事業展開のケースは日本にはないと思います。

企業が消費者に売りたいものをつくるために最適な場所を探した結果が、海外とな

ったケースと国内となったケースがあるわけです。この点も、やはりその経緯を認

識していただきたい。 

 それから、変化に対応したマーケティングについてです。食べ物を価格だけで売

る時代は終わりに近くなり、品質、それも鮮度だけではなく栄養素の質とバランス

の方に移行してきているので、流れは良い方向に向かっているとは思います。でも、

消費者が口にすることと実際の行動には差があります。例えば、今、牛肉が問題に

なっていまして、「輸入牛を買って食べるの？」と聞くと、「うーん（買わない）」

と考えるんですが、実際には食べているという現象があります。改まって聞かれる

と「ノー」と答えるのに、普段の行動が一致しているとは限らないんですね。先日

も言いましたが、マーケティングについて、国はどこまでやって、年々変わる消費

者にどう対応するのかということが、取り込まれていないと思います。 

 最後にもう１つ申し上げますが、国内の農業をもっと自由化すべきだと私は再三

申し上げてきました。輸入品に対しては規制することは、政治的にも政策的にもあ



っていいと思いますが、国内の規制が、実は担い手の減尐や老齢化・空洞化の原因

の１つになったのではないかと思うのです。ですから、誰でも農業ができるように

機会を与えることや、企業が参入できるようにすることが大事なのですが、土地の

売買など付随するところに議論がいってしまうだけでは前進しないのです。例えば、

企業が農業に参入する場合の土地は農業以外に使用を禁止するという規制をすれ

ば、誰が農業をやっても農業は続くわけです。そんなことを含めて、国内の自由化

ということをもう尐しきちんとやっていくことが大事だと思いますし、別な観点で

は、流通の中で市場流通以外の流通部分に流通システムをどう確立させていくかと

いうことも、１つの鍵になるのではないかと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、豊田委員、関連でございますか。どうぞ。 

○豊田委員  今、食品産業の海外に移転している原因についてのご議論になりま

したので、ちょっとその点について、私触れておきたいと思いますが、食品産業が

海外に移転する場合には、もちろん相手国の労働力ですとか、さまざまな資源を求

めて行く場合もあると思いますが、最近は、海外の市場自体を拡大する、食品産業

としての食品市場を拡大するという動機のほうが強くなっているということが、食

品産業のグローバル化の１つの非常に大きな原因であると、これはこの前私は食品

産業の海外投資という研究会でお話ししたことなんですが、だいたい大方の食品産

業の代表の方のご同意をいただいていることなんですけれども、それはそういうこ

とであって、議論はそこにあるのではなくて、食品産業と日本の農業との関係をど

うしていくかという、その食品産業のあり方がやはり問われているということを私

は申し上げているわけでございまして、それは農業の新しい可能性、例えば未利用

地ですとか遊休地ですとかを開拓するような、新しい農業への参入の仕方もあるわ

けでありまして、現実にそういう食品産業もございますので、そういうあり方をよ

り強めていって、食品産業と農業が両立し、協調できるような、そういう方向がや

はり基本的には望ましいのではないかということを申し上げているわけでありま

す。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。食品産業の側から見た農業の課題、

また農業の側から見た食品産業の課題ということでありまして、これは両面あるわ

けでありまして、そのことをきちんと議論することによって、連携というようなこ

とが具体的にできていくと、こういうことかと思います。 

 挙手されておりましたので、村田委員、それから平野委員の順番でお願いいたし

ます。 

○村田専門委員  今の話に関連して、ちょっとお話を披露したいと思います。Ｏ

－ｂｅｎｔｏ事件というのがありまして、Ｏ－ｂｅｎｔｏという弁当屋さんが、駅

弁屋さんですけれども、昔の食堂車を経営していた会社ですけれども、そこが農協

に 300トンだったか、有機米を買いたいと。山田さん、300トンでしたっけ。30ト

ン…… 

○山田臨時委員  いやいや、量はちょっとわかりません。 

○村田専門委員  相当の量（注；実際は 300トン）の有機米を買いたいと。有機

栽培米ですね。無農薬、無化学肥料の。そうしたら、農協が、そんなたくさん生産

できませんと言って断ったわけですね。 

 その食堂屋さんは、かつて秋田の農家から有機栽培米を買って、有機弁当として

売ったら売れたわけですね。もっと大々的にやろうということで、農協に申し入れ

たら、つくれないと断られた。だけれども、食堂屋さんとしては儲けたいから、有

機のお米にこだわったわけですね。日本国内にはないというので、カリフォルニア

の有機栽培米を買うことにして、お米を輸入するのは大変だというので、向こうで

つくって加工調理して冷凍で日本に輸入して、それを解凍して売っているんですね。

今、Ｏ－ｂｅｎｔｏというブランドで売っていますけれども。 

 そうなったときに、農協は怒りまして、お米を輸入するとはけしからんと。実質

的輸入ですね。というので、弁当屋さんの親会社がＪＲ東日本だったものですから、

ＪＲは民間会社になったとはいえ、かつての国策というか、国営会社であると。国

営会社の子会社が自給率を下げるようなことは何たることだというので、仲間の国



会議員が怒鳴りに行ったわけですね。 

 そのことを私が新聞で取り上げまして、自給率を下げているのは農協なんじゃな

いのと。お客さんが買いたいというんだったらつくればいいじゃないのと。だけれ

ども、有機栽培米ですから、３年かかるんだったら３年待ってくれと。何とかする

から、だからともかくお客さんを海の向こうにやらないで、仲間にしなくてはいけ

ないんじゃないのと。怒鳴りに行く相手じゃなくて、むしろ提携する相手じゃない

のと。その弁当屋さんとですね。ということを書いたら、山田さんのところからす

ごく強く叱られました。やはり食料自給率を上げるというのは、実需者のニーズに

応える積み重ねなのではないかと思うんですけれども、改めて山田さんのご見解を

聞きたい。 

 昔の話を言いたいわけではないんですが、生産者は生産者なりにそういう努力が

必要なのではないかということですね。それから、食料自給率の数字で、45という

目標を、22 年度までに達成するのは難しいとは思います。そういう報告も農水省か

らもありました。全中はその目標を変えるべきでないとおっしゃっていますが、実

現可能性から言ってどうなんでしょうか。私も、１％でも高いほうがいいと思いま

すけれども、それを組織運動で仮に変えなかった場合に、余計嘘っぽさみたいなの

が出た場合、この基本計画の見直し全体の評判が下がることにならないかどうか。

その辺の自給率の掲げ方、目標年次を先に延ばすことは忍びがたいというのは非常

にわかるんですけれども、やっぱり実現可能性ということを考えた現実的な政策目

標というのを、掲げるならば掲げるべきだと思います。その辺についても山田さん

のお話を聞ければと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、平野委員、どうぞ。 

○平野委員  私、仕事で外出していることも多いので、当然外で食事することも

多くなりがちで、外食には大変ありがたさも感じているし、頼らせていただいてお

ります。一方、家にいるときくらいは自分でつくりたいと思って、朝・昼・晩に限

らず、家にいるときには何かつくっているんですね。ちょうど、昨日煮物をつくっ



たところだったので、先ほどの横川委員のお話がもう身に染みるように今わかるん

ですけれども、やはり本当に味の染み込んだおいしい煮物をつくろうと思うと、あ

っという間に１時間、２時間、キッチンで時間が経ってしまう。出掛ける時間をち

ょっと遅れてしまうなんていうこともあったんですね。80℃のレトルト方式ってい

ったいどんなものなんだろうなんて、大変興味も覚えてしまいました。 

 先ほど、横川委員から、主婦が調理をしなくなって食べるものが変わってきたと

いうお話を伺い、確かにそうなんだろうというふうに思いました。仕事を持ってい

る奥さん、今大変多いと思います。その奥さんが、調理のほうもがんばれる環境と

いうのはいったいどういうものなのか。もちろん、奥さんだけではなく、男性も協

力し合って家の中の仕事をするということは、これからの時代は大切になるかと思

います。子育て、食育もその中に入ると思いますが、そういったことも含めて、男

女協力していくということが今後必要になるのではないかと思うんですね。 

 そこで、男も女も、仕事に影響出ることなく、家で調理に取り組めるいい方法は

ないか。どういう環境だとそれが実現できるか。それを農水省としてはどう考えて

いらっしゃるのか。私、資料などでもしかして今まで見逃していたかもしれないの

で、教えていただければと思います。 

 それで、私今まで農家の方々とお会いして、農家の奥さんって本当に元気があっ

て、子育ても一生懸命し、もちろん家で食事もつくり、そして農作業もしていると

いう、スーパーウーマンのような方々がたくさんいらっしゃると思うんですね。そ

ういう、１人何役もできている、あるいはその家の中で役割分担をして成功してい

る事例というのが農家の方々の中から見つかるような気がしますので、そういった

事例などをピックアップしていただきながら、何かの機会にまた教えていただけれ

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。 

 それでは、山田委員、どうぞ。その後、増田委員ということでお願いします。 



○山田臨時委員  ちょうど発言したいということで手を挙げようとしていたと

ころだったものですから、村田さんからご指名をいただきまして、その分早めに発

言できる機会をいただきまして、大変感謝していますが、どうも村田さんは農協に

よほど不満があるのではないかというふうにひがんで考えざるを得ないんですが、

２つ質問がありましたから、喜んで答えます。 

 最初の質問の、日本レストラン・エンタープライズのＯ－ｂｅｎｔｏの扱いの件

ですが、尐なくとも、私どものところへ有機米の確保について依頼があったわけで

はありませんでして、残念ながら、もしも早い段階でそういう議論を我々との間で

できれば、もっと村田さんがおっしゃいますような対応の仕方は当然あったという

ふうに思っております。これが第１点です。 

 第２点の問題なんですが、何が何でもけしからんと言って押しかけたわけではあ

りませんでして、きちっと礼を尽くして伺ったつもりでありますが、一番問題は、

実はお入れになった弁当は、向こうで加工されて、かつ野菜や肉の調製品として輸

入されたわけであります。要は我が国には既に制度で、ＭＡ米、ミニマムアクセス

を大量に入れるということがあるわけだし、ましてやＭＡ米の扱いに関連して、Ｓ

ＢＳ方式で、売り手と買い手が相談して、そして必要な米を入れるということも十

分可能なわけですから、ぜひやってほしかったのは、この制度の仕組みの中で検討

してほしかったんですが、残念ながら、向こうからは、米の調製品として入ってき

たのではなくて、野菜と肉の調製品として、一定の２割とか３割の野菜と肉を入れ

れば、極めて低率の野菜並びに肉の関税で我が国に入ってくるという仕組みを利用

されたわけでありまして、その点は極めて問題ですということを、率直に申し上げ

た経緯があったわけであります。 

 また、背景として、おっしゃいますように、有機米が売れると、それはそうかも

しれませんし、社長さんをはじめ、あそこの会社の努力を多とする評価はいたしま

すけれども、しかし一方で、聞こえてくるのは、こういうことをこういう場所で言

うのは何ですけれども、アメリカ農務省の強い働きかけがあったということも聞い

ておりまして、言うならば、ＢＳＥの対策で見られますような、アメリカ政府の一

連の姿勢なんかがもしも背景にあったのではないかというふうに考えざるを得な



いような局面もあるわけでありまして、先ほどおっしゃいましたように、本当のあ

るべき論だけでご商売をされた、ないしは、米の消費拡大を国内で図りたいという

ふうにおっしゃっただけではないんだろうというふうに思っております。 

 いろいろ言いますと、いっぱいいわれがありまして、まだまだありますが、この

辺に抑えておきます。 

 ２つ目の質問は、目標年次の話でありますが、この 22年になぜ 45％がうまくい

かなかったんだろうかということについて、政策の検証をきっちりやるべきだとい

うことは大変大事なことで、この点は各委員の皆さんからも先ほど来出ているとこ

ろでありますけれども、私なんかがあまり言い過ぎますと、それはそれで、おい、

努力不足をどこへ持っていくんだなんて言われそうなものですから、この点黙って

いるんですけれども、我々としても、もっと耕作放棄地を出さないとか、遊休地を

出さないとか、それからしっかり転作のところへ物を植えるとか、ニーズのあるも

のを植えるとかという、この努力がやっぱり不足していると自覚していますから、

なかなかうまく思い切って言えないんです。 

 ただ、政策として考えますと、この基本計画は５年で見直すということになって

いるわけですね。だから、今も５年で全体を見直しているわけでしょう。ところが、

目標については、何かポーンと飛んでしまって、27年の、今から数えますと 10年

後の目標になってしまいます、みたいな話でいいのかというふうに思うんですね。

どういう数字を 10年後に掲げようと、掲げる目標はともかくとしまして、基本的

な施策の展開、目標を持った施策の展開ということで考える限りは、５年後にちゃ

んと目標はありますよ、そして 10年後に目標がありますよ、５年後の目標の実施

状況をちゃんと点検しようではないですか、我々もそこに向けて努力しようではな

いですか、というものであっていいのではないかというふうに思います。そういう

面では、目標につきましては、やはり 22年目標をしっかり定めていく、そして、

27年目標を同時に、必要であれば定めていくという形にさせていただいてはどうか

というふうに思っております。 

 それから、これは質問になかったことでありますけれども、目標は高ければいい

というふうに思っているわけではありませんでして、施策をきちっと実行していけ



る、いこうではないかという、やっぱり運動目標として取り組める内容のものであ

っていいというふうに思っております。また、その数字なり基準につきましては、

前回のこの部会でも申し上げさせてもらいましたけれども、やはり基本的には人間

生存の基本であるカロリーベースにする、これは世界的にも、それが１つの基準と

して通用しているということでありますので、それはそれとしてきちっと掲げる。

一方、もちろん、金額ベースの表示の仕方なり、重量ベースの表示の仕方なり、そ

れはあっていいんだろうというふうに思っておりますので、何もカロリーベースだ

けで物を言っているわけではないということだけ申し上げておきたいというふう

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。 

 増田委員、その後秋岡委員、お願いいたします。 

○増田委員  先ほど横川委員が、外部で、海外から半分まで調理して持ってくる

食材、おいしいとおっしゃいましたけれども、私は最近必要があって、半分までゆ

でて、おでんのために持ってきている大根を取材する機会がありました。おそらく

レトルトで売られているおでんの中に入っている大根がそれだということで、買っ

て食べてみました。美味しさとは遠い味でした。 

 それから、Ｏ－ｂｅｎｔｏですが、Ｏ－ｂｅｎｔｏも何度か東京駅などで買い求

めましたけれども、あれもおいしいとは言いがたい味でした。ご飯だけはましな味

で、有機ということを売り物にしていますが、そこは認めるんですけれども、味は

全く論外です。 

 ここで私が何を申し上げたいかといいますと、やはりこういうふうにしてきます

と、後の世代の人に、日本の味が伝わらないのではないかと。食教育の中で、味覚

教育というのは、フランスやイタリアでは力を入れてやられているというふうに聞

いておりますが、日本人にとって一番今欠落しているのが味覚の教育だと思います。

このままでは次世代の味覚が育たないということに危機感を持っております。 

 また、やはりここでお話を伺っていても思うんですけれども、食品企業と生産者



が、実は車の両輪であるべき立場なのに、あまり親密な関係でなく、このままでは

それぞれの立場の価格競争で原材料の海外依存は加速の一途だと思います。食品産

業や外食産業は、ぜひ国内の農産物に目線を向けてほしい。天候不順の日本という

立地条件から言って、外国に依存しなければならないこともあります。それも１つ

ありますけれども、国内の生産者との関係をどうつくり上げていくかというのが、

これは自給率を考えるときのキーワードになりそうな気がしております。それにつ

いては、数値目標とか何かというのは、馬の鼻先にぶら下げたにんじんで、また次

の見直しまで行くのではないかという心配をしなくていいように、それには食の外

部化という状況を、食の外部化がいけないとか困ったことだとか、それはそれでと

かと言っているのではなくて、生産者と食品企業を良い関係で考えてつくり上げて

いくようなことにご努力をいただけたらと思うのですが。 

 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、秋岡委員、どうぞ。 

○秋岡専門委員  ここに何か書いてくださいとかということではなくて、ちょっ

と個人的な感想なんですけれども、やっぱりこの問題を考えるときに、何か世の中

の大きな流れみたいなものとかがあって、１つは、食べ物とか食というのは生活の

すごく基本的なものなんですけれども、それは変わらないかというと、意外と変わ

っていたりとかして、これは日本の話ではなくて恐縮なんですけれども、この間読

んだ中国人の人の新書版の本なんですけれども、それだと、例えば中華料理なんか

は、香港返還以降、ものすごく広東料理がバーッと出てきて、何十年ぶりかに母国

に帰った中国人がメニューを見て、もう何だかわからないくらい、20～30年で中華

料理が大きく変わってしまったと書いてあったんですけれども、その中に、確かに

守っていくものも必要だけれども、私達の生活がものすごく変わっていくように、

やっぱり食という大きな流れの中で、もしかしたら基本的なものであるだけに、逆

にものすごく変わっていくのは仕方のないものなのかなというような気がするん

ですね。 



 例えば、１つの流れの中で、先ほど平野委員がおっしゃったような、例えば家庭

の食が大事。すごく個人的にはわかるんですけれども、例えばそれがないがしろに

していいということではなくて、でもその一方で、どうしても家庭でつくらなくて

はいけないのかというのが、いつまでもその絶対的なものとして成り立つのかなと。

これは、ちゃんとしたデータではなくて、これも誰かのエッセイで読んだのであれ

なんですけれども、例えば台湾なんていうのは、朝食とか夕食の外食率というのは

６割とか７割ってものすごく高いんですね。それは、別にだからいけないというこ

とではなくて、ライフスタイルが違ったりとか、外食産業の環境も違うのかもしれ

ないですけれども、あとは、あちらはもともとお母さんもお父さんも働いている家

庭が多いとか、いろんなことがあって、日本の家庭のあり方とか、大きく変化して

いるときに、家庭でつくるのも大事だけれども、そうではないという新しいライフ

スタイルもある程度前提に置いて、こういう指針みたいなものをつくっていかない

と、何かあったときにどうしても後追い後追いになってしまいがちになるので、そ

れを、これは農水省の問題なのか、全然違う省の問題なのか分からないんですけれ

ども、その辺どう変わっていくのかというのは、きちんと私達が見ていかないとい

けないのかなという感想が１つ。 

 あと、先ほど豊田委員がおっしゃった、高くても国産の安心・安全なものをとい

うのはとてもよくわかるんですけれども、ただ、高くても国産で安心・安全なもの

という構図が、この先、日本と特に中国を中心とする海外諸国との間の農産物の品

質比較の問題で、あと何年続くのかなというのは個人的にはよくわからない問題と

してあるんですね。例えば、その一番端的な例が、中国製のものとかで、私達たぶ

ん 20年ぐらい前はデパートに行ってセーターとか買うときに、中国製と書いてあ

ると、基本的にはプレゼントにはしないとかというのが、今は逆にもう中国製だか

らいいんじゃないというふうに、ものすごく変わってきていて、しかもこの間の中

国の企業がＩＢＭのパソコン部門を買収したというように、たぶんここ２～３年で、

中国自体の産業政策のものが、いわゆる低賃金国からどう脱していくのかというふ

うに、もう今変わり目に来ているので、日本製だから、例えば中国製のものより安

心・安全で、いつも常に日本がその面でいつまで優位にあるのかというのが、私は



その結論としてはよくわからないんですけれども、それをどこまで前提にしておい

て大丈夫なのかなというのは、個人的には最近考えていることです。 

 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、横川委員、どうぞ。 

○横川専門委員  先ほどの発言に誤解があるといけませんので訂正をしますが、

おいしいという言葉が感覚的な気がしますので、大変よく売れて好評ですと言い換

えたらわかりやすいと思います。 

 それから、安全の裏づけについてですが、国内産が安心で安全ならば、それ相応

の変化が消費者に伝わる確かな情報が必要だと思います。化学肥料を中心とした農

業生産で本当にいいのか、農薬散布を 38回もやっていて本当にいいのか、抗生物

質をこんなに使っていいのか、その辺について日本のものは安全だ、あるいは、栄

養素がこんなによそとは違うということが数字で事実として確認できない限り、日

本だから安全、海外だから安全ではないという言い方をするのは、あまりにも乱暴

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、大木委員、どうぞ。 

○大木委員  今のお話にも関連しますけれども、先ほど豊田委員のほうから、消

費者が望むのは多尐高くても安全なものを望んでいますよというお話がございま

したけれども、確かにまさにそのとおりなんですが、一方では価格中心で、同じも

のだったら安いものを買おう買おうという人もいっぱいいるわけですね。それも事

実なんです。ですけれども、生産者の方は、特別栽培とか有機栽培とか、できるだ

け環境に負荷を与えないようという努力もされています。そこのところがなかなか

消費者には見えにくくて、理解が進まないということも事実なんです。 



 そこで、そういうものとつながって、土づくりを大切にして、それが安全につな

がる。そしてそれが自給率につながるんですよというようなことがなかなか理解が

できないということが、正直なところだと思います。ですから、ここに食料自給率

の目標というところで、その目標の意義について、国民に改めて訴えるべきではな

いかというものがここに書いてございますけれども、これをもう尐し、特に消費者

にはわかりやすい言葉で訴えるべきではないかと思いますので、ここら辺のところ、

価格を最初に来るのではなくて、まず土づくりとか環境がみんな土俵が同じで、生

産者も消費者もそこを理解した上で、これだったらこの価格で買えるわというよう

な、納得のいくような理解が進むということが、ちょっとここに書いてあると、こ

れからの施策の中で、この案の中で、構成の中に書いていただけるといいと思いま

す。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 食料自給率につきまして、他に何かご発言ございますでしょうか。 

 役所のほうから何かございますか。特によろしいでしょうか。 

 それでは、時間もだんだん押しておりますので、次に、講ずべき施策と、施策を

推進するために必要な事項。これは６ページでございます。それから、基本計画と

関連の深い「研究・技術開発の展望」、「農業構造の展望」、「農業経営の展望」

につきましても、もしご意見があればお伺いいたしたいと思います。これは７ペー

ジでございます。 

 坂本委員、どうぞ。 

○坂本専門委員  総合的かつ計画的に講ずべき施策についてであります。 

 その前に、ちょっと食料自給率問題に戻るわけではありませんが、先般ある会合

で外食産業の方と、中食といってお弁当の産業の方とお話しした経験があるんです

が、１日 8,000 食のお弁当を供給している。私は単に、私達の日本の農産物を使っ

てくれませんかと言ったら、いやいや、使いたいんだけれども、毎日 8,000食だよ

と。君達がそろえてくれればいつでも使うよと。こういう返事が返ってきました。 

 それで一概にこういうふうに決めつけるというのはあまりにもおかしいかもし



れませんが、私の体験では、地産・地消というような、非常にこだわった農産物の

需要と、一方では、非常に大きなロット商品という評価ですね。ロット商品価値と

いいますか、そうした流通が一方で非常に大きく自給率に影響を及ぼしているので

はないかと強く感じたわけでございまして、そのためにも地産地消で、非常に大事

につくる農産物、これは日本人のむしろ歴史的な業であると思いますが、一方で挑

戦しなければならないのは、ロットとしての商品価値をどう出して、量販店さんと

か外食産業さんとお付き合いできる農業構造を確立する必要があると思います。そ

うたくさんはできないにしても、プロ農業者を支え育成しなければ自給率は上がら

ないということが言いたかったということでございます。 

 本論に入ります。この総合的かつ計画的に講ずべき施策の中で、特に記述にお願

いしたいのは、担い手、それから経営安定対策であります。私の農場に、視察がお

見えになります。農業会議とか町村の議員先生が視察に来られて、何回も議論をや

っているんですが、この企画部会の入口で――私は、ちょっと危険だなと感じたん

ですが――プロ農業者に施策を集中という議論から入ったものですから、視察の皆

さんの質問は、「坂本さん、お前らだけがこれから施策を受ければいいと思ってい

るのか、兼業農家が日本の農業を支えてきたんだぞ、とんでもない、我々を無視し

て、プロ農業者で日本の農業を守れると思っているのか、認定農業者で。」こうい

う議論から始まりまして、延々やるわけですが、この辺はちょっと誤解になってい

るかに感じているわけです。 

 そういう質問が来るということは、やはり、ただ私が申し上げるのは、立花さん

もさっきおっしゃいましたけれども、プロ農業者は戦後１ヘクタールからスタート

いたしまして、負債を負って規模拡大していったわけですね。一方、兼業農家の方々

は、相続によって財産として農地を受け継がれたわけです。したがって、負債はな

いし、多額の農外収入があります。こうした中で、今日まで農政は１俵なんぼ、10

アールいくらの支援という、プロ農業者も兼業農業者も平等支援で来たわけです。

したがって本当にプロ農業者は経営確立に苦しんでいるのが現実です。ここをきち

んと支援していくべきではないかということで、私は当初から発言してきたつもり

なんです。この記述を間違えますと、何か担い手だけが一方的に予算を使っていく



のではないかとか、支援施策が集中していくのではないかという誤解に、ややもす

るとなっている感を肌で感じておりますので、この記述については、ひとつよろし

く、わかりやすく、兼業政策、農村政策、農業政策、食料政策というように、明確

にわかりやすく国民に記載していただきたいというのがお願いでございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、立花委員、どうぞ。 

○立花専門委員  これも農水省の事務局の考えではどこかに入っているんだろ

うと思いますが、守りの面もあると同時に、攻めの面ももちろんあるわけで、です

から、おそらく最近だと、輸出の問題もずいぶん問題意識も高まってきましたので、

この（４）の総合的な施策なのか、あるいは施策推進のために必要な事項なのか、

どこに入るのかはちょっと私わかりませんが、輸出への応援といいましょうか、そ

ういったマインドを持って、マーケティングを含めて取り組みをやることだとか、

あるいは国際協力といいましょうか、これさっき企画評価課長のご説明のこの黄色

い冊子のほうの現行の計画の中でご紹介あったときに、国際協力という項目があっ

たので、ああそうかと思ったんですが、やはり私は、地球大の自給率というコンセ

プトをぜひできるだけ共有して、どうやって日本の持てる技術とか、それは土木技

術もありましょうし、あるいは品質改良なり、いろんな技術があると思うんですが、

そういった国際協力と輸出という攻めの面を、尐しこの新しい基本計画の中では、

しかるべく位置づけて、取り組みを強化していただけないかなという感じがいたし

ました。 

 それからもう１つは、これもちょっと私自分の頭の中でどう整理できるのか、ち

ょっとよくわかっていないので、ちょっと皆さんに申し上げて混乱させたらお詫び

申し上げますが、今構造改革の中で、国と地方の三位一体の改革の話が出てきてい

ますが、来年以降、国の所得税を３兆円、地方の住民税のほうに移していくと。そ

うすると、所得税ベースでは、国税 10兆円に対し地方のほうの住民税が 10兆円と

いうことで、１対１の関係になってくるというようなことをよく聞かされるんです。

そうなりますと、まさに地域のことですが、冒頭から国なり地域なり、あるいは農



協とか、あるいは生産者とか、あるいは消費者の役割分担ということがありますが、

こういったいろんな施策をやるときに、地域の方々が、おそらく単に知恵だけでは

なくて、おそらくお金も出すということになると思うんですね。これだけ大胆に国

税から地方税、地方のほうに税源を移譲するということになればですね。その辺を

いったい、この全体のとりまとめの中で、地域のほうがどういう役割を果たしてい

くのか。単に抽象的に役割分担とかというのではなくて、金銭面も含めて、どうい

うふうにその辺、絵を描くことができるのか、あるいはもう既にだいたいどんな絵

を持っておられるのか。その辺が、もし何かお持ちであれば、役所のほうからご紹

介いただきたいと思いました。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは山田委員、その後中村委員、お願いいたします。 

○山田臨時委員  ７ページに、構造展望と経営展望、それから研究・技術開発の

展望ということで出されていまして、それはそういう形で基本計画の中に併せて示

されるということについては賛成であります。 

 ところで、現行の基本計画では、経営展望は参考資料、それから構造展望は指針

ですかね、扱いが違っているのは意味があるのかどうかというふうに思っておりま

して、私自身は、これもなかなか厄介なんですが、実現性はともかく、この経営展

望というのはなかなか大変大事でありまして、一定の指標として、より精密度と言

ったら悪いんですが、地域の実態に合わせた経営展望が示せるような努力は、大い

にされてしかるべきではないかというふうに思います。 

 ところで、構造展望のほうは、40万経営体というのがものすごく表へ出てしまい

まして、どこへ行きましても 40万というふうになるわけですね。現行では、どん

なに逆立ちして努力して 45％を達成するのと、40万経営体を確保するのと、どち

らが難しいんだなんていう議論をしてもいいくらい、40万経営体というのはなかな

か難しくなってきているんです。それとも、展望の描き方がやはりきつすぎるとい

いますか、絞りすぎるということなのかどうかですね。ここの点について、我々と



しては、地域の実態に即した担い手の育成ということを申し上げて、ずっと議論し

てきた経緯があるわけでありますから、ぜひともこの構造展望の描き方については、

のっけから 40万経営体といって、それは下ろさないみたいな言い方にしなくて、

場合によったら 40万ではなくて 50万もあり得るわけで、もっとこれまでの議論の

経緯を踏まえて、柔軟に、地域実態を踏まえた計画づくりというものを、ぜひぜひ

やっていただきたいというふうに思っています。 

 それともう１点、ここに書かれてはいませんが、平成 12年に基本法が施行され

たと同時に、「農用地等の確保等に関する基本指針」が出されていたのではないか

というふうに思います。それから、その後、同時に閣議決定までされました「食生

活指針の推進について」というのもあるわけです。これら、いったいどんなふうに

位置づけて、そしてこれらをどんなふうにこの基本計画の中で具体化するのか。取

り組みの工程も踏まえて、具体化するのか、推進するのかという点について、ぜひ

ぜひ計画の中に盛り込むようにしてもらい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した。 

 それでは、中村委員、どうぞ。 

○中村委員  もう時間も迫っておりますから、全体的なお話を１つさせていただ

きます。 

 今日示されておりますこの構成の考え方については、中間論点整理あるいはその

後の議論も踏まえて、整理をよくされていると思いますが、いずれにしても、これ

から今日の意見も含めて、生産者、消費者、いわゆる国民に納得できる書きぶりに

ならなければいけないというふうに思います。それはこれからの、また来年の議論

に入ると思いますが、２～３点、お願いしておきたいのは、１ページの（２）の 2.

の点であります。これは今までも申し上げてきましたし、特に土地基本法の理念も

踏まえて、各関係省庁ともよく連携をとってもらいたいということを申し上げてき

ましたが、実はある新聞のコラムに、商工会議所の会頭さんが書いたものですが、

中心市街地の活性化法がなかなかうまく動かない。これは関連するまちづくり３法

の連携が悪いのではないか。と指摘しており、１つは、郊外に大規模な農地転用な



どによる市街化開発により、良好な田園風景を壊しながらの縦割り行政で、この３

法と農地法が連動していないと。こういう整合性をぜひ確保してもらいたいものだ

と書かれています。したがいまして、こういう意見も商工会側にあるわけでありま

す。 

 それから、今度の台風でも地震でもそうでありますが、やっぱり農水省サイドだ

けの守りだけではできない。その前に大きな河川が壊れてしまうということもある

わけでありますから、これはよっぽど、この際連携をとっていただきたいというの

が１点あります。 

 それから、自給率の問題は、この前だいぶ申し上げましたので、もう申し上げま

せんが、前回のときに５割以上が必要だとしながら、とりあえず 45％。こういう大

議論をした結果でありまして、これは先ほど来いろいろありますように、市場の論

理だけではいかない、国家の責任、役割としてどうするかという議論でされてきた

と思いますし、外国に 1,200 万ヘクタールの農地を持ち、そこで水を使い、あるい

はフードマイレージであれだけのＣＯ２を出している。あるいは国内の環境問題も

ある。そういうことを含めて議論されているものであり、これはきちっと維持して

いただきたいと思います。 

 それから、今問題になっております６ページの点で、三位一体の話も出ましたが、

地方分権なり、この規制緩和、財政改革、これは必要だろうと思うし、理解はでき

るわけでありますが、これは今の自給率とも関連いたしますが、やはりこの規制緩

和の中で、社会的規制と経済的規制、戻らぬもの、戻るもの、そこははっきり始末

をつけて、やはりこういう財政問題でも対応していく必要があると思いますし、特

に農地制度は、むしろ強化が今必要ではないかという観点も持っております。 

 それから、７ページの、これは山田さんからも出ましたが、担い手像が、日本の

場合、いろいろな意味で農村にありますし、それから、これからも兼業農家の小農

地所有が一挙に解決するということはないと思います。それから、そのためには水

の管理も道路の管理も必要だということを含めますと、やはり今ありますような認

定農業者は認定農業者として技術的にやっていく農家もあるし、それから兼業農家

をどうまとめて、それを経営体としてどうつくりあげるかという集落営農の問題も



あります。これはまた動く話だと思います。家族周期によって、兼業化したりまた

戻ったり、いろんな形態がありますので、その辺を踏まえて、担い手論をきちっと

わかりやすく進めていかないと、誤解を生ずるだろうと思いますので、この効率

的・安定的な農業というのはこれは必要でありますから、それを実現するためにそ

れを包括した１つの経営方式といいますか、日本の国土に合う、地理的条件も含め

て合うような、流動的に動きをとらまえながら、研究していく必要があるのではな

いかと思います。これは社会政策と産業政策、また地域政策と産業政策が行ったり

来たりすると思いますが、その辺を踏まえて、経営展望と担い手論をやっていただ

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。 

 その他、いかがでございましょうか。もしなければ、立花委員、それから山田委

員から、ご質問あるいは確認のご発言がございましたが、いかがでしょうか。地域

の役割について、具体的な構想なりがあるかどうかということと、それから食生活

指針、あるいは農用地等の確保の指針等の関係でございますけれども。 

○今井企画評価課長  立花委員のほうから話ありました、地方と国の役割分担に

ついて、今の段階で何か具体的な考えがあるのかというご質問ありましたけれども、

今の段階で、皆さん方にまだ紹介できるようなものはございませんので、今しばら

く時間をいただきたいと思います。 

 あと、山田委員のほうからご指摘がありました、７ページで紹介しているもの以

外にも、他にもいろいろあったではないかというものにつきましては、具体的に紹

介しませんでしたけれども、今日お配りしている資料の１ページ目の目次を見てい

ただきますと、基本計画本体の後ろに、参考資料といたしまして、経営展望、構造

展望、あとはご指摘がありました農用地等の確保等に関する基本指針、食生活指針

といったものについても、一緒に公表されておりまして、この中にまとめてござい

ます。 

 ですから、構造展望と経営展望につきましては、基本計画本体を構成するもので

はございませんで、参考資料として同時に公表されているという扱いでございます。



あと、技術の展望につきましては、この資料の右下のページでいきますと、72ペー

ジと 73ページに載せてございますけれども、食料・農業・農村基本計画の参考と

して、閣議には提出されたけれども、閣議決定本体のものではないという性格のも

のでして、72 ページと 73ページに掲げてございます。 

 この他のものについて、どういうふうにするかということにつきましては、法律

上の位置づけ等も、農用地の確保指針につきましては違うこともございまして、今

しばらく、どのようにするかについては、検討の時間をいただきたいと考えており

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。 

○高橋消費・安全局審議官  食生活指針のほうで、この基本計画のほうへ入れら

れないか、あるいは関係をどうするかというお話がございましたが、実はこれ前回

の基本計画で定めた後の話ですけれども、政府提案ではございませんが、前回の、

今年の数字を今回、それから今回の臨時国会におきましても、食育の関係で、食育

基本法案という、この法案が実は国会での議論がなされております。この、今国会

ではちょっと議論にまだ入ったばかりというところなんですけれども、この食育基

本法案の中で、食育推進基本計画を内閣総理大臣のもとで定めるということになっ

ていまして、ちょっとこの辺は農業関係のこの辺で基本計画との関係で、どういう

ふうに調整していくかという、それはまだ、ちょっと一方は既に２回目の基本計画

であり、もう一方の食育基本法案のほうは、法案がまだ日の目を見ていない段階で

すので、そこの調整がちょっと難しいんですけれども、それの関係がちょっとあり

ますので、食育関係のいろんな広がりを見ると、ちょっとすべて食生活関係のもの

を全部この食料・農業・農村基本計画の中に持ってくるというのは、これはちょっ

となかなか難しいんだろうというふうに思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、村田委員、どうぞ。 



○村田専門委員  また山田委員に対してというと怒られそうなんですけれども。 

 参考資料で「ビジョンが羅針盤」というのがあります。全中がつくったというや

つを今パラパラ見ているんですけれども、素晴らしいですね。今までけなしたから

今度ほめるというわけではないんですけれども、本当に素晴らしいと思うんですね。

何々集落の明日を語る会を立ち上げましょう。自らの集落の健康診断をやって、何

に問題があって、将来に向けてどうするかと。売れる米づくりを考えて、担い手育

成と水田営農のポイントという一番最後のところでは、集落営農モデルをつくろう

とか、耕作放棄に歯止めをかけるような集落協定を結ぶとか、集落１農場方式にす

るとか、いろんな事例も含めて、各集落地域に呼びかけているわけですね。その運

動の中心に農協が立とうということです。農水省に、お上に頼ってやるというので

はなくて、地域が自らその担い手をつくっていくんだと。山田さんが常々おっしゃ

っている、地域実態に即した意欲ある人ないしは集団を担い手にすべきなんだとい

うことを、口先だけではなくて、実行していくんだということをここでは宣言して

います。私はこれを高く評価して、ぜひこれを実現してもらいたいなと思います。 

 そこで、伺いたい。そうすると、先ほど山田さんがおっしゃったけれども、構造

展望のところで、今 40万経営体ってあるんですか、それ硬直的に考えずに、もっ

と柔軟に、例えば 50 万でもいいではないかということとの関連です。農協が中心

となって、もちろん国も協力しないといけないと思うんですけれども、この水田営

農の将来を拓く集落営農がうまくいった場合、５年後か 10年後か知らないんです

けれども、そのときのいわゆる構造展望、国で示した構造展望に対応する経営体の

数ですね。山田さんのところで試算すると、ざっとどのぐらいになるんでしょうか。

つまり、40 万なのか、50万なのか、認定農業者も含めてですね。もちろん、全部

が集団である必要はなくて、坂本さんのような立派な大規模農家、個別経営があっ

てもいいわけで、さらに株式会社形態もあるだろうし、合同会社形態もあるんでし

ょうけれども、この経営体のざっとの数ですね。それはいくらぐらい、どういう姿

を農協としては描いているのか、お聞きしたいと思います。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他にいかがでございましょうか。 

 それでは、八木会長、続いて安高委員、お願いいたします。 

○八木会長  ２点ほど申し上げたいと思います。１つは、今回工程表をつくられ

るということですが、これは前回の基本計画にはなかったことで、大変いいことだ

と思います。ただ、６ページの例えば（４）の、総合的かつ計画的に講ずべき施策

の中にも、それぞれの施策ごとに何を目的に、いつまでどのようにという、そうい

う施策の実施について、できるだけ具体的に記述するようにしていただければと思

います。 

 ２点目は、構造展望、経営展望のところですけれども、先進国の農業構造を見て

いても、第２種兼業農家等の小規模農家の数が多いわけですので、担い手の部分と

同時に、高齢農業者あるいは第２種兼業農家を含めた、それぞれの役割がわかるよ

うな、わかりやすいというんでしょうか、そういう構造展望をつくっていただけれ

ばというふうに思います。 

 それから、経営展望のところは、これは具体的な代表的な姿を示すということで

すので、代表性を持たせなければいけませんけれども、農業のいわゆるビジネスモ

デルを描くということになろうかと思います。さまざまな取り組みが創意工夫を持

って、今農業者によって取り組まれているわけですので、そうした取り組みをいろ

いろうまく取り込みながら、これからの 10 年後のビジネスモデルを描くというよ

うな視点で、これをつくっ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。 

 それでは、安高委員、どうぞ。 

○安高委員  ちょっと全般的な話にはなるんですが、例えば先ほど自給率のとこ

ろで、県あるいは市町村の自給率目標というのはおかしいのではないかという議論

がありましたけれども、私もおかしいと思います。県、市町村となると、自給率う



んぬんではなくて、特に都市との境にあるような市町村においては、その市町村の

中に農地があるということにいろんな意味があるのではないかと思っております。

「地産地消」という言葉も出ておりますけれども、私は、ちょっと基本的には地産

地消という言葉も違うのではないかと思っております。 

 今日、ここに村田委員からの資料が出ております。「身土不二（しんどふじ）」

ということで、私は地産地消というよりも、身土不二という言葉のほうが本来農業

が果たすべき役割ではないかと思っております。地産地消といったときに、ただ物

を生産する、物を消費する、物としての考え方しかないように思っております。身

土不二といったときに、そこに住む人は、その土地、暮らし、文化、物がつくり出

されるプロセスと不可分であると。ここに私は、農業の本来の意味があるのではな

いかと思っております。 

 私は、ずっと 20数年間、専業農家をしてきておりますし、今も土曜、日曜は、

ほとんどフルに農業をやっておりますので、農業の現場から見てみますと、１つ例

を挙げます。 

 白菜とかキャベツというのは移植します。だから、１つ芽が出れば、それが最後

の、特別トラブルがなければ、最後のキャベツ、白菜という商品になります。とこ

ろが、私はにんじんをつくっております。にんじんというのは発芽率がすごく悪く

て、時期によっては非常に発芽率が落ちる。10センチの間隔の中に 100粒ぐらい蒔

くんです。そのうちの 30粒ぐらいしか残りません。そして、30粒をさらに間引い

ていきます。間引くときに、特に大きいのは引いて捨てます。「中の上」ぐらいを

残します。なぜかといいますと、にんじんは根を取ります。葉っぱが特別勢いのい

いのは、本来根にいくべき要素を葉っぱのほうに持ってきているという可能性があ

るからです。可能性だけです。それでにんじんを間引くときは、中の上を残して、

トップレベルのは引いて捨てます。 

 何が申したいかというと、間引きですから、その「中の上」の一番いいのが２つ、

２センチ間隔であったら、前後との間隔の兼ね合いで、片一方は引いて捨てられま

す。要するに、運です。私は、あの人と同じなのに、なぜ残らないの。こういうの

は通用しません。私は、どこから見ても優秀なのに、なぜ選ばれないの。これも通



用しません。これを子供達に教えるのは大変ですけれども、言葉で教えるのは時間

がかかりますけれども、そういう農業、自然と触れ合う中で、いろんなことを学ぶ

ことができます。 

 だから、私はこういう霞ヶ関にしろ、机の上というのは、でき上がった知識の組

み合わせによって新たなものができると思います。しかし、新たなオリジナルな知

恵というのは、自然界との接触の中でしか、私は生まれないものだと思っておりま

す。そういう意味で、私は、農業の存在意義というのは、食料の供給ではなく、人

が自然界から学ぶ場だと思っております。だから、古代文明が滅んだときに、農業

が衰えて食料が供給できなくなったから文明が滅んだとは、私は思っておりません。

人が自然界に学ぶ道を絶ったから、文明が滅んだと思っております。 

 だからといって、私は、ただそういう意味だけで農業を残しなさいと言うつもり

はございません。市場経済の中では、産業としてきちんと競争力を発揮して残るべ

きです。それが市場経済の中における農業のあり方です。 

 しかし、国における農業の本来のあり方というのは何だろうか。私は、私の独断

ですが、家庭の中から台所がなくなった、台所のない家庭を家庭と呼んでいいだろ

うかと思っております。農業がなくなった国を国家と呼んでいいだろうかと思って

おります。私は、農業が健全に育っている国を国としたいと思っております。そう

いう意味で、農業を単なる食料供給と捉えたときに、私は農政、農の方角が間違う

のではなかろうかなと思っております。 

 生源寺先生いらっしゃいますけれども、東京大学は、食料学ではなく、農学だと

思っております。農林水産省も、農業省ではないと思っております。産業としての

農業省ではなく、農の省だと思っております。その農の本来の意味づけ、本来の意

義というものを見間違わないようにしなければ、農政、５年、10年はもったとして

も、50年、100 年の農政の大計は誤るのではなかろうかと思っております。国にお

ける農の存在価値、農の存在の意味、これをもう一度問い直してもらいたいなと思

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。 

 そろそろ山田委員、よろしゅうございますか。 

○山田臨時委員  村田さんから、再度ご指摘がありましたので、関連して申し上

げたいというふうに思います。 

 その前に、前回村田さんのご指摘がないと、この涙ぐましい我々のこのリーフレ

ットとパンフレットを本日皆さんにお見せする機会を失ったわけでありますから、

その意味では今日はほめてもらいましたし、大変感謝しています。いずれにしろ、

この白いのは、ＪＡの担当者用です。それから、こちら側のほうは、ちょっと厚い

パンフレットのほうは、これは地域のリーダー用です。それから、こちらのほうは

農業者用ということで、なかなか工夫して、一生懸命進めているつもりであります

し、今後とも大いにこれらを活用しまして、しっかりビジョンを描くと同時に、担

い手をつくり上げる。それから、集落の農地を農地として利用するということに、

当然政府に言われるまでもなく、全力を挙げていくつもりでありますので、ご支援

いただきたいというふうに思います。 

 それでは数をどんなふうに想定するのかということでありますが、結論から先に

言いますと、これから何年間かの取り組みをやっぱり見させてもらいたいというふ

うに思うところであります。実は、この１年間の米政策改革の水田農業ビジョンの

取り組みの中で集計してみますと、ビジョンで特定された担い手、すなわち、この

人に特定しようというふうにされた担い手は、27万ほどに上がっているというふう

にいわれています。個別に精査して、適切かどうかなんていうことをやっているわ

けではないんですが、ともかく、地域水田農業ビジョンで、この人が担い手だぞと

いうふうにみんなで数えた人数が 27 万であります。内訳は、個別農家が約 14 万、

集落営農が 5,000、受託組織が１万 1,000という状況であります。 

 一方、これとは全然別の基準で、市町村が独自に定めた基準による認定農業者以

外の育成すべき者というのは、これは 19万ほどいるというふうにいわれているん

です。数字は農水省の数字でありますから、役所から借りた数字ですが、こういう

形で、従来の認定農業者以外に 19万おいでになるという部分もあるわけでありま



す。ですから、今後、地域でしっかり議論しまして、そして、我々は我々なりにビ

ジョンを描く中で、担い手を特定していくといいますか、つくり上げていくという

数字を今後描くんだろうというふうに思います。 

 現行の 40 万経営体というのは、ご案内のとおり、水田農業だけではなくて、畜

産や園芸や、他みんな加えて 40万経営体というふうにいっているわけで、とりあ

えず我々が今議論しておりますのは、水田の担い手を本当にどんなふうにつくり上

げるかということに焦点が当たっているわけですから、そこでこのビジョンづくり

と併せて示していけるようにしたいというふうに思っております。 

 なお、もう１点、私のほうから、農用地利用改善団体の必要性と改善方向につい

てということで、本日資料を提出させてもらっておりますが、この点も前回の企画

部会におきまして村田さんからご指摘いただいたところでありまして、ＪＡとして、

農地を農地として利用する考え方をどんなふうに考えているんだということを言

ってくれという話があって、そのための考え方をまとめているところであります。

詳細は省略しますが、いずれにしても、現行の農用地利用改善団体の仕組みがある

わけですから、その中に、話し合いの中で、「農地利用・農村整備計画」づくりと

いうのを、その規定の中に入れていく、法定化できないかと考えています。だから、

集落の中で、ここは農地として利用するところ、ここは場合によったら新規参入者

のために提供するところ、ここは生きがい農園や市民農園として利用するところと

いう区分けの方法もあるわけですし、それから一方、住宅地は住宅地としてきちっ

と整備していく、その一連の話し合いの中で農用地利用計画をつくり上げていこう

ではないかということなんです。現行、農用地利用改善団体があるわけですから、

それに機能を付与することで、十分対策が可能だというふうに思いますから、今後

の農水省の政策の検討の中でお願いしたいというふうに思います。 

 ２ページにありますのは、これも先に私に質問があったこととの関連で書いてお

りますが、先進的に取り組んでおります長野県の飯島町とＪＡ上伊那の取組事例で

す。この２つだけではないんですよ、この他にも、農業委員の皆さんや普及センタ

ーの皆さんとみんな一緒になりながら、こういう形でのワンフロアー化の中で取り

組んでいる事例を掲げております。 



 それから３ページ目は、農地保有合理化事業は、ＪＡに与えられた１つの機能で

ありますけれども、それを大いに活用して、農地の利用調整をやって成果を挙げて

います福岡県のＪＡ糸島の例を掲げております。その３ページの一番下のところは、

こういう形で、集落営農の発展の中で特定農業法人をつくり上げていくというとき

に、尐なくともここに書いてあるような 1.2.3.の３つの要件について、こういう要

件の見直し、改善も行ってほしいという意味で、提案をしているわけでありますか

ら、ぜひ具体化にあたりましては、これらを参酌してもらいたいと強くお願いした

いと思います。 

 ありがとうございました。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他の全体の構成、あるいは全体を通じてお気づきの点等につきましても、も

しあれば、ご発言いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 それでは、時間もそろそろまいりましたので、本日の議論はこのあたりで締めさ

せていただきたいと思います。 

 本日頂戴いたしましたご意見等につきましては、今後の基本計画全体のとりまと

めに生かしてまいるよう、事務局にもお願いをしたいと思います。 

 本日で、年内の企画部会の議論は終了いたします。委員の皆様におかれましては、

この１年間、25回ということだそうでございますけれども、大変熱心にご議論いた

だきましてありがとうございました。年明け以降は、基本計画全体のとりまとめに

向けまして、食料自給率の目標、各施策の具体的な方向等について議論を進めてま

いりたいと考えております。３月を目途に基本計画を策定するということで、年が

明けて以降もタイトなスケジュールになるかと思いますが、引き続きよろしくお願

い申し上げたいと思います。 

 具体的な日程につきましては、事務局とよく相談の上、改めて皆様にお諮り申し

上げたいと思いますが、とりあえず、年明け最初の開催日だけ決めさせていただき

たいと存じます。こちらの都合で恐縮でありますけれども、１月 28日金曜日の午



後２時から、場所は、今回と同じ、この講堂で行いたいと思います。正式には、追

って事務局からご案内を申し上げることになるかと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


