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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食料部会の第１回会合を始
めさせていただきます。 
 私は部会長を仰せつかりました荏開津でございます。皆様方の御協力を得ながら円滑な部会運
営を行ってまいりたいと考えておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 
 なお、本日の会議は大体４時半くらいまでを予定しておりますので、御協力のほどをひとつよろし
くお願いいたします。 

２．委員紹介   

○部会長 それでは、本日は食料部会ということでの初めての会合ですので、初めに事務局の方
から委員及び専門委員の方々を御紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
○事務局 農林水産省大臣官房企画室長でございます。 
 それでは、食料部会の委員及び専門委員の方々を御紹介させていただきます。(以下略) 

３．農林水産政務次官挨拶    

○部会長 本日は、農林水産政務次官に御出席をいただいておりますので、政務次官の方から
御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○農林水産政務次官 暑い最中にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。 
 基本問題調査会が発足をいたしまして３回の会議を重ね、そして３つの部会に分かれての会議
が始まりました。農村と農業、この２つの部会はこの場所で既に行われておりますが、今日は食料
ということをテーマにした部会が部会長の下で開かれて、私どもとしては誠に心強く思っておりま
す。食料という非常に重要な問題について、国家の政策がいかにあるべきかということについて御
論議を賜り、一定の結論を出していただければ誠にありがたいと、このように思っているわけであ
ります。 
 私も長いことこの問題に携わってまいりまして、食料というのは人間の生命維持に欠くことのでき
ない非常に重要なものであるということは御承知のとおりでありますが、同時に、食料というもの
はほかの消費物資と違うところがあると私は思っております。それは一定量を必ず必要とするけ
れども、一定量以上は必要でないというものであります。また同時に毎日毎日必要である。今日
も、明日も、明後日も必要であるというものでありまして、したがいまして、ほかの物資と比べまし
て供給の安定性というものは一段と要請される物資ではなかろうかと、そのように考えているわけ
でございます。 
 今日、世界の人口が58億人で、60億人に近づいておりますが、毎年約１億人ずつ増加していくと
いうこの地球上の状態の中で、果たして食料がどのくらい賄っていけるものなのかどうかというこ
とについて、我々は考えなければならないと思いますし、いや、それは心配はないという見方もあ



るかもしれませんし、いや、これはもう大変、20年、30年経ったらどうなることやらという御心配もあ
ろうかと思います。そういった問題についても御協議を賜りたいと考えているわけであります。 
また同時に、食料というものは口にし、人間の生命を維持するものでありますから、当然安全性と
いうものが非常に注目をされるものでありまして、安全でない食べ物に我々の生命を委ねるわけ
にはいかない。しかも、民族によりまして体質が違いますから、そのようなことまで考えると、その
国の食料のあり方というのはその国で決めていかなければならないという非常に重要な点を持っ
ているのだろうと思っております。 
 きょうは午前中から、実は国連の食糧農業機関、ＦＡＯという機構がございますけれども、そこの
デュウフさんという事務局長がお出でになりまして、先ほどまで会食を共にしながらいろいろお話
をさせていただきました。国連の世界食糧農業機関、いわゆるＦＡＯの活動が、昨年の食料サミッ
トを中心にしまして大変活発化してきております。誠にこれはうれしい限りでございますし、また心
強くもございます。その中では、それぞれの国々がそれぞれの国々なりの食料についての考え方
を確立していくという必要もありましょうし、また、そういったことでこれからのＦＡＯの活動というの
は大いに期待されるわけでございます。 
 同時にこれは、世界のいわゆる自由貿易体制を守ってまいります昔のガット、今のＷＴＯ体制の
下で、自由貿易との兼ね合いをどうするのかということについての御協議を、ＦＡＯベースと、それ
からＷＴＯベースと、場合によってはＯＥＣＤなどが入ったベースでいろいろ調整をしながら考えら
れていくものと、このように考えております。デュウフさんがいろいろお話になられましたことを引用
させていただく時間的な余裕がございませんけれども、食料の安全保障という面についてデュウフ
さんは大変に力説をしておられましたし、それは我々も今までいろいろと考えてきたところでござい
まして、こういった機構との連携を今後深めていかなければならないと思っております。ＦＡＯは
近々日本にその事務所を設定することが決まっておりまして、横浜にその事務所ができることにな
っております。 
 そんないろいろなお話がありますけれども、食料政策というものが確立されてこそ、いわゆる農
政とか、あるいは林産物、あるいは水産関係と、そういう産業政策がしっかりした形で確立されてく
るものと私は考えておりますので、食料をどうするかということについての、やはり国としての見解
を固めていく必要があるというように感じておりますので、この部会の重要性というものは私は非
常に大きいものがあるというように考えているわけでございます。 
 専門委員を交えましていろいろ御論議を賜りますが、何とぞよろしく御審議いただきまして一定
の結論を出していただきますように、心からお願いを申し上げまして私の御挨拶とさせていただき
ます。 
 私、今日は所用のために１時間ほどで失礼をさせていただきますが、お許しをいただきたいと存
じます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 

４．これまでの経過説明、部会の進め方  

○部会長 それでは会に入りたいと思いますが、本日は食料部会の第１回の会合でございますの
で、専門委員の方々にはこの会合に初めて御出席いただくことになります。そのために調査会とし
ましてこれまで審議をしてまいりましたその審議経過につきまして、事務局の方から御説明をいた
だきたいと思います。よろしくお願いします。 
○事務局 それでは、第１回目から第３回目までの調査会におきます審議の概要等につきまして
御説明を申し上げます。 
 第１回目の調査会は４月18日に開催されまして、その場におきまして会長選出でございますとか
総理からの諮問ということがなされております。具体的には、総理からの諮問は資料３に書いてあ
りますように、「食料、農業及び農村に係る基本的な政策に関し、必要な改革を図るための方策に
関する基本的事項について、貴調査会の意見を求める。」、という諮問がなされたわけでございま
す。 
 それから具体的な進め方ということでございますけれども、当調査会は平成９年度と10年度の２
年間の時限的な調査会ということで、平成11年の３月31日まで設置されているわけではございま
すが、現行のいろいろな改革の中におきまして、農政改革も緊急に対応を必要とする重要な課題
であるということで、国民的な合意を得ながら、できるだけ早く審議結果を取りまとめていただくと
いうことになったわけでございます。 
具体的には資料４ということで、ここにスケジュールを書いてございますが、６月13日までが第３回



ということでありますが、６月以降、各部会における検討を進めていただきまして、第１次答申、食
料・農業・農村政策についての基本的考え方を今年の12月までにおまとめいただくということが決
まったわけでございます。 
 なお、ここにおきまして「引き続き具体的施策につき検討する」ということになっておりますけれど
も、その具体的な施策を含めました最終答申を、できましたならば来年の夏頃までには取りまとめ
ていただくということもあわせて決定されたわけでございます。 
 その後、我々事務的な話ということになるわけでございますけれども、来年の夏にこの答申をま
とめていただきますと、私どもの方で法案作成等の準備を行いまして、できましたならば来年秋の
臨時国会、遅くとも再来年の通常国会までには法案を出したいということを考えている次第でござ
います。 
 以上が、この調査会の今後の進め方ということでのスケジュールでございます。 
 それから資料５を御覧いただきたいと思いますけれども、「当調査会の情報公開について」という
ことでこのペーパーのことが確認されたということでございます。 
 記の１に書いてございますように、食料・農業・農村基本問題調査会においては、審議の透明性
を確保する観点から、原則として議事録を公開するということでございます。なお、記の２の上２行
にありますけれども、会議は非公開とし、公開する議事録においては、関係者の自由かつ公平な
立場からの審議を確保する観点から、発言者の名前を伏して公表するということでございます。こ
の議事録については速記をとっておりまして、２週間から３週間後には、農林水産省の文書閲覧
窓口において公開するわけでございますけれども、同時にインターネットの農林水産省のホーム
ページ等にも記載いたしまして、広く国民の方々にこの御議論の中身を御紹介するということにな
っているわけでございます。 
 以上が第１回調査会で決定されました主な事項でございますけれども、第２回目と第３回目の調
査会はそれぞれ５月13日と６月13日に開催されまして、この２回の調査会におきましては各委員
の方々からフリートーキングということで、どういう検討を行っていくかという意見交換をしていただ
きました。 
 その結果、まとめられましたのが資料６の検討項目でございます。この検討項目、２枚紙になっ
ておりますけれども、Ⅰで検討に当たっての視点、Ⅱで食料政策、Ⅲで農業政策、Ⅳで農村政
策、このように分けて整理されております。このⅡからⅣに対応するような格好でそれぞれ３つの
部会を設けまして、具体的に深めて議論をしていただくということになりまして、当食料部会はⅡの
食料政策に対応するような事項につきまして、これを主として御議論していただくということで、部
会の構成なり、部会長の決定がなされたところでございます。 
 なお、この検討項目につきましては、調査会におきます一応の整理ということでございまして、今
後この検討項目以外につきましても、検討する必要があるかどうかという点につきましては、適
宜、項目等の追加等があり得るということになったわけでございます。 
 以上が今日に至ります当調査会の審議の経過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。ただいま御説明いただきました基本問題調査会のこれ
までの検討経過につきまして、何か御質問がございましたらどうぞ御発言ください。 
 これはよろしゅうございますでしょうか。 
 それでは、以上御説明いただきましたようなこれまでの経緯を踏まえまして、今日は今後の食料
部会の取り進め方、こういうことについてまず協議をしたいと存じております。 
 最初に、事務局の方からお考えがあればお話をいただきたいと思います。 
○事務局 調査会全体の大まかなスケジュールにつきまして、先ほど調査会によって決定されま
した事項につきまして申し上げました次第でございますけれども、年内に食料・農業・農村政策の
基本的な考え方ということでおまとめをいただくということでございますと、当食料部会におきまし
ても、今年の10月いっぱいぐらいまでの間におきましては、食料政策についての基本的な考え方
の取りまとめに向けまして御議論をいただけたらというように存じている次第でございます。特に
先ほど政務次官からの挨拶にもございましたけれども、この食料の問題というものが他の部会の
議論の骨格と申しますか、基盤となるような面もございます。３つの部会が設置されておりますけ
れども、どちらかと言いますと、開催のペースは大体月１～２回程度ということでお願いしたいわけ
でございますが、ほかの部会に比べますと回数を若干前半に詰めてということでお願いできたらと
考えている次第でございます。 
 それから調査会の場でも、この３つの部会に分かれますと、他の部会でどのようにやっているの
かよくわからなくなるというようなことで、調整をどうするのかという御議論がございまして、この点
につきましては会長とも御相談いたしまして、各部会の審議がある程度済みました段階におきまし



て、部会の合同会議のようなものを開催いたしまして、全体的、総合的な調整を図っていくことにし
てはどうかと考えている次第でございます。 
 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。ただいま御説明ありましたように、食料部会としてはお
おむね月に１回ないし２回のペースでの審議ということでございます。10月いっぱいぐらいまでに
考えをある程度まとめなければいけないということで、かなり詰めたペースになりますけれども、ひ
とつよろしくお願いいたします。 
 まず最初に、先ほど御説明ありました調査会でこれまでに整理されました検討項目、これについ
ての議論を行っていただきますが、途中でいろいろな問題の提起や議事のやり方等について皆さ
んの御意見がありますれば、それはそのときにまた御相談しながらやっていくと、こういうことにし
たいと思います。 
 今後の各会合等にどのようなテーマを挙げて議論していくかということにつきましては、そういっ
たことを踏まえながら私と事務局とで相談をして詰めていきたいと思いますけれども、よろしゅうご
ざいますでしょうか。 
              〔「異議なし」の声あり〕  
○部会長 ひとつよろしくお願いいたします。 

５．資料説明    

○部会長 本日は最初でございますので、あらかじめ事務局に本部会における今後の検討の参
考になるような資料を用意していただいております。これを説明していただきまして、その後、委員
の皆様からいろいろ御意見や御質問等をいただきたいと思います。 
 それでは、最初に用意されました資料についての御説明をお願いいたします。 
○事務局 それでは、お手元の資料７でございますけれども、「食料をめぐる情勢について」という
ことで資料の説明をさせていただきたいと思います。 
 まず、１ページ目でございますが、「世界の食料需給」ということでグラフ等を付けております。食
料の中でも基本的なものでございます穀物につきまして、この30年間の動向を付けているわけで
ございます。左側の文章にありますように、30年間で人口が1.7倍、一方、穀物の生産は2.2倍の増
加ということでございます。穀物の収穫面積自体はほぼ横ばい、６％程度の伸びにすぎないわけ
ですが、生産が2.2倍ということは、基本的には単位収量が2.1倍増加したことに依存しているとい
うことでございます。右の方にまとめているような状況でございます。 
この単位収量でございますけれども、右下にありますが、年ごとに少しずつ落ちてきているというこ
とでございまして、1960年代が年率3.0％の伸びであったのが、最近10年間では1.7％程度の増加
という状況でございます。 
 ２ページ目は、今後の見通しでございます。今後は人口増加でございますとか所得の向上により
まして食生活が豊かになっていくということで、食料需要は開発途上国を中心に大幅に増加すると
いうように見込まれております。一方、農業生産の面でございますけれども、収穫面積等の農用
地の面的拡大はこれ以上はなかなか伸びていかないということですとか、あるいは世界的な環境
問題の顕在化等、生産面における制約要因が明らかになっており、世界の中長期的食料需給
は、逼迫する可能性があるのではないかということでございます。 
 具体的には、２ページの右上の方に需要面におきます人口増加の推移ということで、現状58億
人の世界人口が、2025年には80億人程度になるのではないかと。また、食料消費水準の高度化
に伴います畜産物消費等へのシフトということになりますと、穀物の需要量が飛躍的に増大すると
いうようなことを示しております。それから、生産面でもいろいろな制約要因ということを付けており
ます。 
 それから右下に、一昨年、農林水産省におきまして「世界食料需給モデル」というものによりまし
て予測したものを付けておりますけれども、単収の伸びが現状の伸びの半分程度に停滞し、生産
の伸びが鈍化すると、穀物等の国際価格は2010年におきましては２倍程度までは上昇するので
はないかという見通しをしております。 
 それから３ページの左側の文章でございますが、現在、60億人近くの世界人口の中におきまし
て8.4億人の方々が飢餓や栄養不足に苦しんでおられると。こういった状況を反映いたしまして、
昨年11月、世界食料サミットが開かれたわけでございますが、この中におきまして2015年までに
は、こういった8.4億人の飢餓、栄養不足人口を半減させたいということが、「ローマ宣言」という形
で盛り込まれたということでございます。その概況につきましては右下の方に文章でお付けいたし



ております。 
 それから４ページ目に「我が国の食料需給」ということで、これは大きな動きということで付けてお
りますけれども、まず右側のグラフを見ていただきますと、昭和40年から平成７年までで、国民が１
人１日当たりどの程度の熱量が供給されているかということを示しているわけでございますが、最
近におきましては、ほぼ2,600kcal台で、停滞的にほぼ飽和水準に達しているという状況でござい
ます。この中におきましては米が減少し、その減少している分を畜産物及び油脂の増加で補って
いるという姿がこの右のグラフでおわかりいただけるのではないかと思います。 
 それから５ページ目でございますが、食料消費や国内生産が変化していく中で、我が国の食料
自給率、これも大きく変わってまいっております。右上のグラフでございますけれども、供給熱量自
給率すなわちカロリーベースの自給率でございますが、昭和40年度が73％という状況でありまし
たのが、平成７年度は42％と31ポイント低下をいたしております。また、基礎的な食料であります
穀物自給率に限りますと、現状30％ということでございまして、世界163ヵ国中111番目という、先
進国の中では最も低い水準ということになっております。 
左下の方に食料自給率の算出方法を付けております。品目別に自給率をとりますときは単純に
重量ベースで比較するわけでございますが、ここで使っております供給熱量自給率というときは、
分母に国内の総供給熱量をとりまして、分子に国内で生産されます生産熱量ということでカロリー
計算をやっているわけでございます。したがいまして括弧書きに書いてますように、国内で生産さ
れました畜産物につきましても、飼料の自給率を乗じまして、輸入飼料によります熱量供給分は
国内生産熱量ではないということで計算をしております。これがすなわち42％になっているというこ
とでございます。 
それから右の方に食料自給率の低下要因ということでまとめておりますが、これは先ほど申しまし
たように、昭和40年度から平成７年度までで31ポイント自給率が低下いたしておりますけれども、
この要因は大きく分けますと３つということで、この３つで低下要因の３分の２を占めているわけで
ございます。具体的には、①にあります米の消費の減少、それから②、③にあります畜産物及び
油脂の消費の増加、これによりまして30ポイント低下のうちの20ポイント低下分を占めているとい
うことをお示しいたしております。 
 それから６ページ目でございますが、現在の農業基本法におきまして、政府は農産物の需要と
生産の長期見通しを策定しなければならないということになっておりますけれども、最近時点にお
きます長期見通しが平成７年の12月に策定されました第６次の長期見通しでございます。この長
期見通しにおきましても自給率等を出しているわけでございますが、具体的には左上の文章の２
行目からありますけれども、「農業者が将来の農業経営に意欲を持てるような農業生産の将来方
向を示すという観点から、国内生産について、我が国農業の持てる力を最大限発揮した場合の姿
を意欲的に示す」、こういう前提での自給率の試算ということで44ないし46％という姿を示しており
ます。 
 具体的な中身ということでは、右にその概要を付けております。平成17年度を目標年次としたも
ので、中身につきましては若干定性的な表現になっておりますけれども、こういう姿を見込んでい
るということでございます。 
 それから７ページ目でございますが、我が国の農産物の輸入の状況ということでお示しいたして
おります。左の上から３行目の文章に書いてありますように、昭和59年以降、我が国は、２位のド
イツの倍以上になろうかと思いますけれども、世界第１位の農産物を純輸入国になっております。
また、360億ドルの農産物を輸入するために必要な海外の農地面積を試算いたしますと、1,200万
ha必要であるということになります。国内の農地面積は500万ha程度でございますので、国内農地
の2.4倍の農地から収穫されるものと同じものを我が国は農産物という形で輸入しているということ
でございます。 
 それから８ページ目でございますが、先ほど申しましたように、我が国が多くの農産物を輸入に
依存しているということから、備蓄並びに輸入の安定化について講じております施策につきまして
御紹介いたしております。左上の文章にありますけれども、昭和47年後半の世界的な食料需給逼
迫、これを契機といたしまして、品目によって若干開始の年度が違いますが、小麦、飼料穀物、食
料用大豆、こういったものにつきまして備蓄制度が行われおります。また、米につきましては新し
い食糧法の下で備蓄運営の制度化が行われているということでございます。具体的に各品目ごと
の備蓄水準と申しますか、何日分持っているかということですとか、備蓄の手法につきましては右
上に整理いたしております。 
また、大部分のものを輸入しているということで、特に麦関係を例示いたしておりますけれども、安
定的な輸入の確保を図る必要があるということから、主要輸出国との間で安定的な取引に関する



取り決めを行ってるということで、右下にその概要につきまして整理を行っております。 
 ９ページに、以上のような概況を前提といたしまして、私どもといたしましてどういう供給の考え方
で現在行っているかということを紹介しているわけでございます。９ページの左側の文章でござい
ますけれども、現在のような国民の豊かな食生活を前提とするということがまず１つあるわけでご
ざいますが、こういった食生活を前提とするのであれば、国土資源に制約のある我が国におい
て、すべての食料を生産することは非現実的ではないかということで、３行目からでございますけ
れども、国内生産を基本としつつ、安定的な輸入の確保と適切な備蓄の保有、これを組み合わせ
ることが不可欠であるということと、一方で、農地等の生産資源は、一旦毀損された場合、その回
復に非常な困難を伴うということで、不測の事態をも考慮した国内での食料供給力の確保は必要
という考えでありまして、こういった点は右の方に抜粋で紹介しておりますけれども、先ほどの長期
見通し等を策定しました際の「農政審議会報告」等においても触れられているところでございま
す。 
 10ページ目が、実際の国民の飲食費支出等ということで御紹介いたしております。国民の飲食
費支出、これは「産業連関表」等の分析の関係で平成５年度ということで年度が若干古いわけで
ございますけれども、総額で70兆円を超える72.5兆円というようになっております。この国民の飲
食費支出に占めます取り分と申しますか、割合というものを整理したものが右上の表でございま
す。すなわち農水産業ということで17兆円、食品工業関係で30.3％ということです。この農水産業
と申しますのは、国内の農水産業生産プラス輸入分ということでございまして、17兆のうち２兆円
程度は輸入されました農産物あるいは水産物という状況になっております。 
 また、その下の方に国民経済に占めます食品産業の割合ということで数字を付けておりますけ
れども、食品産業は、国内総支出に占めます割合にしましても、あるいは就業者総数に占めます
割合にいたしましても10％強ということで大きいウェートを占めているということを御紹介いたして
おります。 
それから11ページ目の右上の方に、国産の食用農水産物の仕向け具合を昭和50年と平成５年と
いうことで対比を付けておりますけれども、国産の食用農水産物の直接消費仕向というのが右の
表の上から２段目にございますが、昭和50年で68％、７割近くであったものが、平成５年は62.9％
ということで５ポイント近く落ちております。このように国産の食用農産物も加工あるいは外食仕向
の割合が高まってきてるということでございます。 
 以上のように、国民経済的に見ましても食品産業が非常に重要な位置づけになってきていると
いうことで、消費者への食料の安定供給という面、あるいは豊かな食生活を支えているという面で
も重要な役割を果たしているのではないかという状況でございます。 
 それから12ページ目に、食品製造業は海外との厳しい競争に直面しているということを御紹介し
ております。用途別の食料輸入額をみると、輸入農水産物は平成５年に、一番右の数字でござい
ますが、２兆5,000億円弱、他方、最終製品の形で入ってきます食料関係、これが１兆3,600億円あ
るということでございます。昭和55年の輸入最終製品が7,000億円強ということでございますので、
９割程度増加しているというようなことで、食品製造業が海外との厳しい競争に直面しております。
他方、食品製造業が海外に進出しており、製造業全体の海外生産比率は、平成６年におきまして
8.6％程度になっておりますけれども、食料品関係も3.2％ということで、海外へ進出し、いわゆる産
業の空洞化の進行のおそれが生じているという状況になっております。 
それから13ページ目でございますけれども、我が国の物流関係の状況は諸外国と比べましても非
常に複雑、かつ消費者サイドからのいろいろな要請の強さもあるということで、物流コストがそれな
りにかかっているということでございます。上昇傾向にありました物流コストでございますが、いわ
ゆるバブルの崩壊後、最近時におきましては若干下がりぎみという状況ではございますけれども、
より一層の合理化・効率化が求められているというようなことでございます。 
右の方に１函当たりということで、その状況を御紹介いたしております。 
 14ページ目でございますが、日頃の食生活についての国民の認識という点でございます。我が
国の場合は非常に繊細な消費者の食に対します欲求と申しますか、より良質・安全・新鮮でバラ
エティーに富んだ食料の供給を求めるニーズが高まっているという状況を紹介すると同時に、下
の方の文章にもありますけれども、食品選択に当たっての的確な情報提供を求めていると、特に
安全性の確保に対する関心が高まっているという状況ではないかと思います。 
それから15ページ目でございますけれども、右上のグラフに供給熱量に占めます炭水化物、脂
質、たん白質の比率を付けておりますが、我が国の食生活の特色ということでは、栄養バランス
がとれ、食品の種類に多様性があるという、いわゆる「日本型食生活」ということが形成されてきた
わけでございますけれども、最近では、若干脂質の割合が高まっているなど、この「よい」とされて



ます日本型食生活の崩れが見えてきているということを御紹介しております。 
また、下の方に供給熱量と摂取熱量の違いということで、これは国民１人１日当たりの差をお示し
いたしておりますけれども、平成７年におきまして、先ほど申しましたように供給熱量ベースにおき
ましては2,638kcalとなるわけでございますが、摂取熱量ベースでは2,042kcalということで、約
600kcalの差があるわけでございます。これは農林水産省と厚生省の調査の取り方の違いというこ
ともあるわけですが、この差は恐らく残滓ですとか廃棄物と申しますか、そういったものと考えられ
ます。これが、最近、若干広がる傾向があるということで御紹介している次第でございます。 
以上が今日用意いたしました資料概況でございます。 

６．質 疑   

○部会長 どうもありがとうございました。ただいま事務局の方から、今日の会議のために準備し
てくださいました資料の御説明をいただきました。残された時間が１時間半近くございますので十
分御意見を賜りたいと思いますけれども、今、御説明いただきました資料についての御質問や御
意見のほかに、今後の議論のためにこういうような資料を出してもらいたいという要求を今日は十
分にしていただきたいと思います。特に専門委員の方々は初めての御出席でございますので、先
ほど資料６で検討項目の御説明がございましたが、それ以外に検討しないということではございま
せん。いろいろな問題を十分に議論してまいりたいと思いますので、そういう問題の提起にも関連
しました資料要求等がございましたら、これから４時半頃まで、皆さん、御自由に御発言いただき
たいと思います。どなたからでもどうぞ御発言ください。 
○専門委員 初めに資料に対する質問なんですが、ここに９ページと、それから最後の方に消費
者の意識調査がございましたけれども、これを見る限り、国内産を食べたいというようなデータが
出ているわけなんですが、これは総理府の調査となっておりますが、このアンケート対象者がどう
いう人達かなという、やはり今後の消費者問題、消費者が何を考えているかというときに、このデ
ータは必要ではないかというように思います。 
 それから続けてもよろしゅうございますか、資料以外の意見、質問。 
○部会長 ちょっと今の点は割合簡単なことですので、もし事務局でおわかりになればお答えいた
だけますか。 
○事務局 これは総理府で３年に一度ずつ調査を行っている調査でございますけれども、全国の
20歳以上の方、標本数5,000人の方を無作為抽出という統計手法により選んでおります。調査の
時期は平成８年の９月５日から15日までの10日間ということで、調査員が面接いたしまして聴取し
た結果ということでございます。標本数の選び方等は層化２段無作為抽出法ということで全国の
方々を調査したということでございます。 
○部会長 よろしゅうございますか。 
○専門委員そうしますと、ごく一般の国民というように考えていいということですね。男女はどうでし
ょうか。 
○事務局 ほぼ半々でございまして、5,000人のうち、標本数といたしましては男性の方が2,451、
女性の方が2,549というようになっております。 
○専門委員はい、結構です。 
○部会長 それではどうぞ御発言ください。 
○委員申し訳ございません。今のブリーフィングをお聞きしての感想だけ申し上げるようなことにな
ると思いますけれども、食料というものの特異性は、先ほど政務次官がおっしゃったようによくわか
るつもりでございますし、世界的に今後問題になるということもわかるわけなんですけれども、感想
だけ申しますと、極めてマルサス的な考え方で食料を詰めていきますと、結局それはもう日本の国
の中で食料確保を囲い込んでいかないといけないという考えに段々と行き着いてしまうような気が
いたします。もしそれが事実であればやむを得ないわけでございますけれども、言うならば、この
食料を確保しないと国の安全がないんだという考え方を余り突き詰めていきますと、私は社会的
緊張をより強くしてしまうような気がします。 
例えば、ちょっと話が飛びますけれども、軍備の問題でも、日本の自分の国は自分で守らないとい
けないという、そういう本当の軍事の安保という話になりますと、これは核をどうするかという、非
常にそういうところまでいってしまいます。エネルギーの問題一つとりましても、石油をどう確保す
るかということを言いますと、99％、日本にないわけでありますから、これは不可能なわけでありま
す。 
そういう意味では私は農業も同じであって、日本でどうしても賄わないといけないという原則で考え



ていくことによって、これまでいろいろな農業政策の問題が生まれた、それの反省というのはこの
際ないといけない。日本は１ヵ国だけで生きていけるわけじゃない。引き続き世界の中で協調しな
がらやっていくと。その中には日本のように農地の少ないところもあるし、逆に人がいなくて農地の
多いところもあると。そういうことでございますから、食料安保という意味であれば、国際的協調と
いうことがもっともっとこの中に含まれてきてしかるべきではないかと。私は食料安保的な考え方
が何か国粋的なものに位置してしまうということに、今の世界情勢と非常に乖離してるというように
思えてならないわけでございます。 
 これまた間違っているとは思うんですけれども、全く逆に食料も普通の商品と同じだとしますと、
日本ではどうしてこんなに高いんだと。海外に比べて余りにも差があり過ぎるじゃないかと。これを
埋めることによってまさに国民がニコニコできるわけですね。食料を安くしていく、国際的に対抗で
きる価格にもっていくということは、今日の国民にとって最もありがたいことであって、架空のマル
サス論に与してそういうものを止めてしまうということが、我々これから議論をしようとしている食品
産業、食品工業が疲弊した非常に大きな原因ではないかと思うのです。世界の中では食品の大
輸出国になっているところがたくさんあって、それで外貨をどんどん稼いでるというのにもかかわら
ず、日本は食品産業が空洞化していってる。産業政策として考える場合、一つの産業が空洞化し
ていくということには、その産業に問題があるということは間違いないわけでございますから、全体
のトーンを食料安保、2000何年になるともう世界中が飢餓になると、日本を囲い込まないといけな
いと、こういう短絡した議論から始めるのではなく、その逆から初めていって、しかし、恐いところも
あるよというようにした方が、今後の新しい農政を考える場合に、国民のためになる議論ができる
のではないかなと、そんなことをお聞きしながら考えたわけでございます。感想だけでございます。
○部会長 どうもありがとうございました。ただいま御発言の点はいろいろと御意見のあるところで
ございますので、この会議を通じまして、予定の10月末までに何らかのところで合意ができれば非
常に結構だと思っておりますけれども、部会のコアのことについての一つの問題提起をいただい
たというように今日はお聞きしたいと思います。 
○委員 今の御発言は、おっしゃってることはよくわかるんですけど、私はやはり食文化というの
はその国に根差したものであると思っておりますし、やはり地形から天候から習慣から全部違うわ
けですので、先ほど政務次官がおっしゃいましたように、やはりその国に根差したものというのは
ある程度大事にしなければいけないのではないかなと。 
 それと、食品はやはり工業製品とは違うという考え方があります。なぜかと言いますと、食物とい
うのは生き物なわけですね。私どもも地球上の生き物で、生物、動物を食べて暮らしてるわけでし
て、日本の国でそういう第一次産業がなくなっていくということは、人間そのものの精力も衰えてい
くというか、経済効率をどんどん突き詰めていって、ロボット的な人間がこの国でもって経済効率だ
けを追って暮らせるという時代なら賛成しますけど、私は人間として生きていきたいので、そういう
意味合いからいきますと、植物が取れなくなって工業国だけでやっていけるということはちょっと考
えにくいのです。 
○部会長 どうもありがとうございました。ここでお二人に議論していただくとまた最後までいかな
いと思いますので。 
○専門委員 その論議には私も後でまた参加させていただくとしまして、検討項目のⅠについて、
私は、審議会に出ておりませんで議事録だけ読ませていただいたわけなんですけれども、まず第
１の「文明からみた農業・農村の視点」というこれがわからなくて、どういう意味だろうかなというよ
うに考えたので、後で御説明いただければ大変ありがたいと思います。私はここにはむしろ共生
の論理みたいな考え方かなというように、ちょっとうまく説明できませんけれども、私はそういうこと
なのかなという想像をしております。 
 それからⅡの食料政策、この部会のテーマでございますが、皆さんの論議からこの項目につい
ては逐次追加可能だというお話でございましたので、ぜひ私はこの中に、食料政策とか国民の食
生活というのは、きちんと正しい理解のための啓蒙ということが非常に大切な話ではないかという
ように思っております。長い間、消費者運動をしておりまして、これをやって初めて、例えば食料政
策に対する国民の合意というものが出来上がるのではないかというように思います。正しい理解
がないところでは、なかなか合意も出にくいわけですし、出てきた合意も変なふうな合意になるの
ではないかというような想像をしております。 
 例えば今回、米の備蓄で、食糧庁は300万トン余って大騒ぎしていらっしゃいますけれども、これ
も消費者の要求で備蓄したけれども、いざ備蓄してみたらあとは消費者が食べてくれない。これは
やはり合意の不足だったのではないかというように思ってます。 
先ほどのアンケートで、非常に国民は、農業政策に対して、食生活に対して理解を示しているよう



に見えるわけですけれども、いざ自分がどう行動するかということになりますと、理念と行動が違う
という消費者が非常に多いというように私は見受けられます。そのためにも啓蒙のあり方とか合意
形成のあり方、こういうものを食料政策の中で、基本法で入れるということでの難しさはあろうと思
いますが、前の基本法の例を見ますと、かなりそういう部分も入っているように私は思えますの
で、ぜひここの検討の項目に、理解のための啓蒙のあり方とか、合意形成のための方策というこ
とを入れていただきた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。最初の視点のⅠの「文明からみた農業・農村の視点」と
いうことは、これは本当いうと調査会長がおられれば御説明いただくところなんですが、事務局の
方で何かございますか。 
○事務局 これは率直に申し上げまして、「検討に当たっての視点」というのは委員の方々から、
こういった視点が重要じゃないかといっておられるのをそのまま私どもは取り上げさせていただい
たという点でございまして、そういう意味におきましてはプライオリティーもつけておりませんし、ま
た、若干相反するような視点もあるのではないかと思います。したがいまして、いろいろな点から
の検討が必要であるということで、それぞれの委員の方々が申し上げておられるという意味でこう
しているわけでして、すべてのものが同じような最終的な結果かどうかということではなくて、むし
ろこういった点が重要ではないかということで整理されているものということでございます。 
 「文明からみた農業・農村の視点」、これは御発言された方に正確に再現していただきたいと思
いますけれども、要は、農の問題というものも非常に歴史的に長い経過があるということも踏ま
え、文明史的な立場からきちんと考えていかなければいけないというような趣旨でおっしゃって、な
かなか表現がしにくかったものですから、こういうようにちょっと縮めた格好で私どもで整理をさせ
ていただいているというものでございます。 
○部会長 政務次官が、時間で退席されなければならないそうですので、一言御発言があるそう
ですから。 
○農林水産政務次官 大変恐縮でございます。非常におもしろいところへ来ておりますので、しば
らくの間いたいんですけれども、ほかの用がございまして中座をさせていただきますが、お許しを
いただきたいと思います。 
 先ほど委員から、食料安保をあんまり振り回し過ぎるなと、あるいは架空のマルサス論を振りか
ざし過ぎてはいけないというお話はごもっともでございまして、私どももそんなに架空のマルサス論
を振り回してどうしよう、こうしようという気持ちは全くありません。ただ、いろいろな事実を冷静に分
析をしてまいりますと、いろいろ問題点が出てくるのかなということを思っておりますし、また、今は
いいんでしょうけれども、30年とか50年とかいうスパンで見ていったときに日本の農業はどのよう
になるのか、それで日本の国民は不安はないだろうかという、若干取り越し苦労といえば取り越し
苦労かもしれませんけれど、そんな気持ちでいるわけでございます。 
昨日も実は農業の部会で申し上げたんですけれども、農林水産省がこの農政で非常に悩んでい
る問題というのは例えばどういうことかといいますと、小麦は最近、政府の価格を決定いたしまし
たけれども、１俵、60㎏、約9,000円でございますが、輸入価格が同じく大体2,000円程度でありま
す。それでは2,000円ベースの小麦の生産が日本で可能かどうかということになると、これは不可
能とは申しませんが、極めて難しいのではないだろうかという感じがいたします。それでは日本の
麦の生産はもうやめた方がいいのかどうかということについて我々は考えなければならないという
ようなことがございまして、麦一つ取りましてもそういう問題がございます。 
 それから、皆さんがいつもお食べになっておられます牛肉なんかも、例えば輸入と国産とを分け
て考えれば、大体まあフィフティ・フィフティぐらいの状況に現在なっておりますけれども、供給熱量
ベースでこれを換算しますと、日本の肉の国産率は10％を切っております。それは餌の輸入が自
由に行われ、しかも継続して行われておりますから日本の肉生産が継続可能だということは私ど
も十分承知をいたしておりまして、そういう国際経済の中で動いているんだということは私もよく承
知をしておりますので、御指摘の点等、御指摘は御指摘といたしまして、私どもの感じております
ことを少々オーバーに申し上げさせていただいたということでございます。 
 以上、申し上げさせていただきまして、ちょっと予定の時間がまいりましたものですから失礼させ
ていただきますが、どうぞよろしく御論議のほどをお願い申し上げます。ありがとうございました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 委員、視点の方についてはそういうことでございまして、各委員から出されましたことが言わば列
記してあるわけでございますので、こういうようなことを考慮に入れながら自由に御議論をいただく
ということでいいのではないかと思います。 
 ２点目の啓蒙の重要性ということにつきましては、御趣旨はほぼわかったかと思いますけれど



も、事務局の方で何か御説明ございますか。 
○事務局 具体的な施策の検討などもやっていただくわけでございますので、そういった中におき
まして当然御議論いただきたいというように思っております。 
○部会長 委員、よろしゅうございますか。 
○専門委員 はい。 
○部会長 それではどなたでも。 
○委員 それでは、まず資料に即して質問を１つか２つ。 
 ８ページの備蓄制度の概要のところで、備蓄の水準については、まあ量的なことはわかりました
けれども、これにかけてる年間の予算というのはわかりますか。どのぐらいの経費でやってるかと
いうのがおわかりになったらひとつ教えていただきたいと思います。 
○部会長 これは今すぐ答えられますか。じゃ、後でお願いします。 
○委員 それともう一つ、多分この場ではちょっと無理ではないかと思いますけれども、実は今の
食料需給の見通しの中で、これまでも大体のトレンドというのはわかっているのですが、特に世界
の中長期的な不安定要因という中でいろいろな要素がありますけれども、これは一体どのようなこ
とを折り込んで、将来的にどうなんだというところがわからないんですよね。 
 つまり、何となく人口が2000年に61億になって、2025年、80億になる。１ページのところの表は、
穀物面積とか収穫面積が92年～94年というのはあるんですが、ちょっとこれは古いわけで、例え
ば穀物収穫面積が2000何年には一体どの程度になるんだ、あるいはその生産量はどの程度だと
いう、そういう予想があって、それで人口がこの程度になるから心配だと。さらに言えば、人口の増
える中身は途上国が圧倒的に多いと。だけど、その途上国が多い中で、２ページにあるような畜
産物を消費する傾向が強まっていけばどうだというような。ただ、どうも途上国の人口が増えても１
人当たりの穀物消費量というのは、ここには出ていませんけれども、途上国はあまり増えないんで
すよね。結局、先進国がさらに多くなって、途上国の方は人口は増えることから、全体のマクロ的
には確かに増えるのでしょうけど、そういうところがちょっとあいまいです。実際あいまいでないと
思うので、そこのところがもう少し詳しくわかるといいのではないかと思うんですね。 
 そうすると、本当はもう少しきちんと将来的に見るとわりあい心配する必要がないんだなというこ
とであれば、確かに委員がおっしゃるように、国際協調ということをむしろ表に出してやっていけば
いいんだということにもなる。そうではなくて、いろんな要素を分析して見通しを立ててみるとやっぱ
り心配だから、それは国内的にどういう考え方をしたらいいんだろうかということにもなる。そこの
基本的なところを、せっかくの基本問題調査会ですから、もう少しきちんと踏まえた方がいいので
はないかと思っています。ですから、それは資料のお願いになるのか、あるいはもう少し考え方の
説明になるのかわかりませんが、ちょっとそんなことを感じてるわけです。 
○部会長 これは世界全体の食料問題の先行きについて、もう少し考えるための資料ができるか
どうかということですが、いかがですか。 
○事務局 この検討項目の中にも、Ⅱの１ということで「世界の食料需給の中長期的な見通し」と
いうのがございます。今後、当部会のもって行き方でございますけれども、世界の見通しを御議論
いただく前提ということで、いろいろな見通しの中での数字でございますとか、どういう前提でやっ
てるかという数字はできるだけお出しいたしまして、その際の御議論の参考に供させていただきた
いというように思っております。 
 それから備蓄の関係の予算につきましてでございますが、まず米の方でございますけれども、米
の保管にかかる経費でございますが、９年度の予算上は、10万トン当たり大体年間14億円程度の
保管経費を要するといういようなことで、したがいまして150万トンということでございますと、210億
円程度の経費を要するということが予算上の数字でございます。あと麦が75億円程度、大豆が８
億円、それから飼料穀物関係が68億円ということで予算上は計上されております。以上でござい
ます。 
○部会長 よろしゅうございますか。それではどうぞ。 
○専門委員資料の11ページでございますが、国産食用農水産物の部門別仕向状況の中で、昭和
50年と平成５年の対比で、外食仕向が8.3％から8.0％にやや減っている形になっております。これ
は読む上で、輸入が増えて国産の方がむしろ減ってるというように読むべきなのか、それとも加工
仕向の分との入り組みがあってそういうことになっているのか、ちょっとその辺をお聞きしたいとい
うように思います。 
それから、これは資料の要望でございますが、食の外部化比率に関するデータを今回の検討の
中にぜひ出していただければと思います。非常につかみにくい数字でございまして、外食が幾ら、
中食がどういう分野でどれくらい消費されていると、合計でどれくらいになるという推定値がどうし



ても入ってしまうと思いますけれども、できれば出していただければ論議の上でありがたいと思っ
ております。以上です。 
○部会長 まず、11ページの国産農産物の外食仕向比率がパーセンテージとしては減ってるとい
うことについては何か御説明ございますか。 
○事務局 絶対金額ということでは増えておりますので、これはその分、加工仕向等の伸びがより
大きいがゆえに割合としては減っていると。また、食料の農水産物の輸入の絶対額は増えており
ますので、当然そういったものからも、外食仕向量も絶対額としては増えているということではない
かと思います。 
 その状況は、12ページの右上の表をごらんいただきたいと思いますけれども、ここに昭和55年と
60年と平成５年ということで、輸入農水産物の外食向けというのが上から４行目にございますが、
昭和55年が1,830億円、これが平成５年に3,950億円ということで全体額は増えているという状況
は、この実数値ということでも試算されてるというようなことをお示ししております。 
○部会長 それからもう１点は食の外部化という、このこと自体がなかなか難しい問題でございま
すが、まとまった資料を提出いただけるかどうか。 
○事務局 検討項目の３番目の中で今後御議論していただきますまでに、どういった資料が入手
できるのかどうかということも含めまして検討させていただきたいと思います。 
○部会長 それでは今の食の外部化という、これはいろいろな形のものが出てきておりまして、な
かなか数字的につかむのも問題があるところかと思いますけれども、大事な点ですので、ひとつよ
ろしくお願いいたします。 
○専門委員 これから検討していくのに、きょうも資料を出してもらっているんですけど、お互いの
認識なり、事実認識を統一するためにできるだけ資料を出してもらいたいと思うわけですが、特に
先ほど委員がおっしゃったのはまさに同感で、そういうことができるならば出してもらいたいと思い
ます。 
 一方、国内の農業生産の現状ですね。農地が500万haであって、その2.4倍、外国から借りてると
いうか、買ってるという状況があると。それから自給率が先進国最低のカロリーベースで42％だと
か、一方では2,600kcalを食べてるぞというのが断片的に出てくるのですけど、ズバリ、今の現状で
日本農業を見た場合、国内だけでやっていくとすれば、大体どういう水準で、どれだけのものが養
えるのかというようなものが、まあかなり厳しいところへ来てるのではないかというような感じもい
たしますので、現状認識に役立つその他の資料を、その検討の場にできるだけ出してもらいたい
という御要望を申し上げたいと思います。 
○部会長 国内農業の現状で、自給率とは別の話でございますね。 
○専門委員 言い方がなってないけれども、自給率42％といってもなかなかピンとこないんです
ね。実際に畜産なんかは餌を外国から買ってるから、言ってみれば、全部外国から餌を買えばゼ
ロに近い状況になってしまうわけですし、野菜は熱量に換算するとほとんどないわけですから、ゼ
ロに近いようなもので、そういう自給率でカウントして、まさかの際の人間が生存し、健康である程
度栄養が保てるような状況を確保するという観点に立てば、一体どういう姿になるんだろうなという
こと。言ってみれば、今の現状における日本の食料の供給能力というんですかね、そういったも
の、あるいはそれの確保なんかトレンドとしてどういう状況になってるのかというようなことを、わか
りやすく出してもらえばなと思うんですけどね。 
○部会長 事務局、いかがですか。 
○事務局 これもこれから我が国の食料需給の見通しの議論をしていただきます際に、その資料
は用意させていただきたいと思いますが、今日手短に申し上げますと、一昨年策定しました長期
見通しの中におきましては、農地面積、480万haを前提として、熱量効率を最大にした場合にどの
ような栄養水準が確保できるかという試算をお出ししております。そういった資料等もお示ししなが
ら、人の問題や技術の問題というのはなかなか出しがたい面がありますけれども、農地との兼ね
合いにおきましてどういう生産の姿が描けるかというようなこと等は、そうしたものをお示ししなが
ら、また御論議の対象にしていただきたいというように思っております。 
○部会長 どうぞ。 
○専門委員私も余り農業というものを詳しく勉強してきたわけではないんですが、資料に一通り目
を通してみて、一つは、委員がさっき申し述べた資料なんか、私もそういったものを欲しいと。例え
ば６ページに、「国内生産について、我が国農業の持てる力を最大限発揮した場合、自給率試算
として44～46％」と、こういうのが出て、概要も読ませていただいたのですが、つまり、国内のそう
いう生産力というのは、最大限発揮して自給率はこれで止まるのか、あるいはどういう形をとれば
自給率が高まるのか、あるいは現状のまま、あるいは国際的な中でやっていくと、どういう要因が



あればアクティブに下がるのか、そういった点をちょっと知りたいなというのが１点です。 
 それと私、委員のお話を聞いていてちょっと違うのは、やはり食料安保の考え方というのは非常
に大事じゃないかなと。しかも、今のような農業の実態とか、国際的なこういう関係の中で、やはり
一つは食の危機管理というか、不測の事態というのもありますけれども、これだけで論議するわけ
ではないのですが、そういうような日本の農業が置かれているこれからのことを考えてみた場合
に、やはり「さて」というときの危機管理という観点から食料安保という視点は非常に大事だと。こ
れは決して経済効率とかそういうことだけで解決するべき問題ではないなと思います。 
 そういう意味でひとつ資料として、８ページに「安定的な輸入の確保に関する対策等」ということ
で、カナダ、オーストラリアとの取り決め内容が出ているんですが、このほかにあるのかどうかとい
うことも含めて、例えば主要各国ですね、特に中国なんかはこれからいろいろな問題があると思う
んですが、そういう国が、もちろん総自由化とかそういうことの中で動いているのでしょうけど、や
はり食の危機管理ということの中で、二国間である程度の安定供給について、どういう取り決めを
しているのかというようなことを、日本だけではなくて、参考になる国のところでよろしいんですけれ
ども、お示しいただければと思います。 
○事務局 １点目につきましては先ほどのお話とダブりますので、改めまして我が国の食料の姿と
いうことを示します際に同時に整理したいと思っておりますけれども、６ページ目で出ております現
在の長期見通し、平成17年の姿ということで、我が国農業の持てる力を最大限発揮した場合の自
給率が44ないし46％というのは、日本の農地面積を最大限にフルに発揮した場合、この程度の自
給率は確保できるような農業生産の姿だということで見通しをしてるということを、簡単ですけれど
も、お答えしたいと思います。 
先ほど申し上げましたのは、例えばイモですとか熱効率の高いものを食べていただくということで
ございますと、現状におきましても2,100kcal程度の供給が可能であるという試算を行っているとい
うことでございまして、そういった点は対比いたしまして、次回か次々回か、そういった機会におき
まして資料を出させていただきたいと思っております。 
 それから８ページの、我が国がカナダやオーストラリアと結びます取り決めとの関連におきまし
て、中国等がどういった二国間での取り決めを行っているかということでございますが、これはちょ
っと。 
○事務局 総合的に申し上げますと、８ページの表に出ておりますのは、食糧庁が所管をしている
からこういう契約ができるわけで、輸出国側にしてみれば、それは確実な規模の買入契約でない
とこういうことはできにくいわけでございます。したがいまして、食糧庁の場合にはこれはずっと長
い間続けてきている契約関係でございまして、それを毎年更新するような形をとっておりまして、安
定的な形になっております。 
 ところが今、世界のほかの国がそういうことをやれるかということになりますと、もう単発でござい
ます。中国自身も需給が随分振れますので、買うというときには例えば、この間ニュースで出てお
りましたのは、タイとの間で中国が米の購入契約をしたという、そういうトピック的なことしか出てこ
ない。したがいまして、あとは例えばＦＡＯでの需給の見通しの会議、それから国際小麦委員会と
いうのがございます。そこにおける各国の資料を持ち寄っての需給の見通しというような、いわゆ
るこういう契約ではない形での話し合いでないとできないというのが今の世界的な現状でございま
す。 
 したがいまして、そういうトピック的なもので知ってるだけで出してみろということであれば、多少
はわかってる限りで出せるんですが、例えばロシアは、どことどれだけ契約したかというのは外に
なかなか言わないという問題がございまして、なかなか取りにくいところがございます。そういう意
味でちょっと資料というには馴染まない、今言いましたような需給見通しの話し合いの会議はどう
いうような形で持たれているかということで御勘弁いただければと思いますが。 
○部会長 今のようなことでございますが、よろしゅうございますでしょうか。まあひとつできるだけ
資料があれば、それはいつかの機会に御提出していただければと思います。 
○専門委員 申し訳ございません、もう一度。先ほどの話ですが、消費者が何を心配してるかとい
いますと、ずっと昔の話ですけれども、大豆が世界的に不足になって日本に来なかったと、そして
来てもものすごい価格であって、私どもの手に入らないような価格だった、そういうことが起きるん
ではないかということは非常に懸念しているわけです。それとあと委員のおっしゃることもわかるわ
けです。日本だけでは賄えないであろうと。そのことはわかってるんですが、でも、そういう時にどう
するかというところをきちんと押さえておいてもらいたいなというように思っているわけですね。日本
は金持ち国と言われてますけれども、まあ大分景気も悪くなったわけですが、お金を出しても買え
ない場合があるじゃないか、その場合にどうするかということがやはり消費者としては一番心配だ



ろうというように想像しおります。 
 それでもっと資料的には、私はときどき海外に行くんですが、それも発展途上国に行く場合が多
いわけですが、どこの国も農業人口がだんだん減ってきているわけですね。中国もそうですし、チ
ェコやハンガリーなどもそういう傾向、トルコもうそうだというように聞きました。日本は、耕地面積
はそんなに減らずに、農業人口は減っても、機械化だとか農薬を多用して収穫量は減らなかっ
た、こういうことなんですが、東南アジア、発展途上国のそういう農業人口の推移と農業生産みた
いなデータがもし見られると、やはりそれも一つの参考、先進国ばかりから日本は農産物を輸入し
ているわけではございませんから、そういう資料もあればいいなというように思っております。 
○部会長 これは食料問題、グローバルな観点から考えるという意味で、今、御発言のような資
料、これなかなか大部のものをどのようにうまく整理するかどうかということになると思いますし、
ひとつ御検討をお願いいたします。 
 それでは、ほかにどうぞどなたでも御自由に。 
○専門委員 ここにおられる方は皆さん、すごく話が上手で、私、農業者の代表としてここに座って
いるわけですけれども、先ほど来からあらゆる角度からいろいろな意見が出ていたり、また資料請
求等で多々出ているわけなんですけれども、私もここにただ座ってただけではなくて、いろいろお
聞かせ願ってるわけなんですが、自分からも要望したいような資料も二、三出ていたと思うんで
す。 
 僕の考え方からすると、食料というのはどういった形で取り扱うのかという国の姿勢ですね。国
がある程度責任を持って国民に供給しなくてはいけない義務がきちっとあるということをはっきり打
ち出す必要が僕はあると思うんですね。なくなったらお国は知らんと、自由貿易、経済論理で好き
にやってくれというような感じではなくて、国の責任において食料はある程度、世界との協調性に
よってとか、国の中の生産量においてとか、双方全部考えた上で国の中でどういった形で、農業と
いうのは絶対ある必要がある産業なのかどうか。あるんであれば、それを保護とは言わないんで
すけど、ほかの世界の農業の生産物と比べて現状、かなり高いですね。高い理由というのはいろ
いろあるかと思うんですけれども、今の現状で国際価格に競争するような形でコストダウンを図れ
といっても、なかなか我々農業者も、別に高付加価値型農業ばかりを追い求めているわけではな
いので、できるだけコストダウンを図るような形で生産していくわけなんですが、なかなか現状では
国際価格とは何千円かの差があるのが現状だと思います。 
 国の中において、食料をそうやって生産する上での責任があるんであれば、食料を生産するほ
場を管理する義務が僕はあると思うんですね。そうすれば、先ほどからの資料請求の中で一つ漏
れていたのは、例えば10アール当たり一体どの程度の管理賃を要するのか。田畑を休耕させず、
再復興させたときに、再復興できるような形で田畑を維持する維持経費は一体どの程度かかるの
かということの算出というのは僕は見てみたいなという気がします。 
ちなみに自分のところのコスト計算では一応数字は持ってるわけなんですけれども、価格がかけ
離れていてもまた困るので、今は差し控えたいなと思うので、数字を見た上で、自分の家ではこう
だというように言いたいなと思います。 
 大体そんなような感じで、国の中において田畑とか土地とかの管理にどうしても責任があるとい
うんであれば、今現状の休耕とか保全管理という形で支給されてる額というのは、僕はその数字
からするとかけ離れてるような数字のようにも思います。国の責任において国土の保全をしなけれ
ばいけないという姿勢があるのであれば、適正な価格は国が支払う義務があるのではないかとい
うように私は思います。決して保護政策とか何とかというんではなくて、やったもの、仕事に対して
適正な価格を払うというのは国においてどうしても必要じゃないかなというように私自身は思いま
す。以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。農地の維持という、これは一つの論点になるところだと
思いますけれども、その場合には農地の保全維持ですね、それのコストというようなことについ
て、データが出せるものなのかどうなのか。ちょっと難しいことかもしれませんが、ひとつ御検討を
いただければと思います。 
 きょうは、これからの議論の先行きを決めていくような自由な議論の場でございますので、資料
請求を含めましてどうぞ御自由に。 
○委員 それでは、これからの議論の方向といいますか、考え方についても発言していいというこ
とですから、その点で申し上げたいと。まあ既に先ほどから一部そんなお話が出て参考になりまし
たけれども、私は今度この基本問題調査会に入るに際して、改めて今の「農業基本法」というのを
ざっと読んでみたんですね。それで気がついたことは、その文面の中に国民に対する食料の供給
とか、そういう言葉がほとんどないんですよね。最初の前文か何かのところにちょっとそれに似た



ような言葉がありましたけど、中にはほとんどなくて、どういうことになってるのかというと農業生産
なんですよね。これは同じような意味ではあるんですけれども、確かに農業生産というと、国民の
ためにやってるというようにいえば確かにそのとおりなんですが、やっぱりちょっと違うんですよ
ね、微妙に。 
 つまり、今の基本法というのは、作る人の、農業の担い手を意味あるものにするという、そういう
基調で書かれておりまして、したがって「食料供給」という言葉はないのに加えて、そこに「安全な」
とか「良質な」とか、そういう言葉は全くない。さらにそこから加えて、先ほど来からチラチラ出てる
ような「食料の安全保障」とか、そういう言葉もない。これはやはり今の、これから私たちが議論し
ていく視点だろうと思うんですね。 
 先ほど圧倒的に、圧倒的とはおっしゃらなかったかもしれないんですけど、例えば海外の食料
品、農産物は安いというお話がありましたけれども、やはり私の率直な感じから言えば、安ければ
いいというものではない。というのは、つい先週も私は１週間ばかりアメリカへ仕事で行ったんです
が、それは確かに安いですよ。ちゃんとしたホテルのレストランで食べても、４～５人で食べてもせ
いぜい100ドル、ちょっと飲んでですよ。だから結局、１人当たり2,000円とか2,500円、だけどまず
い。だからアメリカで１週間仕事をしてても、食事が楽しみだという気持ちにならないですね。日本
にいれば、例えば今晩何にしようかとか、そういう気持ちになるんですが、アメリカでは残念ながら
そういう気持ちにならない。 
 ですから私は、それは価格という観点は非常に大事だと思いますが、やはりさっき申し上げたよ
うな良質な農産物というのを、もちろんできる限りの安いコストで供給するということが、私たちの
食文化といいますか、食生活を維持していく上で非常に大事なことなのではないかということを、
先ほど申し上げたことからの農業生産だけではなくて、やはり国民に対するそういうことを含めた
食料の供給が図られる必要があるんではないかと。そういう議論をしたいなというように思ってお
ります。 
 それからもう一つは、今の基本法の中にある文面では、貿易に関して、ちょっと細かい表現は忘
れましたが、ものすごく輸入が増えてきたりして国内生産に打撃を与えそうな時には、輸入制限と
か、あるいは関税率の調整について必要な措置を講ずるということが書いてありますね。今のＷＴ
Ｏ体制の中で恐らくこういう考え方は私はもう通用しないだろうと思います。これは私の意見で、い
や、そんなことはないんだと、ＷＴＯというのは大体けしからんのだから、輸入制限とか何かをまた
さらに復活してという御意見もあるかと思いますけれども、私はそうじゃないと思う。むしろそれは
逆に、日本の中で100％自給ということが無理だとすれば、やはり玄関は開けておく方がむしろ食
料の安全保障の上ではプラスになる面があるだろう。だけど、それでも何かの事情で欲しいもの
がうまく買えないということもあるだろうから、そのときに一体どういう国内の食料の安全保障のた
めの対策を講じるのか。 
 先ほど来ちょっと備蓄のお話を伺って、一体どのくらい金かけているんだろうというように思って
伺ったのは実は金額なんですけれども、その金額は今の財政規模からすれば本当に微々たるも
のだと私は思いますが、そういう場合の安全保障は一体どのように考えていくかというのが、この
食料部会の大変に大きな課題ではないだろうかと。ただし、その前提として、周囲の環境は将来
的にどうなるんだろうかということは、国民の皆さんにこういう議論の経過を御披露する上でもどう
しても必要、だからこうなんだということがそこでうまくリンクして出てくるような形にすれば、ある程
度納得が得られるような話になるのではないかなという気がいたします。 
 ほかにもいろいろ気がついてることはあるのでございますが、一番のスタートラインの私の問題
意識は大体そんなところなんです。以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。先ほど委員もおっしゃいましたけれども、国民に十分栄
養の取れるだけの食料を供給するのは国の責任だということについては、これは多分どなたも、
御異論はないだろうと思うんですが、そのためにどういうことが必要かということになってきますと、
これはいろいろな事実関係を明瞭にしていかないと結論は出てこない。そういう意味でこの部会の
論点を、合意に向かって整理していくためには、委員の御発言に関連しました、できる限り判断の
もとになる事実を整理して御提示いただくということは、いろいろなことが考えられますので難しい
のでございますが、事務局の方でひとつ努力をお願いしたいと思います。 
 それからもう１点、委員も御発言になりました、つまり日本の食料は高いという、非常に簡単に言
いますとアメリカの方が安いと、こういうふうになるので、国民所得水準が低い国が安いのは当然
でございますので、アメリカと比べるとという、これについて委員の、安いけれどもまずいじゃない
かと、これはなかなか微妙な点でありまして、なかなか難しいところかと思います。御発言があれ
ば、どなたからでも。 



○委員 今、まずいとおっしゃられましたけれども、平成５年のときに輸入米がたくさん来ましたと
きに、タイ料理ではタイ米なのに私どもの口に合わなかったわけですよね。やはり各国、自分の国
に根差した料理方法とかいろいろ持ってるわけです。アメリカでは、今、お寿司や何かすごく日本
料理の店、流行ってました。私も見てまいりましたけど。また、ロンドンでも日本料理のお店は、日
本の食事はヘルシーだということで健康のために方々で流行ってるようです。けれども、コシヒカリ
の新米がいいなんて言わないと思うんですね。だから、それはやはりその国に根差した食生活が
あるということが前提で、それは私は大事にしたいと思っているわけなんです。 
 それで価格の問題なんですけど、今でこそ10倍だの何倍だのと言ってますけれど、これで世界
の国々が、やはり日本が工業国になったように、東南アジアもどんどん工業が発達してくれば、面
積が減っても今のところはまだ生産量は増えてるかもしれませんけど、今アメリカの農地の動きを
見ていると、いつまでもたくさん取れるような土地を大事にしてるのかなって、ちょっと首をかしげた
くなるようなニュースも入ってきますし、いつまでも日本の何倍のものが世界中で取れるかどうかと
いうのは疑問だと思いますね。そうなりますと、そんなに価格差はなくなってくる事態もあり得るし、
日本は日本でやはりある程度、最低のカロリーを確保できるものの農地だけは持っておかなけれ
ばいけない。その農地、これだけは保管しなきゃいけないというところを、国がやっぱりはっきり決
めてほしいと思うんですね。 
 それで、まさかの時というのは戦争や何かを想定するのではなくても、気候変動だけだって、もし
何かがあれば、その国が全然作物が取れない状態になるということはあり得ると思うので、私は
気候の変化というのはこれからどんどん変わってくると思うんですね。ですから、そういうことに備
えましてもやはり自分の国で、そして困ってるところへは、お互いに助け合うということも大事です
けど。私はやはり自分が、年がわかってしまいますけど、一番食料難の時代に育った人間なもの
ですから、今のカロリーベースでずっとあればいいなんて思ってないんです。なければないように
家庭の主婦というのは、窮すれば通ずですけど、そうしたら今まで捨ててたようなキャベツの芯と
か、ハクサイの外側だって料理の仕方によってはおいしいわけですね。ただ、手間がかかるし、た
くさんあるから捨ててるというところがあると思うので、そこは自分の体に必要な栄養価を取るとい
うところは、今の流通してるものの半分ぐらいでも足りるんじゃないかという感覚を持ってます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
○専門委員 先ほど農産物が高い、安いという議論がありまして、多分というか、高いんだろうと
思うんですけどね。先ほど御紹介があった総理府の世論調査によりまして、生産コストを下げなが
らできるだけ国内で作っていくというようなことが大方の御意向だというように我々も理解するわけ
ですけれども、その生産コストを下げるということは大変重要なことで、これは農業サイド等も十分
取り組んでいかなければいけないことだろうと思うんです。 
 ただ、農産物だけが高いわけではないんですね。あらゆるものが高いわけですよ。基本になる労
働力も高い。地代もアメリカより恐らく100倍とか何とか高い。それから燃料も高い。公共料金も高
いという中で農業があるということで、高いのがすべて農業にあるということではないんだろうと思
うんです。 
 それから食料品として見た場合も、先ほども資料にあったように農業側の取り分は何ぼだよとい
うような言わば原材料品みたいなもので、その上にいろいろな加工賃だとか運賃だとかみんなの
ってるわけですから、農業の取り分というのは年々下がってきてますね。我々のサイドから言うと
相当下がってきたなという思いがしてるんですけどね。そうしますと、さらに下げていく努力をする
とともに、その場合、特に土地利用型農業の場合には、零細なほ場が、しかも分散して錯綜してる
という状況をどのように改善していけるのか。そのことなしにはなかなか規模拡大といったって容
易に達成できないのではないかと思うので、これは恐らく農業部会の主たる議論かとも思います
けれども、そういうことも御理解いただければと、こう思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
○専門委員 先ほど委員がおっしゃった、食べ物のおいしい、まずいという問題で、現場に携わっ
ている者から一言申し上げたいんですけれども、アメリカの食べ物が非常にまずいという感じは、
我々が初期にアメリカで学んで、さらにチェーン化をしようと思ったときに一番最初に感じた問題で
して、何でこんなまずいものをアメリカ人は食べてるのかと、一番最初に正直に感じたわけです。
しかし、今日までおよそ25年ぐらい経ってみますと、あの感覚はちょっと間違っていたかなという反
省をしております。 
やはり日本人の味覚とアメリカ人の味覚、あるいはヨーロッパ人の味覚は違ってまして、我々がお
いしいと感ずるものと外国の人々がおいしいと感ずるものとの間には差があると思います。例えば
フランス料理でもイタリア料理でも、今、日本で結構ブームになって売られておりますが、全部日本



的なフランス料理になったりイタリア料理になったりしているわけです。それはそうしないとお客さ
んが納得してくれませんので。そうすると逆に今度フランスに行ってフランス料理を食べると、おか
しいなと、あんまりおいしくないなという感想が出てくると思いますし、現実によくそういう声を聞き
ます。 
ついこの間、トルコにちょっと旅をしてまいりましたけれども、トルコで例えば食事をずっと続けてま
すと、４日もするともうウンザリしてきまして、もうとても食べられないと。でも味がまずいのかという
と、やはりそれにはいろいろな差がありまして、日本的に出してくれるのは結構食べられますし、
向こうの人たちがおいしいというのはどうも具合が悪いと。そういうことが国際的にはかなりあるの
ではないかなと。 
 ですから私どもは、やはり日本の人々が喜んで食べてくださるものを作ろうというような形で、輸
入したものもそういうように手を加えるようになっております。 
○部会長 どうもありがとうございました。食料消費の問題というのも、生きるか死ぬかのところか
ら、うまいかまずいかのところまで大分差がありまして、大きな広がりを持っている難しい問題かと
思います。 
○専門委員 私も本当はおいしい、おいしくないの話をちょっとしたかったんですが、それはやめま
して価格の話なんですが、私ども常に困ってるというか、ジレンマに陥ってることが一つあるのです
が、例えば私たちはこんなに立派な果物でなくていいという、消費者ニーズというのはそういうとこ
ろにあるわけですが、でも、きれいで高く売れる、そして季節はずれに出す、このことが農家所得
につながるということがありますよね。ですから、そういう問題をどう考えるかというのはこれからの
論議の課題ではないかなというように思って、それが消費者の視点、消費者ニーズという項目もご
ざいますけれども、実はそういう曲がったキュウリでもいいという、いつもこういう話が出てくるわけ
ですが、曲がったキュウリでもいいんだけれども、それでは高くは売れないから収入が少なくなる。
だからそろったきれいなキュウリにすると、こういうことになるわけですね。 
 それからもう一つ、労働力と味の関係、品質との関係で言えば、例えば私どもは冬になれば、お
でんには練馬大根が欲しいねと、こういうふうに言ってるわけなんですけれども、あれは労働力が
非常に要るから難しいと、だから画一的に青首大根になってしまったと、そういう担い手と品質の
関係ですね。そこを無視して我々は消費者要求を言っていいのかどうか。農村の現状とか知れば
知るほどジレンマに陥って、その辺も議論をしていきたいというように思ってますし、それからやは
り味の点も、ちょっと時間がありますから触れさせていただきますと、私達の時代の人と今の若者
というのは嗜好が違いまして、あの人達って若い人たちのことですが、おいしいのを食べたことが
ないわけですよね。もう生まれてきたら何だか青首大根で、トマトの桃太郎だったって。そうする
と、その前の品種は食べてないから、あれはおいしいというように思ってしまう。ここがまた年代の
相違ということで消費者ニーズを考えていかなければいけないかなというように思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。だんだん時間がなくなってまいりましたが、ほかにも御
発言どうぞ。 
○専門委員 食ということで言えば、本当に何かおいしいものを食べたいんだし、安いものを食べ
たい、安全なものを食べたい、その要求は少なくともお金があれば誰でもそういうことをしたいんで
すけれども、ただ、僕も内外価格差というのは、まずい、うまいという問題だけではなくて、消費者
という立場に立ってみると相当大きい。これだったらやはり輸入でもいいんではないかとか、そうい
う選択をすることもあると思うので、日本の食品の値段というようなものは、単に生産農業という問
題だけではなくて、御説明にあったように、流通とか加工とか、あるいは小売りに至るまでのいろ
いろな問題があると思うんですが、やっぱり僕は食料安保ということを考えていった場合、そういう
いろいろな過程なんですけれども、第一義的に農業ですね、この部分をどのように、自給力、供給
力というんでしょうか、これをベースに考えていくことが必要なんではないか。それは農地面積の
問題、後継者の問題、あるいは環境保全とか、そういうものの中で、やはり食料政策ということを
考える場合、第一義的には農業ですね。そこのあり方とか、構造改革も含めて、やはりそこにまず
目を置いて論議をしていくことが大事なんではないかなと、ちょっとそのように思っています。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
○委員 国内の需給という中で、つまり、これが非常にいろんな意味で厳しいから海外云々という
話の前に、先ほど一体どのくらいを国内で、今の段階で力があるかという、そういうお話がありまし
たけれども、それをさらに具体的に、例えば今500万haで、これがだんだん減ってるわけですが、
耕地の利用率を、昔はもっと高かったわけです。今はもう100％あるいは切るかというところなわけ
ですから、そういう可能性と、それからもう一つは、日本は非常に山林が多いわけですけど、山の
部分が多いわけですが、その中で実は本当は農地として使えるようなところがもうちょっとあるん



ではないか。それがただ物理的にそこにあるというだけではなくて、いろいろな社会的な規制とか
何かでうまく使えない。しかし、それを何か調整していけばもうちょっと使える面積が、このくらいは
可能性としてあるんではないかとか、そういう国内でできることがどのくらいあるんだろうかというよ
うなことが、もう一つの観点としてある方がいいんではないか。そうしたらそれに対して、もし新しい
基本法ができたとすれば、必要な措置を講ずることとか、そういうことが入っていれば、いろいろな
次の法律などがつくりやすいというようなことにもなると思いますので、その辺の可能性みたいな
ものを、もうちょっとやはりぎりぎりまで考えた上でどうこうという議論をした方がいいと思いますの
で、これがきちんとした数字として出していただけるかどうかは別として、何か考え方みたいなこと
をちょっと試算していただけると役に立つんではないかなと思います。 
○部会長 ただいまの御発言は、非常に広い意味で日本の国内での潜在的な食料生産力という
ようなことについてのデータが出ないかと、こういうようなことですが。 
○事務局 今後、国内の食料需給ということで御議論していく際に、農地関係ということでの、耕
地の利用率ですとか、そういったこともひっくるめまして、現状どういうことでやってきているのかと
いうような観点から整理いたしまして、可能性みたいなことになりますと、ちょっとどの程度の具体
的な数字かという点は、各局の持ってる数字なんか等も確かめなければいけないんではないかと
思いますけれども、できる限りお出ししたいと思っています。 
○部会長 どうぞ。 
○委員何かもう時間がないようですけど、実は消費者の中で遺伝子組換えの農作物というのがす
ごく心配の種になってるんですね。これは日本でも先端産業技術研究課というところで随分よく研
究してられて、出てくるそのもの、出来上がったそのものを食べてどうなるというものではないと思
いますが、やっぱりＤＮＡというのは生物の根本的な問題ですのでね。私どもやっぱり表示だけは
せめてして欲しいという運動をしているのですが、よその国が今どういう現状で動いてるかというこ
とがもしおわかりになったら資料を出していただきたいのと、それから、これは今は出ませんでした
けど、調査会の方でやはり21世紀、食料供給を暗い目でばっかり見てるけれども、こういういいこ
とがあるじゃないかという御意見が実は出まして、それで私はこれを明るいと見ていいのかどうか
というのは、ちょっと早過ぎるのではないかって、大変素人なので、こういう技術に対して物申すと
いうのは大変難しいんですけど、でも、女性の命を育てるということをやっている面から言います
と、まだ実用化は早過ぎると。ただ単に、やはり先ほどの経済効率なんですけど、安く見た目のい
いものができるということが、果たしてそれがいいことなのかどうか。やはり安いということになる
と、せっかく私ども今、産直で農家の御苦労もわかって買い支えましょうという動きをしているところ
に、農家の方が農薬まかなくてもいいとか何とか、種そのものを変えちゃって、そういうやりやすい
ものがありますよって売られたら、また農薬をめちゃめちゃお使いになったときと同じように、申し
訳ないけど、やはりそっちにいってしまう農家もたくさん出てくるのではないか。そういうことで私た
ち、せっかく生産者と食べる人の今、中間が複雑なので全然見えなくなっていたんですけど、せっ
かくいい関係をこれから構築していこうというときに、そういうものが出てきますと、まだとっても心
配の種があるので、何かおわかりになりましたらお出し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。そろそろ予定の時間もまいりましたので、大体これくらい
で議論を終了させていただきたいと思います。 
 本日要求がありました資料につきましては、事務局の方でできる限り用意をしていただきまして、
次回以降、逐次提出していただきたいと思います。 
 また、さらに検討項目の御提案等もございましたし、あるいは今後もそういうものが追加的にあ
るというようなことでありますれば、次回以降の審議の中で御発言いただき、御議論いただけるよ
うに、事務局において新しい論点についての資料の作成ということもお願いしたいと思います。 
 本日は第１回でありますので御自由に御議論いただいたわけでございますが、限られた時間で
ございますので、それぞれの論点について突っ込んだ議論をするには至らなかったわけでござい
ますが、次回以降は検討項目ごとに本格的な御討議をいただく、こういうことになろうかと思いま
す。 

７．その他     

○部会長 スケジュールでございますけれども、先ほどの御説明がありましたが、まず一通り主要
な論点について議論をしていただくのに数回は会議を開く必要があろうかと思います。この場でこ
の後、３回程度の日程を予定させていただきたいと思うのでございますが、委員の方、それぞれに
御都合もおありかと存じますけれども、事務局を通じましてあらかじめ皆さんの御都合をお聞きし



まして、金曜日の午後というのが、今日がそうでございますけれども、比較的日程の調整が行い
やすい、そういうことでございますので、次回は７月18日、第３回は木曜日ということになりますけ
れども、７月24日とちょっと続きますが、７月に２回、それからしばらく置きまして第４回は８月29日
ということにさせていただきまして、この３回の後はまた改めて相談させていただくと、このようにし
たいと思います。御不都合の委員もおられるかと思いますけれども、できる限り皆さんの御都合を
伺いました上で事務局で調整していただきましたものですので、ひとつ御了承いただきたいと思い
ます。 
 先ほど事務局から話がありましたように、３つの部会が合同で行います合同会議でございますけ
れども、これにつきましては９月９日に予定されております。 
 また本日は、ちょっといろいろな都合がありまして午後２時半ということで設定いたしましたが、次
回からは午後２時開会ということでお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。正式
には改めまして事務局の方からそれぞれの委員の方々に御案内を差し上げることになっておりま
す。 

８．閉  会   

 それでは、本日はこれにて閉会ということにいたしたいと思います。どうも長時間、皆さん、あり
がとうございました。  


