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１．開  会  

   

○部会長 それでは、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会の食料部会と農業部会の合
同部会を始めさせていただきます。  

 本日の部会は４時半までには終わりたいと思いますので、ひとつよろしく御協力のほど、お願い
いたします。  

 本日の合同部会の趣旨でございますけれども、食料部会におきましては、これまで食料の安全
保障ということを中心に議論してまいりました。農業部会におきましては、食料の生産あるいはそ
れを生産する農業の構造というようなことについて議論をしてきたわけでございます。こうした両部
会の議論の進み具合からしまして、結局、食料の安全保障ということと食料を供給する国内農業
の生産政策なり構造の問題とは非常に深く関係しておりますので、食料供給力の確保という問題
につきまして合同で議論をしたいということでございます。  

 したがいまして、本日の議論は、これまで両部会に提出されました資料をもとに行うということ
で、既に皆様方のお手元にはその資料が届いていることと思います。お目通しいただいたことと思
いますが、本日の会議のために、これまでお届けしました資料とは別に、非常によく整理された資
料を事務局で準備していただいておりますので、まず最初に、事務局からその資料の御説明をお
願いしたいと思います。  

 それでは、説明をお願いいたします。  



   

２．資料説明  

   

○事務局 それでは、お手元の資料を説明させていただきます。資料４として横長の紙で、「農業
構造の見通しについて 食料安全保障に関するシミュレーションについて」という資料と、その下
に、A4判でございますが、資料５として「インドネシアの食料事情について」、この二つの資料につ
きまして御説明をさせていただきたいと思います。  

 それから、その下にこれまでの２回にわたります食料部会と農業部会の第８回目のそれぞれの
部会におきましてお出しいたしました資料を参考までに配付いたしておりますので、詳しい中身に
つきましては、これも併せてご覧いただきたいと思います。  

 それでは、資料４の１枚目をお開きいただきたいと思います。これは第８回農業部会に出しまし
た、農業構造政策についてのいわばエッセンスをまとめたものでございます。  

 まず、左の縦の欄でございますが、全体的な我が国の今後の農業構造の見通しの要約をつけ
ております。基準年を平成７年（1995年）、目標年を平成22年（2010年）としてシミュレーションを行
っております。  

 まず、農業労働力、この場合は基幹的農業従事者をみております。この定義は、第８回目の農
業部会資料の１ページ目につけておりますが、「農業に主として従事する者のうち、ふだん仕事を
主とする者」、こういった基幹的農業従事者の方々が、平成７年の 256万人から、今後15年間で約
４割減の 147万人に減る。また、高齢化の度合いでございますが、これは65歳以上の方々の割合
でございますが、現状40％から50％へと10ポイント程度上がっていくということで、こうした農業労
働力の脆弱化が加速化するということが１点目でございます。  

 ２点目は、その下に農家戸数ということでお示しいたしておりますが、現状 344万戸が約３割減
の 246万戸になるということでございます。この中で経営規模拡大の状況でございますが、北海道
におきましては、数字上は規模拡大がさらに進むということでございまして、１戸当たり30ha以上
の経営規模を有します農家の占めます農地のシェアが、現状は約半分の49％でございますが、こ
れがさらに上昇し63％になるということでございます。  

 一方、都府県におきましては拡大の遅れが見られるということでございまして、都府県の場合は
大規模層を５ha以上ということでとっておりますけれども、５ha以上の農家層が占めます農地のシ
ェアは、現状10％が15％程度へと５ポイント程度上がるわけでございますが、 0.5ha未満のいわゆ
る小規模層は13％から12％ということで、引き続き余り変わらない状況だということでございます。 

 その下に、農地の今後の見通しの要約をおつけいたしております。  

 これも詳しくは第８回目の資料の３ページ目に御紹介しているわけでございますが、農地の今後
の見通しは、まず、増える要因は造成でございますが、新規の干拓等が行われないということで、
今後増える要因は見込めないということでございます。一方、減少する要因は、一つは農業外へ
の転用、もう一つが耕作放棄ということになるわけでございますが、このうちの転用につきまして
は、これまでの趨勢からいきますと転用の度合いは少しずつ減ってはいきますけれども、今後15
年間で29万ha程度転用されるのではないかということでございます。耕作放棄につきましてはケ
ース１とケース２というシミュレーションを行っておりまして、ケース１の場合が33万ha、ケース２の
場合が79万haということでございます。  

 この下に「農地面積 ケース１」をお示しいたしておりますが、ケース１は、平成７年の農地面積 
504万haのうち転用が29万ha、また、耕作放棄面積が現状のまま推移していくということになりま



すと、今後15年間で33万ha見通せるということで、 504万haからこの二つを引きますと 442万haに
なる可能性もあるということでございます。  

 もう一つはケース２ということで、先ほど農家戸数の減少ということで上から２段目にお示しして
おりますが、この農家戸数の減少、経営規模の縮小・拡大等のシミュレーションを行いますと、農
業経営に利用される農地面積は 400万haを切る 396万haになるのではないかということが見通さ
れるということをお示ししているわけでございます。この場合は耕作放棄が懸念される面積は79万
haになるということでございます。右の方に、この耕作放棄面積のシミュレーションの内訳というこ
とで、特に中山間地域においてこうした耕作放棄地率が上がっていくということをお示しいたしてお
ります。  

 真ん中に「懸念」と書いておりますけれども、こういった見通しの下におきましては、まず、食料供
給力が減退していくということで、国内農業生産を基本といたしました食料の安定供給体制の維
持が困難化するのではないかということでございます。  

 真ん中にお示ししているように、現在の食生活は、平成８年度で 2,651kcalの供給熱量があるわ
けでございますが、国内資源のみによります食料供給水準を試算してまいりますと、現状の農地
面積 495万haの場合でありましても 2,651kcalの約３分の２の水準であります 1,760kcal、 442万ha
ということになりますと 1,620kcal程度、さらに 396万haになりますと、現状水準に比べますと54％
水準になるということが１点目でございます。  

 ２点目は、農業生産活動等が後退してまいりますと、農業生産活動に伴ってもたらされておりま
す多面的な機能の維持が困難化するのではないかということでございます。  

 こうした懸念の払拭のために農業構造政策を推進する必要があるということで、右の方にその
要約をおつけいたしております。１点目は若い担い手の継続的な就農の確保ということでございま
して、若い担い手の方々が就農時に負います負担をできるだけ軽減するということで、リース事業
ですとか融資事業、さらには就農ルートの多様化ということで、法人等の雇用者としての参入、あ
るいは技術研修が必要であるということでございます。  

 ２点目は「農業経営の発展」となっておりますが、これは農業経営の発展のための条件整備とい
ったことで図るべき対策です。一つ目が農地の流動化によります経営規模の拡大、それから経営
の多角化、経営力の強化のために、法人化とか、現在の農業生産法人制度の見直しが必要でな
いか。農業生産法人の事業要件ですとか構成員要件、業務執行役員要件、こういったことを見直
しながら農業経営の発展のための条件整備を行っていく必要があるのではないか。また、二つ目
が施策の重点化あるいは集中化ということで、認定農業者制度の一層の推進ですとか、集落段
階におきます役割分担の明確化が必要ではないかということでございます。  

 ３点目は持続的な農業生産の確保ということで、サービス事業体、ヘルパー組織、こういったも
のの育成ですとか、集落営農。集落単位での営農体制のシステム化ですとか、さらには市町村、
農協等の生産活動維持への参画を積極的に推進する必要があるのではないかということでござ
います。  

 最後に４点目として優良農地の確保、利用促進でございますが、まず、優良農地確保の方針の
明示、あるいは確保対策の強化、そして左のシミュレーションにも現れております耕作放棄防止対
策、こういったものをいろいろ考えていかなければいけないのではないかという点。それから国民
的利用の促進ということで、市民農園ですとかクラインガルテンといったものの推進の必要性、こう
いったことではないかということでございます。  

 ２ページ目は半裁の紙に「食料安全保障政策についての考え方と取り組むべき対策」ということ
で、若干要旨的になりますけれども、おつけいたしております。  

 これは主としまして食料部会の第８回、第９回共通資料の「我が国の食料安全保障政策の今後



のあり方」ということでお示ししているものの中から、特に８ページ目、９ページ目あたりに書いてあ
りますことを要約してございます。  

 まず、左の方に「食料安全保障政策についての考え方」とございますが、一番左の上にあります
ように、食料は生命と健康の維持に欠かすことのできない最も基礎的で重要な物資であるというこ
とで、その安定供給を確保していくことは国民に対する国の基本的な責務ではないかということ
で、その場合、その下のアンダーラインのところでございますが、「国内農業生産を基本として可能
な限りその維持・拡大を図るとともに、安定的な輸入の確保を図っていくことが重要」ではないか。
また、「適切な備蓄を行っておくことが必要」ではないかということでございます。  

 ３番目のパラグラフでございますけれども、農業生産の特質や農産物貿易の特殊性、さらには
農業生産自体が気象変化等の影響を受けるということ、また、今後の世界の食料需給は短期的
に不安定性が増大するということを踏まえますと、通常想定されます短期的な供給変動に備えた
対策だけでは対応できないような事態も想定しておく必要があるのではないかということで、一番
下の方でございますけれども、長期的・構造的なひっ迫によりまして輸入に継続的かつ重大な障
害が生じる事態も検討する必要があるのではないかということでございます。  

 こういった食料安全保障政策についての考え方を踏まえ、取り組むべき対策ということで、これ
は第９回の資料の２ページあたりにも触れているわけでございますけれども、右の方に８点ほど触
れているわけでございます。  

 農地、担い手、農業技術等の国内農業政策基盤の確保と、その有効活用によりまして国内農業
政策の可能な限りの維持・拡大を図ること。農業構造の変革等によりまして国内農業の体質強化
を図ること。安定的な輸入の確保。適切な備蓄の実施。食生活のあり方の見直し、食料安全保障
に関します国民の意識の啓発。海外の食料需給動向、主要食料の国内におきます在庫状況や生
産資材の在庫状況の適切な把握。緊急増産や熱量効率の高い農業生産への転換等が迅速かつ
的確に行えるようにするためのシステムの構築、必要な生産資材等の確保。適正・円滑な流通、
公平な食料供給を確保するためのシステムの整備。こういったことが取り組むべき対策ではない
かということでございます。  

 ３ページ目は、前回の食料部会におきましてお示しいたしました食料安全保障に関しますシミュ
レーションの要約をおつけいたしております。  

 まず、「想定される事態」ということでケース１からケース３までお示ししてございます。ケース１
は、国内外の不作等によりまして国内生産の減少あるいは輸入の減少や遅滞が生ずるということ
で、基本的には備蓄の活用等によりまして対応し、現在の食生活の維持は確保されるような事態
でございます。ケース２は、長期的・構造的に継続する事態ではなく、最終的には現状に復帰する
わけでございますが、現状に復帰するまでの間は食生活の内容等にも影響が出ざるを得ないよう
な事態。例えば２年連続して穀物等の輸入が半減するような事態。ケース３は、構造的であり、食
生活の内容も大きく変わらざるを得ず、しかも、それが継続するような極めて深刻な事態ということ
で、例えば全ての食料の輸入がゼロになる場合というようにケースを三つに分けまして、それぞれ
どういう食料供給構造になるかというのをその右にお示ししてございます。  

 なお、前回の食料部会におきましても世界の食料需給の見通しをお示ししておりますが、一番左
下にありますように、短期的な不安定性は増大するということと、単収の伸びが鈍化するというよ
うな生産の拡大に対する制約が強まった場合の世界の食料需給の中長期的な見通しになってま
いりますと、2025年、この時点で世界の人口が80億人と想定されるわけでございますが、穀物の
供給不足が４億 4,000万トンということで、価格は現状より４倍程度に上がるというモデル計算にな
るということでございます。  

 真ん中の「食料供給シミュレーション」は、そうしたケース１からケース３までの事態で現在の食
生活がどういうふうに変わるかということをお示ししてございます。  



 なお、前回の食料部会では、野菜や果実が載っていないということでございましたので、野菜、
果実をこの中に加えまして、どういう姿になるかということをお示しをしてございます。  

 ケース３の場合、農地面積が現状の 495万ha、先ほどお示しいたしました 442万haとなった場
合、 396万haとなった場合の三つの場合、国内供給だけではどういう姿になるかということを下の
段に数字でお示ししているわけでございます。  

 なお、農地の開発可能性につきまして、前回食料部会でも若干話が出ましたので、右上の方に
つけておりますが、一定の傾斜度、道路からの距離、土層の深さ、こういった条件を満たすという
ことで、粗々で開発可能地を想定した場合は30万ha程度ということでございます。ただ、この30万
ha程度を農地として使います場合には、それなりに莫大な財政資金等が必要でございまして、30
万haということになりますと、農地開発ということでの条件もかなり悪い土地も増えていくということ
で、おおよそ15兆円程度の金額もかかるかという状況になるということでございます。  

 以上が農業構造の見通し、食料安全保障のシミュレーションの概要ということで資料を整理した
ものでございますが、その下に資料５として「インドネシアの食料事情」という資料をつけておりま
すので、これにつきましても御説明させていただきたいと思います。  

 昨今、短期的な需給変動がより起こるようになっているということでございますが、端的に最近の
例ではインドネシアということで、この資料をおつけしているわけでございます。  

 まず、１ページ目でございますが、インドネシアの食料事情ということで、基本的に生産の減少と
いうことがあるわけでございます。１の(1)にありますけれども、エルニーニョという気象条件、さら
にはインドネシア自体の経済的要因であります通貨下落によります輸入生産資材の高騰、こうい
ったことによりまして米生産の減少が生じているということでございます。エルニーニョによります
今世紀最悪の干ばつに加えまして生産資材の投入量が減少するということで、米生産が減少して
いるということでございます。全体的な米生産の状況、あるいはインドネシアにおきます米の市場
価格の動向ということでは、その下にお示しいたしております。  

 ２ページ目でございますが、インドネシアの金融あるいは経済上の危機によりまして米などの食
料の輸入が実質的に困難な状況ということを一番上に触れておりますけれども、通貨の大幅な下
落やインドネシアに対します国際的な信用の低下ということで食料輸入力が大幅に後退している
ということで、米などの食料の輸入が実質的に困難な状況になっているということでございます。  

 インドネシアにおきます過去の米の輸入数量の状況や為替レートの状況ということを、その下に
お示しをしておりますが、特に昨年末以来急激に為替レート等が悪化しているということでござい
ます。  

 ３ページ目でございます。(3)「記録的な食料不足とその拡大の可能性」ということでございますけ
れども、米生産の減少と同時に、先ほど来御説明しております食料輸入の困難化あるいは食料
品価格の高騰ということで、インドネシア国内におきまして記録的な食料不足に直面する危険性
があるということで、FAO、WFP等の調査によりますと、不足します 200万トンの米の国際支援が
必要な状況があり、さらにこの米不足分が増大する可能性があるということでございます。  

 下の方に２番ということで、インドネシアに対します食糧支援ということで触れておりますが、我が
国に対しましては50万トンを上回る規模の米支援の要請がありまして、これは４月に決定されてお
りますが、インドネシアに対しまして政府米の貸し付けを50万トン、それから無償資金協力によりま
して国際市場から約10万トン調達することによる食糧支援を行うこととしているということでござい
ます。  

 また、今後我が国といたしましては、こうした大規模な緊急食糧支援ニーズに対応するということ
で、新たな仕組みを創設し、食糧輸入の抜本的な拡充を図ることとしているということでございま
す。  



 以上が食料部会並びに農業部会でお示ししました資料の概要並びにインドネシアの状況という
ことで、本日用意したものの概要でございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、議論に入りたいわけでございますが、その前に各部会での議論の概要を御説明して
おきたいと思います。  

 最初にお断りすべきでしたが、今日は食料と農業の二つの部会の合同部会でございますけれど
も、便宜上私が司会をさせていただきますので、ひとつよろしく御協力のほど、お願いいたします。 

 まず、食料部会の議論の概要を私から簡単に御説明いたしたいと思いますけれども、再開後、５
月18日、６月８日の２日にわたりまして、食料の安全保障政策のあり方ということで議論を行いま
した。特に２回目におきましては、先ほども御説明がありましたようないろいろなシミュレーションを
ベースにしまして議論をいたしました。  

 本日は、国内における食料供給力の確保、国内の農業生産でどれだけの食料を供給できるか
というような問題が議論の中心でございますけれども、その議論に入ります前に、食料部会でのこ
れまでの議論の概要を御紹介いたしますと、まず、基本的な認識でございますが、これは当然の
ことでありますけれども、食料は人間の生きていく上で最も基礎的な物資でありますので、その安
定的供給の確保ということは国の基本的な責任である、こういうのが基本認識でございます。  

 こういう基本認識のもとで様々な事態を想定した時にどういうことが必要になるか、こういう議論
が行われました。現在の日本人の食生活は非常にレベルが高く、飽食と言われるような水準に達
しているわけでございますけれども、この豊かな食生活を維持したいという期待に応えることが基
本になります。そのためには国土資源の制約が非常に厳しい、つまり農地が人口に比べて少ない
ということでありますけれども、日本におきましては国内の農業生産だけで豊かな食生活を実現す
ることは非常に難しいといいますか、不可能と言ってもいいような困難なことでございますので、輸
入と備蓄を組み合わせていくことが必要になる。  

 その場合、国内の農業生産をどう位置づけるかということでございますけれども、農業構造の変
革等によります生産性の向上に積極的に取り組んでいくということを前提にしまして、安定的な食
料供給の基本は国内農業生産にあるということでは意見が一致しております。詳しいことは、食料
部会の８回、９回の合同の資料の９ページにその辺に関することが出ております。  

 なお、安定的な輸入の確保方策の強化や適切な備蓄の実施が必要であるということにつきまし
ては、当然のこととして意見が一致しております。  

 シミュレーションのケース１といいますのは、このような備蓄で想定している範囲での短期的な供
給変動の場合でありますけれども、こうした想定の範囲であれば、備蓄の活用によって現在の豊
かな食生活をほぼそのまま維持できるということでございます。  

 ２番目はケース２でありますけれども、通常の予想よりもやや深刻な事態の変動が生じた場合。
例えば主要な輸出国や生産国が連続して大不作となり、我が国の輸入が大幅に減少するという
ように、通常の予想を超える供給不足が生じた場合でございます。これはいろんなことが考えられ
ますが、シミュレーションといたしましては、穀物・大豆の輸入が２年連続して半減した場合どういう
ことが生じるか。これが先ほど御説明のケース２でございます。このような事態においてどのような
対応が必要か、また、平素からどのような対策を講じておくべきかについて検討し対策を考えてお
かなければならないという点についても、食料部会の委員の間の意見は一致しております。  

 その次はケース３でございますけれども、長期的・構造的な需給ひっ迫ということでありまして、
これもいろいろな原因があり得るわけでございますけれども、例えば世界全体として食料が不足
するというようなことによって、我が国の食料輸入が継続的に、かつ、相当量できなくなるような障



害が生じる。これは非常に深刻な事態であります。この事態を考えるために、輸入ゼロと考えた場
合に国内でどれだけの食料が供給できるかというシミュレーションを行っておりますが、これは先
ほど御説明いただいたとおりでございます。現在の農地面積はほぼ 500万haでございますけれど
も、これがこのまま今後も維持された場合でも、輸入ゼロということになれば食生活の内容は相当
切り詰めざるを得ない。カロリーだけをとってみましても現在の３分の２ぐらいには減らさざるを得
ない。これは供給ベースでございますけれども、こういう結果になっております。  

 このようなケースについては、これまでの議論では、世界の食料需給見通しなどを考慮するとこ
ういう事態についても検討しておく必要がある、また、直ちには起こり得ない、こんなことはそう簡
単に起こることではないけれども最悪の場合はどうかということを考えておくという意味合いでこれ
も取り上げて検討しておく方がいいという御意見と、ほとんどあり得ないような状況については考
慮の外に置きましてもっとプロバビリティの高いケースについて検討を集中すべきである、こういう
御意見が出されており、この点については若干意見が分かれているということでございます。  

 次に、取り組むべき対策でございますけれども、いずれにしましても、食料安全保障の確立のた
めに資料４に盛り込まれているような対策を講じるべきであるということについては、概ね一致した
意見であったと考えております。  

 その中で、先ほど御説明があったところでございますけれども、農地、担い手等の国内農業生産
基盤の確保と有効活用による国内農業生産の可能な限りの維持・拡大、農業構造の変革等によ
る国内農業の体質強化。食料部会で、いろんな事態を考えますとこういうことが必要であるという
結論になるわけでございますが、そういう点につきまして具体的にはどういう方策を講じたらいい
のか。これが本日の中心テーマになるのではないかと考えております。  

 なお、この調査会で、最初から食料の自給率ということが議論の一つのポイントになっておるわ
けでございますけれども、食料の自給率という数字といいますか、指標と申しますか、これを食料
の安全保障政策全体の中にどういうふうに位置づけ、国民が求めている食料についての安心を
確保するという観点からどういうふうに取り扱うかということにつきましては、実はまだ議論を集中
的に行っておりません。これはいろんな議論が食料部会で出された点でございますので、別途ま
とめて本格的な議論を行いたいということでございます。  

 以上、簡単でございますけれども、再開後の食料部会における主要な議論の概要を御説明いた
しました。  

 続きまして、農業部会の方の御説明を部会長からお願いいたします。  

○部会長 農業部会におきましては、５月14日に農業生産政策について、６月５日に農業構造政
策について、それぞれ議論を行いました。特に６月５日の農業構造政策の議論の際には、国内の
食料供給力の重要な要素であります農業労働力、農家戸数、経営規模、農地の面積と利用に関
する推計結果が提示されました。きょうも、その要約が資料４に掲載されているわけでございま
す。  

 本日は国内における食料供給力の問題が議論の中心テーマでございますので、これに関連し
た部会での議論の概要を御紹介いたします。  

 まず、新規就農者の問題につきましては、担い手の減少、特に若者が農業に目を向けなくなって
いることは非常に深刻な問題である。労働力を農業に引きつける努力が必要である。その際、新
規就農者が法人などに雇用されて技術の習得等を行った後に独立した経営を開始するのは有効
な就農ルートであり、そのパイプを太くしていく必要があるといった認識は、ほぼ一致した意見であ
ったと思います。  

 多様な担い手の確保の問題に関連しましては、法人化の推進、農業生産法人制度の見直し、作
業受委託の推進、農業生産活動の維持への市町村や農協の参画などについて積極的に推進す



べきであるという意見が多数を占めました。  

 また、農地の確保・利用の問題につきましては、耕作放棄の増大が見込まれる中で、農地の流
動化や規模拡大施策により農地を有効に利用する経営体を育成していくことが重要である。しか
し、この施策の方向は従来から取り組んできたものの、必ずしも期待どおりの成果が上がっていな
いのも事実である。農地の確保・利用、耕作放棄地の解消などに向けては、農地の公共性という
視点を重視し、これまでの政策から一歩踏み出すものをぜひ構築すべきであるという意見が多く
ございましたけれども、この点につきましての実行可能性のある具体策を絞り込むという議論まで
には至っておりません。  

 また、地方分権も進もうとしている中で、国全体として必要な農地をどう確保していくかという問
題については、食料部会における議論も踏まえて、この合同部会で議論するということになりまし
た。  

 なお、耕作放棄の問題につきましては、これを全体的にとらえるだけではなくて、田畑別あるい
は地域別といったきめ細かな分析に基づく検討が必要であるという指摘もございました。  

 以上が農業部会における食料供給力に関連しました主な議論の概要でございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

   

３．質  疑  

   

○部会長 それでは、これから時間の許す限り御自由に御議論をいただきたいと思います。先ほ
ど申しましたが、４時半くらいを目処に考えております。  

 それでは、どなたからでもどうぞ御発言ください。  

 どうぞ。  

○委員 主要農産物の国内農業生産目標と必要な農地総量の確保目標という面では、農業部会
でもそれぞれ議論をいたしたところでありますけれども、ここに出ておりますように、我が国の食料
の安定供給を確保するためには、主要農産物の国内生産目標を定め、その実現に向けた方策が
特に必要じゃないか。そういった面での農地総量の確保と今ほども部会長からありましたが、もう
一つは担い手の確保という問題。担い手育成についてはいろんな議論がありますけれども、その
方策を講じていきたいと思っております。  

 そこで、安定供給の安全保障といいますか、この要因は、国内農業生産を基本としながらも、輸
入と備蓄という問題があるわけであります。そこで、それぞれありますけれども、私は輸入につい
て若干考えを申させていただきたいのですけれども、まず、国民の感情的なものを考えますと、過
去国会決議を３回やって、米は一粒も輸入しないんだという決議がなされたことは記憶に新しいと
ころであります。そういう段階で、今日、過剰基調であるために米の生産調整をやっているという、
この問題の整合性というのは非常に不可解に感じられるわけであります。ここでシミュレーション
の３のところに私はこだわるわけではありませんけれども、こういったものを将来的にも意識して、
きちんとした三つの体系によっての安全保障というものを考えるべきだと思っております。  

 もう一点は、輸入に関しては安全情報の開示という問題であります。  

 最近は特に遺伝子組換えの問題が非常に大きく国内外に展開いたしておりますけれども、ここ



ら辺の情報の開示なり安全性という面についての保証というものはないのじゃないかと思うもので
あります。私も今、実は第２回の定例会をやっておりますが、いろいろな段階で意見書の提出もや
ることにいたしているわけであります。したがいまして、ここら辺の問題については、国際的な基準
というものをきちんとやっていくことが今日のグローバル社会においても極めて重要な要素だろう
と思っております。  

 さらにもう一点は貯蔵と輸送の関係であります。お互いに安全な、そして有機といいますか、無
機質な農薬・肥料をできるだけ排除するということをやっているわけでありますが、輸送の段階、
貯蔵の段階においての農薬の許容限度というものの情報の開示がないんじゃないか。  

 例えば国内でも、私ども、生産の段階では米穀検査員によって承認を受けております。いろいろ
の基準によって承認を受ける。ところが、消費地へ行きますと穀物検定所というものがありまして、
それを再チェックする。実は私も過去経験がありますが、生産地で承認は受けておりますけれど
も、消費地へ行って穀物検定員によりますと、基準に合っているはずでありますけれどもキャンセ
ルという事態が発生いたしております。こういうことになりますと、どこを信頼していいのかわからな
い。こういった流通上の問題もあわせて考えるべきであるということを常に思っております。  

 さらに、今後WTOの農業交渉等におきましても、ただいま申し上げましたようなこと等も含めて、
主要輸出国のきちんと国際的な協定の線を作るべきじゃないかと思っているわけであります。輸
入の関係でちょっと長くなりましたけれども、そういう面を考えるものであります。  

 あと、今後は国内生産目標の設定に当たりましての考え方でありますが、国民の生命維持と最
低限必要な熱量を国内生産で供給でき得るようにやっていくべきだろうと思っておりますが、先ほ
どの資料によりますと穀物の１人当たりが 578㎏とありますけれども、これなども、穀物とあります
けれども、「穀物」の定義は、米、いわゆる主食に供する米麦と家畜に与えるえさというものがある
んじゃないかと思うんですが、これが正式には 578㎏とありますけれど、この配分比はどういうこと
であるか、おわかりになったらお示しいただきたいと思っております。  

 もう一つは農業構造の見通しの問題であります。農地のケース２でありますが、平成７年に 504
万haの農地がある。ところが、これによりますと平成22年には農地が 396万ha、耕作放棄地が79
万haと記載されてあるわけであります。特に都市的・平地において38万ha、中山間地域で41万ha
ということになっておりますけれども、私は都市的・平地においては38万haというものが耕作放棄
になるはずはないと思いますし、これは今の国土利用法なり農振法なり、そういう都市計画によっ
て、きちんと各市町村において都市計画、土地利用のマスタープランが作成されているので、ここ
ら辺は私は理解ができない。  

 そしてもう一つ、中山間地域の41万haとありますけれども、「中山間地帯」の定義でありますが、
中山間地帯というのはどこからどこまでなのか。この前の農業部会で申しましたけれども、山間地
においての耕作放棄地はできるだけ植林によって、水なり緑、土というものをかん養することも大
事なんじゃないかというふうにも思っておるわけであります。  

 いずれにしましても、単純と言っては申しわけございませんが、従前の推移で15年を計算してい
くとこのような数値になるということでありますけれども、ここら辺はきちんと国民が果たして、ある
いはまた農業生産に携わる者は、確信というか、信頼をしてやっていけるか否やという問題に発
展するんじゃないかと思います。  

 なお、最後になりますけれども、世界の農地の砂漠化というのは 500万haと資料に出ておるわけ
であります。こういった問題等も踏まえてまいった時に、我が国の農地のかい廃の面積、耕作放棄
の面積というものはもっともっと検討に値するんじゃないかと思っております。  

 ひとまず以上であります。  

○部会長 どうもありがとうございました。  



 ただいまの御発言の中で二、三点御質問がございましたが、事務局、特に耕作放棄地の計算等
について御説明いただけますか。  

○事務局 まず１点目は、１人当たりの穀物消費量という、第９回の世界の食料需給見通しのモ
デル予測の５ページ目に触れてあります数字の関係でございますが、御指摘のように1994年時点
におきまして、右下の表にありますように先進国 578㎏となっておりますが、これはおっしゃられま
すように穀物消費ということで、食料消費の他にえさ需要も込みで計算されているものでございま
す。  

 FAOの統計はきちんとした内訳が出ているわけではございませんけれども、先進国はこの消費
のうち 130ｋｇ程度が食用ということで、あとはえさ需要等が換算されてこういった数字になっており
ます。  

○部会長 耕作放棄地の、特に第２のケースの平たん地の耕作放棄について何か御説明があれ
ば。  

○事務局 耕作放棄地の関係ですが、実態としてそういう傾向になるかどうかということでござい
ますけれども、都市的地域あるいは平地地域におきまして耕作放棄が出るか出ないかというの
は、中山間地域、都市的・平地地域の農家の規模拡大のすう勢などの現状を踏まえた数字をそ
のまま伸ばしているというシミュレーションの制約上そういったものになるわけでございますので、
平地地域が果たしてこのとおりになるかどうかというのは、確かにおっしゃるような面はあるので
はないかと思っております。  

 それから、「中山間地域」の定義につきましては、基本的には林野率が50％以上等の地域が中
山間地域ということで、林野率を中心に我が方の統計上そういうふうに区分しているということでご
ざいまして、農村部会等に今までお示ししておりますけれども、改めましてそこはきちんと定義は
申し上げたいと思います。  

○委員 ありがとうございました。  

 先ほどの耕作放棄地の問題につきましては今後十分検討いただいて、放棄の起きないような方
策をやって農地を確保するということを強く求めたいと思っております。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 シミュレーションは、もちろん現状のままで推移するとこうなる。基本的にはそういうことでござい
ます。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 私は農業部会に属しておりますが、前回は所用があって休ませていただきました。いた
だいた農業部会の資料と食料部会の資料を拝見した限りにおいてのコメント的な私自身の意見
を、恐らく経済界全般にマジョリティの意見になっているんではないかと思いますが、そういった視
点から発言させていただきます。  

 農業部会の前回の資料につきましては、全体的にはかなり説得的で、私も大きな異論は感じな
かったんでありますけれども、その中で一つ強調したいと思いますのは、この委員会が農業基本
法に関連する改正の調査会であるということから当然かもしれませんが、農水の視点からだけ問
題をとらえていらっしゃるわけですね。特にそれを感じますのは、中山間地域等について、全体の
農業の４割を占めるというこの地域についてでありますけれども、これを現状維持、あるいはさら
に農業の視点から充実させていくためには一体どのくらいのコストがかかるかというような点が全
く欠落しているように思うわけであります。むしろ私は、中山間の問題というのは、相当の資金を投
入しても実際上改善の方向に行かないので、もっといろいろな視点からこれを活性化する、あるい



は産業と結びつけるという視点があってしかるべきではないか。  

 例えて言えば、中山間地域をいわゆる情報インフラの基盤整備という観点から対象に取り上げ
まして、中山間では農業よりもむしろ、SOHOと一般的に言われておりますけれども、個々の家庭
が情報化関連のネットワークをつくることによって、それを職業にも結びつけることができるとか、
そういう多角的な視点から中山間地域の活性化というものを取り上げることが必要ではないか。
端的に申し上げますと、その意味では、農水省の一つの縦割りの中でのみこの問題を考えるとい
うところに無理もあるし、限界もあるんではなかろうか、そのような印象を強く受けておりました。こ
れは総合的な視点からの施策が必要ではなかろうかと私は考えるわけでございます。  

 それから、食料部会の資料を拝見したわけでありますけれども、このモデルによる食料需給見
通しというものは、私も内容を詳しく見ておりませんので断定的なことは言えないわけであります
が、少なくとも今日のお話を伺いましても、このシミュレーションのケース３については、これを表面
に出すことはほとんど意味がないのではないか。  

 資料を拝見しますと、前回他の委員からも私の考えていることとほとんど同じような御発言があ
ったように思うんでありますけれども、３番目のほとんど蓋然性のないような問題について、これを
三つの案として出されるということは、心理的には食料安保問題と絡んで非常に効果的かもしれ
ませんけれども、しかし、これを出すだけの意味があるのかどうか。というのは、結局世の中の流
れが1980年代の後半から、米ソ冷戦構造の姿からグローバルな社会に変わってきた。そういう中
で、局地戦は仮にあったとしても、大国間の大戦争が起こるという事態は想定できない。そういう
世の中の変化が生じているということが大前提にあってしかるべきではないかと思います。その意
味で、これだけ長期にわたる深刻な事態、いわんや輸入がゼロになるという想定のもとでの試算
というのはほとんど意味をなさないのではなかろうかと、かように思うわけでございます。  

 それから、これから結論が出る問題かと思いますけれども、自給率につきまして、この目標をは
っきり設定し、農水省の一つの責務としてこれを達成するということでありますが、この問題につき
ましても、それをやるためには具体的な形でどのくらいのコストが必要であるかという点を抜きにし
て例えば50％目標というようなことはやや問題があるんではなかろうと思うわけであります。それ
は、財政の面から考えても、これからは歳出削減をよっぽどやっていかなきゃ21世紀の日本がつ
ぶれてしまうような事態に直面していると思うわけでありますが、そういう中において、コストの面
を考えないで、財政面からの負担を考えないで目標設定とかいうようなことを考えるのはバランス
を欠いているんではなかろうかと思います。  

 以上でございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 中山間の全体的な問題につきましては、むしろ農村部会の議論でございますので、多分農業部
会では農業に関する観点からのみ議論がされていると思いますけれども、農村部会では必ずしも
そういうふうになっていないのではないかと思います。  

 それから、２番目の、先ほども食料部会でも議論が分かれていると申しました点でございますけ
れども、輸入ゼロということを想定した数字を検討する、あるいはその時に日本の食料供給、つま
り国内のリソースからの食料供給だけではどれだけのものができるかというような数字はこの調
査会として用いるべきではないという点でございますが、これは食料部会でも議論が分かれてい
るところでございますけれども、どなたか御発言がございましたらどうぞ。  

○委員 委員がおっしゃる気持ちもよくわかるんですけれども、これは失礼なんですけれども、平
成２、３年にバブルがはじけてこういう事態が、経済的な問題が出るというのは国民ほとんど議論
しない。わずか10年の間にバブルがはじけて、銀行すらどんどん倒産していくという事態が来てい
る。これと食料問題がどうイコールかというのはわかりませんが、私は、この想定は当然国はして
おくべきであって、それをせずして、とにかく外国から来るからいいよということでは、こういう基本



法というのはおかしいんじゃないかという気持ちでございまして、ぜひそういうことも含めて議論を
すべきというのが私の意見なんです。  

 小さい問題になるんですけれども、ケース３というのはあってはならないことだと思いますけれど
も、そういう意味で農地をどんどん造るという意味ではないんですけれども、その中で山林の活用
ということをこれからの一つの施策の中に入れておく。優秀な檜を植える、杉を植えるのもいいと
思いますが、特用樹林というか、私はわかりませんが、余りにも恥ずかしい、冗談じゃないよとおっ
しゃるかもしれませんが、栗であるとか、どんぐりであるとか、そうした山林の活用ということも、長
期的視点では、これからの林業ということを考える中では、ぜひ施策の中に入れておく。2050年あ
たりまで含めた施策に必要ではないかということを感じております。  

 特にケース３というのは、委員のおっしゃるのもよくわかるんですけれども、ケース２なり１という
ことは当然あるだろうと私は思うわけでございまして、為替の問題も絡んでくるだろうと思っており
ますので、私は先般農業部会でも申し上げたわけでございますが、米の転作田の 100万ha出てる
ものを農業基本法で将来に向けてどう考えていくかということ、それから食品廃棄が大変な量ある
ことをどう削減していくかというあたりも非常に大きなテーマではないかという気がするわけでござ
います。  

 基本的には私は、農業構造政策については先般議論した中で異存はないわけでございます。食
料部会の皆さん、御議論があるわけですが、大きく意見はないわけでございますけれども、基本
法では見通しとして自給率を明確に国民に示すのが国の責任ではないかということで、私は50％
という言葉を出しているわけでございます。これは８％の拡大ということでありまして、その４％は
食品廃棄を今から努力すればアップできるんではないか。もう４％の生産の拡大というのは、当然
農業構造の体質強化も図りながらも、転作田における米の飼料化というあたりからもいけるんじゃ
ないかという御提案をしたいと思っているわけです。  

 それからもう一点。農業構造政策の中で、先般も議論になったと思うんですが、今も議論になっ
ておりますけれども、中山間では経営しようとしてもコストがかかってどうしようもないんじゃないか
というお話がありましたけれども、そういった将来を見越して、農地法も絡むと思いますけれども、
国民の皆さんが積極的に農業に参加できるようなシステムをきちっと位置づけて国民に理解を得
ていく。それの一つに、私とすれば、農地つき賃貸住宅というようなセカンドハウス構想というよう
なものを、これは細かい具体的な施策かもしれませんが、ぜひ御検討いただきたいということであ
ります。  

 それが私の意見です。  

 もう一点、これは御質問なんですが、今までの資料に示されていたのかもしれませんが、国民生
活二法という法律があるわけですが、２と３のケースでは国民生活二法を適用するよというように
議論されているんですが、国民生活二法というのは、資料をいただいてるのかもしれませんが、ど
ういう時に適用されるのでしょうか。次の機会でもいいんですが。もう示されているならいいんです
が。  

 以上でございます。  

○部会長 いわゆる国民生活二法につきましては、どうでしたかね。  

○事務局 食料部会の第８・９回共通資料ということでの「我が国の食料安全保障政策の今後の
あり方」の12ページをお開きいただきたいと思いますけれども、国民生活二法の一つ、国民生活
安定緊急措置法でございますけれども、これによりましてどういうことができるかということ。右の
方の２番目の「法的規制」の価格規制、供給の適正化ということで示しておりますが、これは国民
生活が非常に圧迫されるような場合、たしか政令で物資等を直接指定いたしまして、そういった指
定が行われた場合に、価格の面あるいは生産や輸入の面につきまして行政庁から指示等ができ
る仕組みになっているということでございます。  



 これ以上詳しいことということでございましたら、別途用意をさせていただきたいと思います。  

○部会長 ただいまの委員の御発言のうち自給率につきましては、先ほど私、御説明いたしまし
たが、部会でもさまざまな議論がございまして、まだこれについて最終的な議論の詰めを行ってい
ない段階でございますので、その点、御了解をいただきたいと思います。  

 それから、食料部会の想定の最悪の事態ということについて、委員の御意見が対立しているわ
けでございますけれども、関連して御発言があればと思います。  

 どうぞ。  

○委員 消費者という立場で参画させていただいているんですけれど、日本の現状を見ますと食
が余ってるという状態でして、食べる人の意見を集めてここに来ようと思いましても、なかなか難し
い状態にあります。そして、基本法ですから、これは大まかに国の基本を決めるところでして、国
民が今、自給率が低いということは認識しているものの、どういう状態でどういうものを食べてるか
余りわからないで、豊かだと思ってますが、私は内容を全部見て、本当に豊かかなというのは疑問
視している一人です。  

 そして、ニーズが多様化したという言葉で、方方からそのニーズに応えなければならないと書か
れていますけれど、果たして本当に食べる人のニーズが多様化してるのかどうか。便利性を追っ
てるというところは私どもも反省しなければならないのですけれども、実際に私どもが食している食
物がどういう状態で食卓に運ばれてるかというところの情報が余り確かに伝えられてない面があ
ると思います。  

 今度の基本法ですけれど、どの委員会だったかわかりませんが、インパクトに欠けるという御意
見が出ていて、確かに戦後の物のないときは、増産という大切な目的はあるし、農家の生活があ
んなに苦しかった時は、農家の生活をなるべく全国平均に上げていかなければいけないという重
大な問題があったわけですね。今私がここで評価したいのは、食べる人の意見と食品産業、作る
方ですけれど、作る方達の意見も入れて、21世紀の日本の国土の問題といいますか、多面的機
能も入れて考えていこう。その３点は大変評価しているんですが、残念ながら、先ほど申しました
ように、食べる人の意見がなかなか正確に上がってこない。情報過多なんですけれど、正しい情
報がつかみ取れていないというところがあります。  

 そして多様なニーズというのは、ぜいたくなニーズじゃなくて、むしろ生活の不安感から来るニー
ズだと思うんです。私どもは日本の特殊な農業で育てられた産物の味や香りを知っている最後の
世代じゃないかと思うんです。よく会長が文化論をおっしゃいますけれど、文化というのはどこでも
食文化から始まってきたんだなと私も思っておりまして、今ここでそういう視点を入れられたという
ことは、そういうことも全部含めて日本の国内で、みんなの同意を得ながらどういう作物を作って食
べていったらいいのかと考え直すいいチャンスなんじゃないかと思います。また、工業も含めまし
て、世界的に持続可能な産業生活というのを見直さなければならない大転換期に来てまして、
WTOの中に知的所有権なんていうものが入ってきたのだって、今までのように何か作ればもうか
るという時代でなくなって、みんなが大変賢くなって、みんなのレベルが上がってくれば上がってく
るほど、そんなにもうかる仕事なんていうのはなくなってくるんだと思うんです。そういうところでみ
んなが透明に利潤を追求しながら生きていかなきゃならないというところでグローバル化というの
が出てきてると思いますので、そういう中で、行政の最終の目的は国民生活の向上にあるというこ
とで、これは量だけ確保すればいいということではないと思います。  

 生産の目的は消費することにある。消費を目的としてない要らないものまで作ってしまったらしよ
うがないわけで、そこら辺のギャップを埋めてバランスをとっていくのが行政の役割かなと思ってま
して、今までは国のために国民があったようなんですけれど、国民の幸せを守るために国があると
いう観点から考えるべきです。国際化に向けては、私はこの前コポルコ会議、これは工業製品で
の世界会議ですけれど、これに出させていただきましたときに、ほんのちょっとの感覚ですけれど
も、国境を越えて手をつなごうとしているNGOや消費者が今方方で立ち上がっているわけですね。



そういう人たちの力というのも今後随分動きがあって、これからは国と国の問題よりも、人と人の
問題で世界が一つになっていく。だから21世紀は国境を越えて人類として豊かに過ごせるような
時が来たらいいのかなと考えているんですけれど、そういう意味から言いますと、日本の伝統的文
化も大事にしながら、先ほど委員がおっしゃったような、今ある農業を全部保護しろというような方
向では動いておりません。私はむしろそういうところは日本の文化的な問題とか、それももちろん
国民が支えていかなきゃできない問題ですけれど、もちろん自由にやって、できるところとできない
ところが出てくるんだと思いますけれど、そういう問題があると思います。  

 ただ、矛盾してるのは、世界の中でのコストを考えますと、日本のはどうしてもコストが高過ぎる。
そういうところで、大型化して専業農家がコストを下げるように努力していかなければならないとい
う手だてと、もう一つ、地元のものを大事に、文化も守りながらやっていきましょうというところと分
けて考えなければ、農業一本で考えたらいけないのかなという感じがしてますので、その辺をどう
いうふうにバランスをとっていったらいいのかなと考えてます。  

 それから農地問題ですけれど、私も最後は農地がなければ困ると思うんですが、今までいろい
ろな手だてをなさってきてる割には効果が現れてないように思います。食糧法もそうだったんです
けれども、食管法が手直しを何遍もされながら、かえって煩雑になっておりましたけれど、農地法
もよく見ますといろんな問題が入ってきて、私ども素人には大変わかりにくくなってます。また、農
業法人とか農業委員会ですか。現場に行ってみないとわからないんですけれど、そういうところも
二、三人とか五、六人で、せっかく民主主義的な制度がとられていても、実態はどうなのかというと
ころが私どもに見えないので、もうちょっときめ細かに、本当の目的に向かっていけるような手だて
をどこかでカバーしていったらいいんじゃないかと思います。  

 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 安全保障に関するシミュレーションの問題ですが、三つ出ておりまして、第３番目、つま
り、発展途上国はだんだん畜産物などを食べるようになって世界の食料需給が大変タイトになっ
て、最終的には輸入がゼロになってしまうというようなケースについてどうするかという問題であり
ますが、私は、結論から言いますと、これは確かに予想がしにくい。つまり、本当に国際市場が完
全に閉鎖してしまうなんていうことはあり得るんだろうかとか、それに近い状態になった場合に国
内農業に対するインセンティブはどうなんだろうかとか、そういう事態が発生するまでにはまだまだ
時間もかかるんだし、その間に生命科学の発展というのはどうなんだろうかとか、予想しにくい問
題も多いわけでありますし、プロバビリティはどうなんだと言われれば非常に少ないということだろ
う。したがって、第３のことを前提にして何か対策を打ち出すというのは、私も必要ないんじゃない
か、無理があるんではないかと。ただ、国民が「安全保障」と言ってる内容は何だろうかというと、
輸入がゼロになった場合でも私達の食生活は大丈夫なんですか、ということだと思いますので、こ
の心情に対して何か触れておかなければならないんではないかという気がするわけです。  

 そうした場合に何があり得るかということですが、こういう状態というのは10年とか20年、あるい
はそれ以上のタームをもって我々に押し迫ってくる問題なんですから準備の期間はある。したがっ
て、事態の推移をよく見きわめながら、それが現実の問題になりつつある時点において徐々に対
策を打ち出していくべきではないか。そういう取り組み方に対する姿勢はこうであります、したがっ
てこういう形で万全を期してまいります、というようなことが何か必要ではないか。事態がどういう
ふうになるかわからないので、万全を期するということが言えるかどうか、これまたわからないとこ
ろではございますが、国民の心情、関心に応えるためには、やっぱりそれに対する姿勢のようなも
のをちょっと打ち出すべきではないか。  

 繰り返して言うようですが、これを前提にして今すぐ何かをやり出すということは大変無駄も多い
し、やるべきことではないというように思っております。  

○部会長 どうもありがとうございました。  



 それでは、どうぞ。  

○専門委員 ただいまの委員の御発言に非常に近い感想を持っております。  

 まず第一に、我々の調査会が想定してる基本法のタームは、会長のお話ですと2010年程度をめ
どにしていくというお話だったわけで、その時に何ゆえに2025年という数字が出てきたのかというこ
とがちょっとひっかかるところであります。各国際機関の予測等を見てみますと、大体2010年を一
つのターゲットにしておりまして、これは余り違った結論が出てない。しかし、それを超える期間に
ついては様々な予測があるわけですね。この場合もいろんなシナリオの中の一つとして出されて
るわけですけれども、余りにも不確実性が多い先のことについての議論を、シナリオを作って、こう
なるんではないかという示し方をするのは、ちょっとミスリーディングな気がします。  

 ただし、消費者の不安感の問題については、皆さんの御発言の中にもありましたけれども、その
ための体制作りはやはり必要ではないか。その体制を作って、それを見直していく。例えば備蓄体
制を含めて安全保障に政策的な取り組み方をかなり深くやっているスイスでさえ５年ごとに見直し
をしてるわけですね。したがいまして、安全保障に対しては一つの体制づくりをする。  

 その体制の中身の話になりますけれども、一つには、ケース２で出てきます「国民生活二法等」
ということだけでこのシナリオを担保できるのか。つまり、もっと広いパッケージを組んで、これがシ
ナリオ２のようなことが起こった時に対処できる方策なんですよということをまとめておく必要があ
るんじゃないかという気がしています。  

 もう一つは輸入と備蓄の組み合わせで、備蓄の問題をどう考えていくのか。つまり、備蓄体制と
いうものを作っていくのかどうかということが二つ目の議論になろうかと思います。  

 それは国際的に見ますと、私の知る限り、ケース３のようなことを前提に備蓄とか食料の安全保
障を考えてる国は少ないというのが感想でございまして、むしろドイツなんかが考えてるのは、チェ
ルノブイリの原発事故のために食品の安全性が侵される。そういう時に消費者がパニックに陥る。
そのための対策として備蓄を考えていくという考え方だと思うんです。したがって、むしろケース３
にかわるものとしては、そうした突発的な事故、食品の安全性が突発的に脅かされるような状態
に対する対処としての備蓄ということが考えられるんではないかと思っております。  

 もう一つは可能性の問題で、ケース３について私も反対であることの一つは、状況が変わったと
いうことです。備蓄に関しても、あるいは対策の仕方にしましても、リスクの確率の問題があると思
うんです。確率が非常に小さくなったところに対してはコストも落としていくというのが通常でありま
す。具体的には、スイスなんかも91年までは穀物備蓄が12カ月であったのを、冷戦の終結を背景
に６カ月に減らしております。したがって備蓄コストも少なくなってくる。そういう形のリスクの確率と
コストというものをきちんと示す必要があるということです。  

 それから、ここで供給シミュレーションが出されましたけれども、これに導くためのコストがどうな
のかということ。これはかなり難しいかと思いますけれども、これを提示する必要があるんではな
いか。提示した中で国民がどれを選ぶかということが重要な話であって、幾つかのメニューがあっ
て、ある意味での保険と同じわけですけれども、保険会社が幾つかメニューを出してくる。その中
でどれを選ぶかというのは究極的には個人であり、この議論で言えば国民だと思うんです。その
時に、このリスクを除くために幾ら国民はお金を支払う必要があるのか。通常、リスクプレミアムと
いう言い方をしてますけれども、それが余りにも高いものであったら合意は得られないでしょうし、
ほどほどのことであれば、これだけのリスクに対してこれで済むんだったら当然払いますという考
え方も出てくるでしょう。そのためにはやはり何らかの形で、シミュレーションと同時に、これに伴う
コスト計算というものをどこかで示していく必要があるんではないかと思ってます。  

 以上です。  

○部会長 どうもありがとうございました。  



 超長期の見通しは、実は食料部会で委員から要望が出まして、事務局で計算してもらったもの
ですので、御了解いただきたいと思います。  

 それでは、どうぞ。  

○専門委員 冒頭に部会長から、食料の自給率の問題、あるいはそれと関連する食料安保との
絡み方といったことについては食料部会で議論をしてるところであり、まだ詰まってないというお話
でございます。しかし、非常に関心の強いことでもあり、先ほどから多くの先生方が自給率の問題
を取り上げられております。  

 例えば冒頭の委員のお話の中にも、自給率という言葉とは別に、例えば主要農産物の生産総
量を決めるべきだというような、自給率よりもはるかに強いお話も出ましたし、輸入ということに対
して極めて危惧すべきだというような御指摘。それが国民感情－私は国民感情というのはよくわ
からないんですけれども、これは一部の農民感情じゃないかと思うんですが、それをなぜ国民感
情なのか。あるいはまた安全情報がない。外国から来るものが本当に危険なんですか、日本のも
のは外国に比べて本当に安全なんですか、どこにそういう保証があるんですか、というような論議
はいっぱいありますが、ここでは一つ一つは申し上げません。ですが、結論的に言いたいのは、自
給率の問題にかかわってくるんですけれども、それは消費者が今58％も外国からの輸入品を食
べてらっしゃるというこの事実を一体どういうふうに考えるか、これをもって外国から輸入するもの
に対しては国民感情が許さないとか、そういうのは若干おかしいんじゃないか。ということもありま
すので、部会長の冒頭のお話がありましたけれども、自給率について若干触れさせていただきた
いと思います。  

 もちろん自給率は私も高いにこしたことはないとは思いますが、しかし問題は、どうやってその自
給率を高くしていくかということにあると思います。  

 多少平たい物の言い方をするならば、自給率というのは、消費者が、あるいは国民がと言った方
がいいかもしれません。消費者がおのれの財布と相談しながら何をどれだけ食べるかということで
分母が決まり、その中で消費者が国産品をどれだけ選ぶかで分子が決まるということだろうと思う
んです。つまり、分母も分子も消費者の選択であり、消費者のニーズそのものなんだと。先ほど委
員が、生産の目的は、その原点は消費にある、こうおっしゃいました。まさにそのとおりだと思いま
す。自給率の問題も、今申し上げた割り算をしている分子と分母というのは、まさに消費者の選択
ということから来てるんじゃないか。別の言い方をすると、消費者の選択が自給率を規定している
んだという受けとめ方をしなければいけない。これは至極当たり前な自給率というものの姿であり
ます。  

 ところが、自給率を政策目標値として先に決めるべきだというような議論があります。先ほど来出
てるのもそういうことだと思います。これはどういうことなんでしょうか。つまり、ひっくり返して、自給
率で消費者の選択を規定するということでしょうか。本来は先ほど申し上げたように消費者の選択
が自給率を規定してるはずなんです。ところが、そこで自給率を決め込んでしまうということは、自
給率で消費者の選択を規定するということになる。これは消費者ニーズに基づいた農業をこれか
ら確立しようということで今まで議論をしてきた基本路線に逆行するものだと考えます。  

 そして、おしかりを受けるかもしれませんが、さらに懸念するならば、日本の農業を再び鎖国状
態に囲い込んで海外からの輸入を制限したり、国産農産物を財政支援や消費者の負担による価
格支持政策で今以上に保護し、輸入品に無理に対抗させようとしたり、こういったことにつながり
かねないんじゃないか。今のこの国際化の時代に、また、先ほども御指摘がありましたけれども、
厳しい財政状況の中で、これはとり得る方策ではないはずだと。分子をふやすにしろ、分母を減ら
すにしろ、自由主義社会の中で国としてとり得る政策手段というものは極めて限定されてると私は
思います。  

 その中で自給率目標を先に立てるんだと主張されるんであるならば、とり得る具体的な政策手
段を示していただきたい。そしてそれを定量的に裏打ちした上で、だからということでそれを設定す



るならわかりますけれども、今までの幾つかの議論、あるいは過去の主張を全部見てみますと、
それはない。ただ単に42％が低いんだ、あるいは諸外国はもっと高いんだ、これは国民にとってわ
かりやすいんだ。私はわかりやすいとは思いません。先ほど申し上げたようなことをるる説明して
それはわかることであるはずなんです。ただ低いから高いものを設定しよう、わかりやすいから政
策目標としていいんじゃないか。そういうものではないんじゃないかと考えます。そして数字だけを
掲げて国にコミットを迫る。間違ってたらごめんなさい。しかし、もしも国にコミットを迫るというよう
なことがあるとすれば、それは遺憾なことだと思います。  

 次に、食料安保の問題と今の自給率の関連でつけ加えさせていただきたいんですが、農産物の
輸入が滞るような有事の対応。先ほどケース３だとかケース２だとか、いろいろございました。その
ことについては議論をお譲りしますけれども、そうならないような国際関係をまず日本において作
ること、これを第一義にすべきではないか。そういう輸入が滞るということがないようにするべきで
はないか。私は、適地適作というのは国内的に通用する言葉ですし、同時にそれは国際的にも言
えることだと思います。トロピカルフルーツもコーヒーも、日本では作ろうと思ったってできません。
トウモロコシや大豆や砂糖は日本でも作れますが、しかし、これを国際的に見れば、日本はいわ
ば条件不利地だと言わざるを得ません。したがって国際競争は大変苦しいでしょう。だから貿易が
あるんであり、だから国際化というものがあるんであり、そこで国際ルールに基づいてWTOで話し
合っていかなきゃいかんということもあるんじゃないでしょうか。  

 しかも、先ほど来、耕作放棄地の問題でお話があるように、農地の絶対面積が足りない日本の
場合、不足分はどのようなケースを考えても輸入に頼らざるを得ないんです。国として輸入確保に
どう備えるか。輸入をどうやって確保していけばいいのかということが食料安保の議論のまず第一
に挙がってくるべきことじゃないでしょうか。  

 今までの資料の中にも、日本は、例えば大豆の輸入が多い、あるいは小麦の輸入が多い。そう
いう大豆を作ってる国が、あるいはトウモロコシを作ってる国が、その農産物が今後どういうふうに
なっていくであろうか。それは日本へ輸出してくれるんだろうかというようなことについて、余り多く
の情報をいただいてないような気がいたします。そういう国際化のために、食料安保の議論では、
輸入をいかにして途絶えさせないようにするかということにまず議論がいくべきじゃないかと思いま
す。しかし、それでもなおかつ起こるかもしれない有事に備えていろいろなケースを考えて対応の
議論をされる。それはそれで私は大変大切なことであると思います。そして、食料部会での議論は
貴重なものだと高く評価したいと思います。  

 ただ、安保論議でいつも出てくるのは、だから自給率を政策目標に、42％だからというのが安保
の問題にひっかかって必ず出てくる。この議論は大変おかしいと思います。どのケースであれ、農
産物の輸入が減れば、それで影響を受けるのは輸入農産物に対する依存度の高いもの。例を挙
げれば肉とか油、こういったものでありましょう。肉や油の供給量が減れば需給が均衡するポイン
トまで価格は上がるはずなんです。どんどん少なくなれば幾らでも上がっていくはずです。そうす
れば自給率を規定する先ほど申し上げた消費者のビヘービア、つまり財布と相談しながら何をど
れだけ食べるかというビヘービアが変わってくるはずです。肉は週３回食べたのを１回にしておこう
とかいうことになるでしょう。てんぷらもちょっと減らそうということになるんじゃないでしょうか。それ
によってある均衡地点に来るんじゃないでしょうか。その時の消費がその時の自給率という数字に
結果として出てくる、こういうふうに理解すべきじゃないでしょうか。  

 事務局で準備していただいた資料の中に、私の記憶に間違いがなければ、今から約30年前に
自給率は七十何％だった。それがわずか30年ちょっとの間に30ポイントも数字を下げて42になっ
た。しかし、30ポイント下がったものの主たる要因は何かというと、米を消費しなくなったということ
と、肉を食べるようになったということと、油を多く消費するようになった。自給率の下がったことの
３分の２はそれで説明できるという御説明がありました。とするならば、もしもそういうものがとまる
ならば、変な話ですけれども、やむを得ず国民としては、豊かな食生活ではないかもしれないけれ
ども、昔来た道を戻っていかざるを得ない。そしてその時には、現在の42％じゃなくて、もっともっと
高い自給率になっているはずなんですよ。50％なのか、60％なのか、それはわかりませんが、そう
なってるはずなんです。いたずらにここで42％が低いんだということを振りかざし危機感をあおる
のはいかがなものか。これは国民に対するいささか曲がったプロパガンダではないかと言わざる



を得ません。  

 私が最初に申し上げたように、自給率が高いにこしたことはない。問題はどうやって高めるかと
いうことですが、今日お配りいただいた資料にもございますように、生産装置である優良な農地を
いかに確保し、よりそれをいい装置にしていくか。そして多様で活力に満ちた担い手をいかに確保
していくか、育成するか。そしてそれを運営する効率的で多様な経営体をいかに作っていくか。そ
ういうことを進めて産業として自立し得る強い農業を日本に作ることが、結果として自給率を高め
ることにつながっていくんじゃないか、このように考える次第でございます。  

 以上です。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 今、委員からお話を伺いまして、大変もっともそうなお話で、事実ぐらっとくるような感
じはいたしますが、私は消費者ニーズについては根本的に考え方が違っていると思います。企業
の方が大変努力をなさっているという事実は認めます。日本の農産物の値段がどんどん上がって
きて、向こうから入ってきてるものが安い。消費者というのは、健康が大事だといって国産を食べ
たいと思いつつも、毎日の生活の中ではどうしても安い方に行ってしまいます。それともう一つ、利
便性です。この利便性がいろいろな問題を含んで環境問題まで持ってきたんですけれど、これに
ついてとやかく言う筋合いはなくて、皆さんそれに十分満足しているというのが現実でございます。 

 でも、利便性というものが企業側の論理で物を推し進められた時に、言葉が非常に悪いんです
けれども、私たちが知らないうちに、いつの間にかだまされている。情報が開示されていない。例
えば、今、惣菜料理でなすの料理が大変人気がある。ところが、このなすはシーズンオフのときに
は農薬をたくさん使っているということがわかる。ところが、なすに農薬をたくさん使ってますよとい
うことを言いましたら、恐らく売れ行きは落ちると思うんです。そういう意味で、全く情報というもの
がないままにいろいろな形で製品化されてきて、それでどんどんコストを下げて、値段のほかに便
利という付加価値がついてきたわけです。そういう意味で、こういう状況の中で今農水省が、ここ
に書いてあります日本の食生活の見直しをどういうイメージで書かれているのかというのを私は疑
問に思うんです。  

 恐らく単純に農水省の方に日本型食生活の見直しというと、お米を食べろという話に落ちついて
しまうんです。そうではなくて、きちんとした栄養的な裏づけをもっての食生活の見直しとなります
と、厚生省のお力といいますか、栄養分析なり何なりが必要になってくるんじゃないか。または農
水省できちんとしたデータを集めて、日本人に適切なカロリーというものが必要になってくるんじゃ
ないか。  

 今ここに現在の食生活の維持ということで、 2,651kcal。供給ベースですが、これは私は高いんで
はないかと。そのために今日本人にいろいろな問題が起きている。しかも問題が起きている中で
何かというと、油の摂り過ぎです。それと肉の摂り過ぎです。ということで、先ほど委員がおっしゃっ
たように、摂り過ぎて今日本人が心疾患なり何なりで問題を起こして厚生省が躍起になっているわ
けです。  

 そうしますと、この日本の食生活の見直しというのはどこに照準を合わせていくか。そうするとこ
のキロカロリーはもうちょっと落ちていくんじゃないかということで、私は今回非常に疑問に思って
おります。この辺をぜひ詰めていただいて、消費者の視点またはニーズということでは、その辺か
らもう一度クリアにしていただく。  

 それと同時に備蓄につきましても、国民一人一人がお米ならお米の備蓄の費用を税金で幾ら負
担しているかという非常にわかりやすい情報を提示されますと、国民の関心が農業問題に来ると
思うんです。今は大ざっぱになりまして、農業問題というのは、自分たちは冷蔵庫に入ったところ
から心配すればいい、冷蔵庫まで来るものは全部お役所なり農業の方がやればいいということ
で、国民の関心が全くありません。そういう意味では、備蓄一つの費用をきちんと表示するだけで



皆さんの関心が高まると思います。  

 関心を集める意味では、先ほど来ケース３のお話で大変もめているんですが、無意味だとは思
いましても、輸入がゼロになったらどうなるの、これは非常に話題性のあるデータでございます。で
すから脅かすというとらえ方じゃなくて、関心を持たせるという意味で、脅かさない方法で関心を持
たせる情報といいますか、非常に矛盾した言い方ですが、そんなことができれば、恐らく今回発表
したときにワーッと生活レベルの婦人記者まで乗ってくると思います。  

 以上でございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 前回の食料部会でこのことについて検討がございまして、それ以降もいろいろと考えてお
ります。ケース２とケース３ということでありますけれども、ケース１は特に対応する必要はないとい
うことですから問題はありませんけれども、農業基本法を検討するのに、何のためにやるのか。た
だ周りの人なりを説得するためにやるのではなくて、やはり何かしら行動を起こすために農業基本
法を検討していると思うんです。ですから何かしら行動を起こすために何を見ているかということを
明らかに示す必要がある。そのためには、ケース３を見て農業基本法ができたんですよというので
はなくて、ケース２ということが起こるおそれがあると。また、十分その可能性があると。例えば現
在日本は飽食の時代と言われておりますけれども、その中で日本の農業が衰退しつつある。しか
しながら、その先には世界的な食料不足が待ってる。そういう前提があるんですから、ケース２の
先にも世界的な食料不足があるんだというふうな形で訴えながら、ケース２というのは当然起こり
得るんだから、それに備える必要があるというふうに訴えていくべき事柄ではないだろうかと私は
思います。  

 バブルの最中にあっては、だれもバブルに関して疑問を挟まなかった。いろんなことをやらなか
ったらばかだなんて言われて、私もそう言われた一人なんでありますけれども、こぞって転換社債
やったり、いろんなことをやったんです。やらなかったらばかだ、実際そう言われたけれど、やらな
い人の方が利口だったんです。それと同じようなことで、先々は危ないという警鐘が鳴ってるんで
すね。鳴ってることについて、今わかっていながらそれを無視して現在のものを楽しむということは
ちょっと問題があるんじゃないか。  

 ですから、農業基本法をここで改正することにより先々にある問題に対応するんだと。その第１
のステップとしては、ケース２のようなことが、現実にお米の不作でありますとかオイルショックで経
験してるんですから、またそういうことがすぐ起こるかもしれないんですから、そういうことに対して
どういうふうに対処したらいいかということについて、基本的にはこういうふうにやっていくんだとい
うシナリオを作っておいて、最終的に来るべき世界的な食料不足には、それを延長していけば対
応できる。そういうシナリオができないものかと。  

 実はこのことをこの間からずっと考えてるものですから、そういう考え方になってしまったんです
けれど、私の意見として提案させていただきたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 自給率の問題や想定の問題等、非常に難しいところでございますけれども、これは私の個人的
な意見ではございますが、農業基本法ということを考えて、国ないし政府の立場からどういう政策
をとるべきかという場合には、やはり個人個人の消費者とは若干違った視点といいますか、あるい
はタイムスパンでものを見るということはあってしかるべきではないかと考えます。もちろん、それ
で今の御意見のどちらにどうということではございませんけれども、個々の消費者なり企業なりと
全く同じベースの上であれば政府の役割はなくなるということになりますので、その辺はおのずか
ら違うところがあるのではないかと私自身は考えております。  



 どうぞ。  

○委員 私は、哲学といいますか、やや抽象的な感覚としては、国内農業生産というものを基本と
して位置づけていくという考え方には異論を全く持ちません。それは大事なことだと思うんですが、
そのための供給力確保策という形で具体的にどう策定するかということになると、途端に非常に難
しい話になるわけで、そういうことで、今日は皆さんも恐らく大変悩んでおられるんだろうと思いま
すが、啓蒙的な資料としていろいろなケースを考えて国民の皆さんにバリエーションを提供して考
えてもらう。これは一つの手法だと思うし、かなり大事なことかもしれないと思うんですが、具体的
な目標値の設定というものにつなげていこうということで一定の姿を描く。なかんずく極端な姿とい
うものを想定して目標値の設定ということに入りますと、目標値というものはしばしば日本の場合
は自己目的化いたしますから、それによって食料・農業政策というものは再び極めて硬直的な姿
をとるようになりかねない。私は今日の食料・農業政策というのは一つのフリーな地位を得つつあ
ると理解しているんですけれども、それに対してかなり硬直的なものを抱え込んでしまうというよう
に考えるわけであります。  

 そこで、この問題を考えますのに中間報告をもう一度読み直してみたわけでありますけれど、中
間報告では、安定した輸入が困難となる等の事態が生じても、最低限必要な栄養を国内で供給で
きるような生産の基盤が確保されていることが必要だ。特に農地についてということなんですが、
国民にとって最低限必要な栄養水準を検証し、これに必要な農地総量を明確化すべきであるとい
うアプローチで中間報告をまとめておるわけであります。したがいまして、私は国民にとって最低
限必要な栄養水準の検証ということがどんな考え方で進められ得るだろうか、それを御質問した
いと思うわけです。  

 いずれにしても世界モデルの次元の話ではなくて、これは国内問題のイメージの世界ですから、
国内の問題として、もし無理なく可能であるならば、一度よく考え、説明をしてもらいたい。また、国
民にも説明できるようにしたらいいんじゃないかと思うわけです。  

 幸いにして現在は飽食状態といいますか、最低限の栄養水準がどうとかこうとかいう状態とはほ
ど遠い状態で、一応余裕のある、余力のある時点におるわけでありますから、そういう作業を少し
されたらいいんじゃないかと思うんですが、食料部会の資料を今日拝見し、その部分がどういう表
現になっているかと言いますと、「最低限必要な栄養を国内だけで供給できるような国内での食料
供給力の確保されていることが」云々となっておりまして、中間報告に比べますと少しリジッドとい
うか、まなじりを決したような表現になりつつあるなと思うわけです。この点は余り性急に突っ走る
ことなく、それからもう一つ、今日御説明いただいた資料の２ページ目の一番右上の３行目ですけ
れども、取り組むべき対策としては「国内農業生産の可能な限りの維持・拡大」。これは冷静に考
えれば言葉どおりなんでありますけれども、「可能な限りの維持・拡大」という表現で進んでいると
いうことについては、冒頭に申し上げたような形で、大きな目標値の設定を期待させるような姿に
なりつつあるのではないか。ここはもう少し自然体で議論をしてみた方がいいのではないかと思い
ます。  

 それでは具体的にはどういうことを考えられるかというと、結論的にはノーアイデアというのが今
の状態なんです。それほど難しいことだと思うんで、もう少しよく考えてみたいと思いますけれど
も、議論の進め方を含めて、そのような所感を持っておる次第であります。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 どうぞ。  

○専門委員 いろんな御議論があって、拝聴してるんですけれども、食料安全保障に関するシミュ
レーションのケース３が議論になってるんですけれど、私はこういうふうに見てるんです。この表自
体は、裏返せばカロリーベースの食料自給率だということなんですね。それは現在の42％というの
をできるだけ熱効率優先の生産に転換した場合の自給率が幾らになるかということだと思うんで
す。それがさらに現在の農地の趨勢を当てはめた場合、推計値１、推計値２ということで、これは



ある意味では日本農業の持ってる現実の力はこういうものですよという数字と思って、輸入が本当
にゼロになるかどうかという議論は別にして、こういう現状にあるということは国民の皆さんに広く
認識してもらっておく必要があるんじゃないかと。  

 そういう上で安全保障という問題はやや長いタームで考えた。ということは、食料が国民の健康
なり生命ということで大変重要だということで、とりわけ慎重に重要に考えていかにゃいかんという
要素があると同時に、農地その他の生産諸元というものは一遍壊れちゃうとなかなか回復が容易
でないという事情もあって、やや長いタームでそれぞれ打つべき対策を考えていかなきゃいかん
のじゃないかということで、ましてや、いろいろな御指摘のように、将来的には地球の環境の問題
とか、人口の問題とか、資源の有限性という問題になると、食料供給面でも、ひっ迫とまでは言わ
ないけれども、そういう局面もあるいはあるかもしれない。異常気象もあるよというような状況に備
えて、国民の必要とする食料の安定供給をどう確保するかという問題は、十分そういう角度で考え
る必要があるんじゃないかということでございまして、それも潜在的にいざとなれば働くものがある
よというだけで果たして十分かどうかということで、農業の場合、できるだけそれは顕在化した姿に
しておく必要がないかと、そう思うわけです。それは何かというと、発現した姿というものはまさに
自給率の姿なんです。生産力が発現された姿がいわば自給力。そういうふうに考えていく必要が
あるんじゃないかということで、例えば公聴会であるとか、その後この調査会に寄せられるいろん
な御要望等々を見れば、かなりその辺が御心配で、低い自給率をもっと上げる努力が必要じゃな
いかという御要望もたくさんあるわけで、そういうことにこの調査会としてどう答えていくかというも
のが問われている課題ではないかと思うんです。  

 それから、先ほどカロリー自給率を作ることの意味合いが余りないみたいな話がいっぱい出され
たんですけれど、おっしゃるように、米の消費が落ちて畜産物なり油の消費が増えたということが
現在の自給率を下げてる大きな要因であることは事実なんですけれども、そういうことで最近の食
生活の変化を考えてみますと、一つには栄養バランスの面等々の配慮もありまして、だんだん落
ちついてきたといいますか、畜産の伸びもやや鈍化しておりますし、米の減りぐあいもやや鈍化し
てるということで、やや落ちつきを示して、こういう時期に食料自給率の問題を考える意味というの
はあるんじゃないかと私は感ずるわけです。  

 それから、このシミュレーションを見るにつけ、例えば推計１、２というような状況で推移した場
合、先ほども御指摘がありますように、最悪の場合、国内でカロリー全部を賄うなんていうのは到
底不可能じゃないかという御指摘はまさにそのとおりで、現状既に不可能になってるんだと思いま
すけれど、そういう中でも今から頑張ってどれだけというものを残し、維持し、ややそれでも伸ばし
ていくかという観点での検討が必要じゃないかと思います。  

 以上です。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○専門委員 今日の資料の中で、食料安全保障を確立するための平素からの対策として、誰から
見てもわかりやすい対策として、まず量を確保するという対策論が非常に多いわけです。先ほど
説明があったように、量を確保するにも、つくる若い担い手がなかなか育ってきてない現状という
のは一体どうして起こるのかということになるわけですけれども、結局、農地や技術とかを持って
いたにしても、今の時代、どの産業もそうだと思うんですけれど、物が飽和状態、余るという状態な
んです。農地と技術があって物を作ったにしても、どこに流して幾らになるのかということがはっき
りしないと、農業に参入することに対して非常に圧迫感というか、しり込みしてしまうわけです。そ
の中において、自分ら農家というのは、旧農村社会というのは、平等意識が非常に強いんです。
余り突出した農家がなかったという状況だったかと思うんですけれども、既存の農村社会というと
突出した農家が１軒、２軒というふうな状態があるわけです。なおかつ、国が施策を講じたものの
末端というか、農業をやる上での末端が農業者ということになるわけですけれど、それをつなぐパ
イプ役として農協という組織があるわけですけれども、農協の組織を利用している農家が、一生懸



命専業でやってる農家が離れていっているという現状があると思うんです。農協を利用しない農家
が一体誰かということになると、一生懸命企業的にやっている農家に限って農協から離脱してると
いう現状があると思うんです。そこへ持ってきて、国が一つの窓口で施策を講じたにしても、果たし
て真の意味で農業をやっている農家に対しての施策が有効な形で使われるのかどうかということ
に対して、私自身非常に危惧いたします。  

 国が右向け右と言って、右を向いたらみんながもうかるかといったら、そうじゃないと思うんです。
左を向いてる方がもうかることだってあると思うんです。自分のところで仕事をして企業的にやろう
という時には、やはり利潤を常に求めていくわけです。先ほど自給率ということ、例えば設定いたし
ますと、油脂、肉という問題があるわけですけれど、肉を作るために飼料作物を国の中で強力に
推し進めていこうという時に、ある作物を放棄して土地生産性の低い飼料作物に転換することによ
って、自分のところの総生産額が落ち込んでしまう。それに対して国が財政を投入して助成をする
ということになりますと、助成していただける時は確かに生産はするだろうけれども、助成が切れ
たときには果たしてそれを生産してくれるかどうかということに対して、また非常に問題があると思
います。  

 それが証拠に、前、うちの地区でも麦を強力に転作作物という形で推し進めていった時に、反当
たり幾らかの転作助成金という形で打った時には、かなり大麦等が栽培されていたかと思うんで
すけれども、その助成金がなくなりますと、はたと生産をやめてしまうということになるわけです。  

 国の財政を投入する時には、安定的に産業としてその地区に根づかないと無駄金になってしま
うと思うんです。ただ数字を目的にして、それを強固に推し進めていったにしても、産業として根づ
かないような財政の投資は避けるべきだと思うし、かといって、その土地で一体何が作れるのかと
いう情報も、はっきり言って農家側にはないわけでして、行政側からいただける情報は市場からの
情報より遅く入ってくるもので、マーケットの受け入れがちょっと悪い。ということになると、我々農
業者が一生懸命やっていく時には、末端の消費者の声や、加工業者、レストランとかの飲食業者
等の声が聞こえないと、何を作ったらいいかということが全然わからない。農家にとってそういう情
報が得られるような、もっともっと末端の人たちの声が聞こえてくるような体制づくりが急務ではな
いかと思います。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 私は食料部会に属しておりまして、食の危機ということで、今度のシミュレーションに
ついても、いたずらな不安をあおることは避けるべきですけれども、現実にこういうシミュレーション
の中で、我々が食の危機というものにどういうふうに対応するかという必要性については部会で発
言をいたしました。  

 今日は農業部会との合同ということで、私は、食料の自給率等についても、国民が、ある部分そ
れは消費者全部含めて、安心というのは、我々が万一の時にも優良農地をどのくらい確保してい
るのか、潜在的な生産力というものを我々はどの程度信じられるのか、また、その具体的なことが
あるのかということが安心感の面で非常に大事だと思うんです。  

 これは暴論かもしれませんけれども、去年の４月14日に長崎の諌早湾の干拓事業で潮受堤防
がバタバタッと閉め切られました。もう１年２カ月たっています。つい最近も私はあそこの干上がっ
た写真等を雑誌で見たんですけれども、もちろんこれは公共事業のあり方ということで非常な論議
を呼びましたし、私も自分のところのテレビでいろいろの議論をすると、まさに公共事業ということ
で議論になって、それはホットですからいいと思うんですけれども、そもそもこの干拓事業が1952
年に提案されて、あれは82年ですか、変更されて実施されて、現実にこういう形で姿をあらわした
わけですけれども、私は、これが我々の食料安保あるいは優良農地の確保ということで具体的に
国民にいい意味の夢のあるようなものに仕上がっていけば随分違うだろうと思うんです。  

 閣僚を何度も務めたある有力な方とちょっと話をしたことがあるんですけれども、これは無理かも
しれませんけれども、とにかく 2,370億円もつぎ込んでるんですから、ほかの周辺農地よりもコスト



も高いし、いろいろ大変だろうと思うんですけれど、こういうところに、農業をやりたいという、それ
は株式会社とか一気に行くということじゃないんですけれども、そういう人たちが、干拓ですから、
塩を取り除くとか、一度は牧草の農場にするとか、土を生かせるためには長い年月がかかるかも
しれませんけれども、ここで本当に農業をやって、しかも収益も企業としても農業としても成り立っ
て、そういうような姿を見せる。つまり農業に夢を与えるような形のものがこういうところでできない
んだろうかということをおっしゃっておりました。  

 1967年ですか、大豊作の年でしたけれども、秋田県の大潟村に米のモデル農村という形で入村
をしていったですね。そういう時にも、一つ一ついろいろなことを考えると、その時時では、農業と
いうものに対するロマンや夢、それを何らかの形で、農政もそこに従事する人たちも持っているん
だろうと思うんです。ですからそういうようなことをこれからの農業基本法の大きなことの中で、やっ
ぱり我々は、農業をやっている人たちも今は本当にいい話がないんですけれども、多少そういう具
体的な夢を与えるような。そのためにはあそこのところでも、例えば国が相当のコストもかけてい
るけれども、ある程度安いコストで払い下げて、そこで本当に農業というもの、優良農地というもの
をどういうふうに作り上げていくかというような具体的なことを、この部分なんかで取り組んでいくと
いうことも必要じゃないかと思うんです。  

 干拓事業については、むしろ自然保護とか、自然を守れ、公共事業のむだ使いとか、環境とか
いろいろな形で批判があったんですけれど、現実にああいうものができた以上、どういうふうに夢
のある農地造成につなげていくかというような議論をしていくことは、効率のよい農地というのはど
ういうふうにできるのかというような、そういう面で前向きにこれからこのところなんかもとらえてい
ったら多少違ってくるんじゃないか。特に国民や消費者に与える具体的なインパクトとしても大事
なんではないかと思います。  

 そういう意味で、私は特に農業部会に提出された資料を見て、ある部分衝撃を受けたのは、これ
だけ耕作放棄地が次々と現実に出ているという事実の中で、我々は、自給率といっても、現実に
それを支えていく部分が次々崩れているとしたら、本当に優良農地というものを一体どの程度持
つべきなのか、そして潜在的な生産力というのは我々はこのくらいあるんだよというものを我々は
ある部分目指すというか、ある部分の水準をそれなりに見せていかないと、なかなか具体的な説
得力がないんではないかと思います。  

 ちょっと長くなりましたけれども、長崎のあのことを考えながら発言をさせていただきました。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 せっかくの合同部会ですから、先ほどのシミュレーションをある程度念頭に置いて、私も
ケース３のようなことは2010年まで起こり得るとは思いませんけれども、実際にはいろんなトラブル
はケース１とかケース２の中間ぐらいで起こってくるんだろうと思いますし、こういうことを念頭に置
いて、せっかく両方の部会が一緒になってるわけですから、その前のページに幾つか示されてい
る取り組むべき対策みたいなことをもう少し議論した方がいいんじゃないかと思うんです。  

 というのは、この間も農業部会で申し上げましたけれども、ここに取り組むべき対策として出てる
内容は文句を言う筋合いは全くないし、非の打ちどころもありませんが、今こんなことだけ仮に最
終報告で国民に提示しても、アピールするものはほとんどない。今までやってきたこととどこが違う
の、というようなことです。継続性ということはある程度大事ですけれども、今、日本の農業がこの
くらいの現実問題になってる時には、次にどういうことを踏み込んでやっていくかということを私た
ちは提示しなければいけないんではないかと思うんです。  

 その時に、例えば農地の問題にしても、総量確保ということをせっかく中間報告で書いたわけで
すから、その水準は一体どのくらいなのか。これで言えば、非常に大ざっぱに言えば、今 495万ha
ですから、どうしたって転用が30万haぐらいはこれから15年で起こり得る。耕作放棄もある程度起



こり得る。しかし、耕作放棄は中山間地の規制緩和なんかで少し減らすことができるとかいうこと
をすれば、例えば 450万haは総量として確保する。  

 総量確保ということはどういう意味があるかといえば、例えば公共事業なんかで学校を作る。学
校というのは小さい例だから言うんですけれど、学校を作るといった時に、そこで平場だから農地
をつぶしましたら、その同じ面積をどこかで事業体が確保しなければいけませんよというようなこと
なんですね。例えばそういうことを新しく打ち出す。  

 もう一つは、本当に農業のために使う農地を私たちは持っている。それ以外に、いわゆる土地持
ちの非農家で、それは一つ一つは小さくても、そういう形で持ってる人達は、せっかく農地というの
は公共性のある財だということを書いたわけですから、そういう人達には、例えば有効利用のため
に出してもらう。それは別に所有権を取り上げるわけではないわけですから、その時に何でやるの
がいいのかわかりません。税制でやる方がいいのかわかりませんけれど、とにかくそういう考え方
を打ち出す。  

 もう一つは、ここに農業構造の変革により国内農業の体質強化をうたうのはもちろん構いません
けれど、それならば、これも中間取りまとめに適地適作ということを踏まえというのを入れたわけで
すから、例えば今、米については96万haも減反してる。もちろんこれは無駄にしてるわけではなく
て、何か作ってはいるわけですけれども、生産効率は低い。米はそうやって96万haも減反しなけれ
ばいけないように、ほうっておけばどんどん出てくるような構造になっていて、なぜ他の主要な作
物については軒並み一けたの自給率みたいなことになってるのか。そこの構造をどうするかという
ことを、各自治体とか各地域の農協なんかで本当に真剣に考えて欲しいというようなことを書くと
かですね。  

 なぜそういうことを言うかというと、今日は自給率の話は後だというから言いませんけれども、自
給率のことは私もかなり食料部会なんかで言いましたから改めて言いませんが、各地域から自給
率の御要望、目標数値を決めて政策目標にすべきだとか、いろんな御要望が来てます。自治体と
か農業委員会とか、農協さんとか、そういうところの要望が多いんですけれど、それならば、なぜ
それぞれの地域で農地を有効に自分が使ってみて、その上で国に対してどうかということを言わ
ないのか。まず御自分のところで本当に地域の食料供給力を高めるための努力をして欲しいと思
います。その上で要望するならばいいけれども、現実はそうなってない。そこのところを喚起すると
か。  

 それから、農地のことにも関係しますけれども、先ほど委員がちょっとおっしゃったのですが、例
えば牛なんかについて、日本はいわゆる飼料穀物の生産はとっくに放棄したわけですけれども、
それにしても、やっぱりもうちょっと山林の比較的利用しやすいところを利用した大家畜の生産み
たいなことを考える道を開く。これは報告書に書いておくことによって、他の役所あるいは地権者と
の調整がしやすくなるということもありますから、そこのところのもうちょっと踏み込んだ考え方を提
示する。その先に実は、そうはいっても危機管理というのは大事でしょうと。危機管理というのはた
だ口で言うだけではなくて、こうこうこういう体制を作っておいて、平時はそれはお蔵に入れておけ
ばいいんですけれども、いざという時には日の目を見るような、そういう体制作りをしていったらど
うなんだろうかというようなことを、私としてはこの「取り組むべき対策」というところに合うようなアピ
ールをこの調査会としてやっていくべきではないかと思っています。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 議論から外れるかもわかりませんけれども、今日皆様方のいろいろな御意見をお伺いし
ながら、なぜこの調査会がつくられたかという原点を考えながら議論した方がいいんじゃないかと
感じているんですけれども、この調査会が生まれたのは、これまでの日本の農業政策について基
本的に考え方を変える時期に来たのではないかという認識が出てきたということなんだろうと思い
ます。  



 ということは、これまでやってきましたいろいろな農業政策。これは正しかったとか間違ったとか
いうことでなく、恐らく社会環境、周囲の状況が時代とともに変わってきたということだろうと思いま
すけれども、過去やってきた農業政策の付けがどういう形になってるかというと、日本で作られる
農業製品のコストが非常に高くなってしまった。そして国際競争力を持ち得なくなった。しかもその
中で、米に象徴される非常に保護された部門とその他の間の矛盾が出てきた。財政的にも非常に
負担が強くなってきたということで、財政負担を今後続けていけるのであればそれでもいいのかと
いうと、財政負担というのは国民が負担してるわけでありまして、負担する側から見たら、農業にこ
れ以上負担するのはいかがかね、という声も出てきたんだろうと思うわけです。  

 日本の高コストがどうしてできたんだろうということは、農業政策に対する政府の介入の仕方が
世界の経済の動きとの間にギャップが出てしまった。世界の経済の動きというのは効率を上げる
ことを経済原則として、それが日本より非常に広い範囲で農業にも適用されている。日本は経済
原則から離れて農業を保護するという形で、言うならば極めて計画経済的な形で農業が据え置か
れた。計画経済がだめになるということは残念ながらわかり切ったことで、それを崩さないといけな
いというのが一番問題なんだろう。  

 したがいまして私は、例えば自給率にしても、これは目標になるんではなく結果であるとすれば、
本当に経済原則にのっとっているわけでありますけれど、これが目標になった途端に計画経済を
継続するということになるわけです。ですから、議論は別の機会にもっとさせていただきたいと思い
ますけれども、自給率を目標にするのであれば、計画経済を続けるのか、農業を市場に少しでも
さらそうとしているのかという根本的な問題にぶち当たるんだろうと思います。  

 もし計画経済的な農業を相当転換して市場に任すということになれば、市場というのは何かとい
いますと、これは消費者なんです。消費者のニーズを聞く。消費者を中心にして農業を考えるとい
うことになりますと、残念ながら、この調査会でやってきた議論はさかさまだったんじゃないだろう
か。農業のための議論が多過ぎて、消費者のための議論が非常に少ないということであって、消
費者というのは一体誰だということがわかりにくいということもありますけれども、消費者は不便な
日本の食料事情の中で、それでも今日現在与えられてる自由の中で今の食料を選んでるんで
す。これが消費者の選択。今の制度下で受ける選択であるわけです。これをさらに制限しようとす
ることは、幾らここで議論しても不可能であるということをはっきりしないと、この調査会は、一番の
目標である新しい政策に転換することはできないだろうという気がしてならないんです。  

 各論について言いますと、農業構造の見通しにつきましても農業部会でいろいろ御議論いただ
きました。今日の資料の１ページでございますけれども、見通しというところは現在の政策に基づ
いてやるとこうなりますよということなんですけれども、市場、消費者というものを中心に農業を転
換すると非常に違ってくるんです。耕地面積がどんどん減っていくということはあり得ないと思いま
す。マーケットメカニズムが働きまして、消費者が喜ぶものをどんどん効率よく作っていける農業に
すれば耕地面積は増えるはずでございます。  

 それから、別の議論になりますけれども、シミュレーションの第３のケース。これは私はナンセン
スという結論を持っておりますけれども、いずれにしましても耕地面積が減るということはあり得な
いんです。日本の農業でしか食っていけないということになりますと価格は上がるわけですから、
もっと作ろうというのが出てくるのは当たり前な話であります。価格も上がる、日本のものしか食べ
られない。にもかかわらず耕地面積は減っていく。これはあり得ないシミュレーションなんです。そ
ういうナンセンスなものが出たりしております。もっと新しい、市場を中心にして、市場というのは消
費者を中心にして農業を構築していくというふうに考えれば、いろんな議論ももっと建設的になって
くると思えてなりません。  

 つけ加えて申し上げたいことはあるんですけれども、先ほど専門委員と委員のおっしゃったこと
に私は全面的に賛成でございますから、以上でございます。  

○部会長 それでは、どうぞ。  



○専門委員 最初に、今、委員も言及されましたケース３について、私の考え方を申し上げたいと
思います。  

 これは非常に微妙な問題でありますけれど、私は、万が一ではありますけれども、ケース３のよ
うなことについて政府がいろいろ考えておくことはやはり必要だろうと思っております。これはいろ
いろな表現で何人かの委員の方がおっしゃいましたけれども、私流に申し上げますと、食料という
のは絶対的な必需品でございますので、理性的な行動あるいは人間や合理的な判断に立って行
動する人間を前提として政策を組み立てるということはなかなか行いがたい面があろうかと思いま
す。そういう面を考えておく必要があるだろうと思っております。  

 ただし、このシミュレーションは、私は二つのパートに完全に分かれていると思っております。こう
いう万が一の事態についても大切だということの意味は、そういう事態が仮に起こったとしても、こ
れだけの最小限の農地があって、そこから技術的にこれだけのカロリーを供給することが可能で
あるということをきちんと示すことによって、一種の保険、セーフティネットがあるということを示す。
また、それが実際に担保されてるということを示すことが大事であって、その意味で言いますと、現
状の 495万haについてのシミュレーションは非常に意味のあるものだろうと思っております。ただ、
この数字につきましては私は多少疑問がございますけれども。  

 それから、必ずしも理性的には行動しないということを前提にいたしますと、この種のシミュレー
ションについては、メッセージ性ということについて非常に慎重になるべきだろうと思っております。
そうしますと、推計１、推計２については私はかなり疑問を持っております。ケース３というのがじわ
りじわりと起こってくる事態であるということとか、技術進歩なり、マーケットがある意味では別の形
で保障するようなことがあるというようないろんなことが考えられるわけですので、50万ha減ったら
どうなるかというようなことについては、現状こうであるということとは全く別のメッセージを持ってる
ような気がいたします。もちろん調査会の中でこういう議論をすることは非常に大事だと思います
けれども、これを政策を組み立てていく基盤としてどう扱うかということについては、現状と将来の
仮定の上での議論は少し分けて考えた方がいいだろうと思っております。  

 それから、今日は食料の安全保障の問題が中心でございますので、セーフティネットを設けるに
しても、ある意味で効率的なものでなければ、とてもそれを財源として賄えないということがあるわ
けですので、二、三気がついた点を申し上げます。既に食料部会でも御議論になっていることがあ
るかもしれませんけれども、私は必ずしも食料部会の議論を全部フォローしておりませんので、も
しもう十分に議論がされてるということであれば御容赦いただきたいと思います。  

 一つは、フードシステム全体の中でのロスの問題について、私の理解では、日本でどのくらいの
ロスが出てるかということについても必ずしもきちんとした把握がまだできていないと思います。こ
こがどうなるかによって、セーフティネットの作り方についてもかなり、先ほど来いろいろ御指摘が
ありましたけれども、コストの面の差が出てくるような気がいたします。  

 それから備蓄。ケース１、ケース２では備蓄が非常に有効に働くことが想定されてるわけであり
ますけれども、これについては私はやはり総合的な備蓄政策という観点で政策をきちんと作り直し
ていく必要があるように思っております。今、米は食糧法、麦ももちろん食糧法でやりますけれど
も、えさは別のところという形で、それぞれの品目について、それぞれの品目に固有の事情で組み
立てられているわけであります。ある意味では縦割りになっているわけですけれども、これはもう
少し総合化する必要があるだろうと思っております。また、備蓄自体も他の政策とのいわば相対的
な関係であるべき姿を考えるべきであることも当然かと思います。  

 もう一点は、ケース３の 495万haの熱量 1,760kcalというのですが、私はこれはちょっと驚きまし
た。と申しますのは、ほぼ同じ発想で行われたと私は判断しておりますけれども、前回の長期見通
しの際、およそ 490万haの農地からカロリー供給力を最大に引き出すような農業を行った場合に
どれくらいの供給力があるかという時の結果は確か 2,100kcalだったかと思います。この数字との
間にかなりギャップがあるわけであります。私はこの計算の中の詳しいことは承知しておりません
けれども、恐らく水田については米を作るという仮定を設けたことによって、この差が出てきている



んではないかと想定しております。間違っておりましたら御修正いただきたいわけであります。  

 数字がどうかということとは別に、まさにセーフティネット中のセーフティネットでありますけれど
も、その場合にも、今の水田に全部お米を作るかどうかということの判断によって、カロリーの供給
力もかなり変わってくると思います。この種の計算は精密であればあるほど意味があると思ってお
ります。そういうものであってこそ国民に安心を供給できると思っておりますので、何年か前の計
算と今回の計算がこれだけ違うこと自体について、私はやや奇異な感じを持っております。  

 長くなって恐縮でありますけれども、３番目に、食料の供給力をどう確保するかということで、担
い手の問題なり、いろいろ御発言があったわけでありますけれども、私は今日は農地の問題とい
うことで一言申し上げたいと思うわけであります。  

 冒頭、委員からも具体的にどう農地を確保するかというようなお話がございました。農地の総量
の目標を設定すること自体なかなか難しい問題であって、恐らくまだ賛否両論が多少残っている
かと思うわけでありますけれども、そのことを考える上でも、その具体的な手段について何かのア
イデアを持っていかなければならないと思うわけであります。  

 私自身もノーアイデアに近いわけでありますけれども、基本的な手段としては、私どもの手元に
与えられているのは、ソフトの面と言っていいかと思いますけれども、土地利用計画ないしはゾー
ニングというようなアプローチかと思います。もう一つは、農業基盤整備といいますか、農地の整
備ということかと思います。先ほどの委員の話ですと 450万haという具体的な数字がございました
けれども、それを確保するとすれば、この二つの政策手法をうまく使っていくということが基本にな
るんだろうと思っております。 ここから先は二つに分けて考えたいわけでありますけれども、一つ
は中山間と言われる地域についてどう考えるかということであります。もう一つは平場の問題であ
ります。  

 中山間の場合には、恐らくゾーニングの問題と、これはむしろ農地と林地ないしは原野との間の
ゾーニングということになるかと思いますけれども、これを実質的に決めるのは、その農地が整備
されているか否かという点だろうと思います。したがいまして、中山間の場合にはどちらかといいま
すと、農地の整備についてどういう方針を持つかということが、農地の確保にとっては、いわばキ
ーファクターになるんではないかと思っております。  

 その際に申し上げたい点は、国全体としての農地の確保が云々されている状態に今あるわけで
ございます。それは裏返しますと、個々の私経済のレベルでは農地を確保しがたい状況があると
いうことだろうと思っております。そうしますと、現在の整備の制度上の前提となっております、い
わば農家が共同で、もちろん補助金が出るということはあるわけでありますけれど、事業に投資を
して、それに見合うだけの便益があるという前提で事業がスタートして、補助事業として認可を受
けるという仕組みになってるわけでありますけれども、私的な費用便益比がある基準をクリアする
という制度と、国全体として農地の後退を防ぐというスタンスとは、私は両立し難くなってきていると
思っております。  

 さはさりながら、ここから先はもう一つ大事なわけでありますけれども、だからといって決めた量
だけどんどん整備をすればいいと申し上げるわけではございませんで、そういう中で効率的な農
地の整備を行うような仕組みをどう考え出すかということが非常に大事だろうと思っております。  

 また、これは整備の工事のやり方というようなことももちろんありますけれども、低コストのアイデ
アを実際に出して実行した人にその部分がリターンとして戻っていくような、つまり、そういうインセ
ンティブが働くようなシステムを工夫していくことが大事だろうと思っております。  

 もう一つは平場のゾーニングの問題であります。これは私は、農業部会での議論、あるいはこれ
は基本的には農村部会のマターだと思いますけれども、制度が厳格に適用されていない。したが
って本来確保されているべき農地も確保されないような状況が地域によってはあるわけでありま
す。それもありますけれども、もう少し土地利用計画が意味を持つためには、今の制度上の問題



をきちっとするということももちろんでございますけれども、さらに二つの要素が要ると思っておりま
す。  

 一つは、ともかくゾーニング自体をそもそも無理なゾーニングにしないということがあるかと思い
ます。ゾーニングの時に農業側と非農業の側で綱引きをするようなところもあるわけでありますけ
れども、そもそも発想としては、逆説的になりますけれども、確保すべき農地をきちんと確保するた
めにも、非農業側の土地利用についても十分考慮することが大事だろうと思っております。その上
で双方に合理性のあるゾーニングであって初めて長期的に意味のある、規範性のあるものになる
んだろうと思っております。  

 もう一つは、それと関係することになるわけでありますけれども、ゾーニングというのは俗に線引
きと言われるわけでありますけれども、線をただ引いたからといって、それで守れるというものでは
ないだろうと思うんです。また、規制があったとしても守り難くなるというのはあるだろうと思うんで
す。問題は、線の中身をどう充実させていくかというビジョンがきちんとあって、そこに一種のムー
ブメントといいますか、運動があって、そこに近づいていく力が絶えず働いていない限りは、どんな
に形のいいゾーニングをしても、それは崩れるに違いないと私は判断しております。  

 少し長くなりましたけれども、以上で終わります。  

   

４．閉  会  

   

○部会長 どうもありがとうございました。  

 まだ御意見はあろうかと思いますが、時間を若干超過しましたので、本日はこれで終了させてい
ただきたいと思います。  

 なお、多くの方々から、この調査会の議論に関連しまして、一つの提案なり数字なりに対応して、
コストに関するデータが全く出されていないではないかという御意見がございました。本調査会の
レベルでコストが計算できるまでにスペシファイされた数字なり提案になっているかどうか事務局
からも御意見を伺いたいと思っておりましたけれども、時間が超過しましたので、その点について
は、これは非常に重要な点かと思いますので、改めて事務局でもお考えいただきたいと思いま
す。  

 次回の食料部会、農業部会の開催につきましては、事務局からそれぞれ別途御連絡させていた
だきますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、本日は、これで閉会にいたします。  

 どうも長時間ありがとうございました。  


