
食料・農業・農村基本問題調査会第４回食料部会議事録 

 
平成９年８月２９日（金） 
農林水産省三番町分庁舎省議室 

 目 次 

 １．開 会 
 ２．資料説明 
 ３．質 疑 
 ４．閉 会 

１．開 会 

○部会長 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４回会合を始めさせてい
ただきます。本日の会議は午後４時までを予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 
 本日の議題は、食料・農業の分野において国際的に果たすべき役割について日本はどういうこ
とをしたらいいか、こういうことを中心に議論をしたいと考えております。あらかじめ事務局の方で
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ので、最初にこれを御説明いただき
まして、その後、委員の皆様方と意見交換、あるいは御質問・御意見等をお願いしたいと思いま
す。 

２．資料説明 

○部会長 それでは事務局から資料の説明をお願いいたします。 
○事務局 それではお手元の資料４、「食料・農業分野において国際的に果たすべき役割につい
て」という横長の資料につきまして説明をいたします。 
 まず１ページ目は、我が国におきます国際協力全体の姿ということでまとめております。左の文
章にありますように、開発途上国等への国際協力は政府開発援助（ＯＤＡ）ですとかその他の政府
資金、民間資金、こういうものによりまして実施されておりますが、特に政府開発援助につきまして
は我が国の国際協力の重要な柱、手段となっているということでございます。 
 全体的な概況ということで右の方に体系図をつけております。また平成７年におきます実際の供
与ベースの金額を下の方にドルベースで表示をいたしております。 
 ２ページ目はその主たる手段であります政府開発援助による国際協力の現状ということで要約
をつけております。左の文章にありますように、ＯＤＡによります国際協力は、政府開発援助大綱、
現在のものは平成４年６月に閣議決定されたものでございますが、これに基づいて実施されてい
るということでございます。右の方に概要ということで、原則、あるいは重点事項ということで要約
をつけております。原則として、右の１にありますような、環境と開発を両立させるということとか、
軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する、こういうことがうたわれているということでご
ざいます。 
 また２の重点事項としては、引き続きアジア地域に重点を置くということでございますが、その他
の国々に対しましても国力に相応しい協力を行っていくということで、特に後発開発途上諸国へ配
慮するということでございます。具体的な項目は２の（２）に書いてあるような項目を中心としてとい
うことが触れられております。 
 このＯＤＡによります内容として下の方に整理をいたしております。右下の方にありますように、
大きくは、相手国の要請に基づく二国間の協力と、国際機関等への出資を行う多国間の協力とい
うことになるわけでございます。この中の二国間協力としては、技術協力、無償資金協力、有償資
金協力に分かれるということでございます。 
 ３ページ目でございます。このＯＤＡの実施につきましては昭和53年以降、中期目標を設定しな
がらその拡充に努めてきたところでございます。左の文章にありますように、６年連続で我が国は
世界最大のＯＤＡ供与国になっているということでございまして、対象も、経済インフラの整備から
社会インフラの整備、あるいは生産セクターの援助ということで幅広い分野になっているわけでご



ざいます。 
 右上の方に、現在の第５次ＯＤＡ中期目標の主な内容について触れておりますが、1993年から
97年のＯＤＡ実績総額を700億ないし750億ドルとするということとか、ＯＤＡがＧＮＰに占める比率、
これを着実に改善を図っていくこと、こういうことが現在の中期目標において定められているという
ことでございます。 
 その下にＤＡＣ主要国のＯＤＡ実績の推移ということでグラフをつけております。（注）にあります
ように、ＤＡＣとは、ＯＥＣＤの開発援助委員会に参加しております21カ国及びＥＣ委員会ということ
でございますが、この中における支出純額ベースで見ていただきますと、91年から我が国がアメリ
カを抜きまして世界一のＯＤＡ供与国になっている、96年には若干ダウンしておりますが、依然とし
て第１位の地位を占めているということでございます。 
 それから、我が国の二国間ＯＤＡの分野別配分シェアということで右下の方にまとめております
が、経済インフラ関係が44.5％、農業関係等の生産セクターは左から三つ目の欄でございます
が、11.7％を占めているという状況でございます。ちなみにＤＡＣの平均と比べますと、生産セクタ
ーの割合はほぼＤＡＣ平均と同じような状況ということでございますが、経済インフラ関係の比率
がＤＡＣ平均と比べると若干高い、ＤＡＣ平均で見ますと20％台ということですので、経済インフラ
に若干重点を置いているということが言えるのではないかと思います。 
４ページ目からでございますが、「食料・農業分野における国際協力の概要」ということで、まず食
料・農業分野における国際協力の意義ということでございます。多くの開発途上国では国内総生
産に占める食料・農業分野の割合においても、また就業人口の点についても高い割合を占めてい
るということでございまして、右上にＧＤＰに占める各国の農林水産分野の割合をつけております。
一番上にあります低・中所得国の平均を見ていただきますと14％となっております。この中でも低
所得国においては28％ということで、一番下の高所得国の平均が３％と比べましても際立って高
い割合ということが言えるのではないかと思います。 
 これが就業人口ということになりますと、開発途上国平均で57％、アジアでは60％、アフリカでは
63％でございますので、就業人口の割合はさらに高いという状況になっております。 
５ページでございます。多くの開発途上国では人口が急増している状況でございますが、国内生
産が追いつかないということで穀物の純輸入国になっています。ただ、外貨準備等が非常に低い
状況で食料輸入が困難であることから、人口の多くは慢性的な栄養不足状態に陥っているという
ことでございます。経済発展が著しい開発途上国におきましても、食料自給率は低下傾向にある
ということで、食料・農業分野における国際協力がこうした開発途上国における経済発展と栄養不
足状態の改善を図る上で重要な役割を果たしているということでございます。 
 右上のグラフに穀物自給率の階層別の国数ということで、これは1992年の数字でございます
が、つけております。穀物自給率が25％以下ということで、一番左にありますように、開発途上国
がほとんどを占めている。50カ国が開発途上国であるということでございまして、総じて自給率が
低い国に開発途上国の割合が高いということでございます。また一番下の方にアジア諸国の穀物
自給率の推移をつけておりますが、経済発展が著しい国々におきましても、御覧いただきますと、
総じて穀物自給率の低下傾向が認められるということでございます。 
６ページ目でございますが、食料・農業分野における国際協力の現状についてまとめております
が、これまでは我が国と関係の深いアジアを中心に、かつ稲作等の経験が生かされる分野という
ことで進めてきているわけでございますが、最近においては対象国等を拡大すると同時に、協力
内容も多様化させているという現状でございます。右の方に農林水産業協力の実績ということで、
最近４年間の状況をつけております。技術協力、資金協力、多国間協力ということに分けて、これ
も細分化いたしまして、例えば技術協力ですと専門家派遣とか研修員受入れ、こういったものにつ
いて各年の状況をつけております。これは我が国全体の国際協力の中に占める農林水産業協力
の分野ということで見ていきますと、大体10～30％程度を占めている実績と言えるのではないかと
思います。 
７ページ目からは各協力分野の詳細な実績ということでつけておりますが、まず技術協力でござ
います。技術協力は開発途上国の自助努力を支える人づくりを効果的に支援できるという、いわ
ば我が国の顔が見える協力として最も有力な手段ということで、食料・農業分野においても逐次拡
大を図ってきているということでございます。ただ、その下の○に触れておりますように、厳しい財
政状況ですとか、専門家の人材不足という面もありまして必ずしも増加する要請には十分応えき
れていないという状況ではございますが、右上のグラフにありますように、専門家派遣、研修員受
入れは着実に各年伸びてきている状況でございます。 
 ８ページ目が一般の無償資金協力ということでございます。一般無償資金協力につきましては、



左の文章に触れておりますが、かんがい施設の整備、流通システムの改善、あるいは教育・普及
施設の整備、もろもろのことにつきまして資金協力を行ってきているという状況でございます。右の
方に1974年度から最近までということで資金協力の実績をつけておりますが、このグラフを御覧い
ただきますとおわかりいただけますように、若干振れがあるわけでございますが、基本的には相
手国からの要請がどのように変化しているかということによって若干のでこぼこが生じているという
ことでございます。ただ最近におきましては、環境案件とか経済インフラの関係の要請案件が増
加しているということによりまして相対的には農林水産分野が若干低迷ぎみということが言えるの
ではないかと思います。 
９ページ目がＫＲの食糧援助でございます。ＫＲの食糧援助については、左の文章にありますよう
に、国際穀物協定の食糧援助規約に基づいて、開発途上国に対して穀物購入資金を無償供与す
ることによります援助ということでございます。具体的には、各国の年間最低の拠出義務量と申し
ますか、誓約しました数量をまとめますと、加盟国全体では535万トン、うち我が国は30万トンを約
束しているということでございます。各国の具体的な拠出数量については、右上の表に小麦換算
ということで535万トンの内訳を示しておりますが、アメリカが250万トンということで半分近くを占め
ていて、その残りを各国で負担しているということでございます。 
なお、平成７年度の我が国の実績でございますが、左の２番目の○にありますように、米が10万ト
ン強、小麦が25万トン、合計約40万トンという状況になっております。なお平成８年度においては、
10万トンについては政府米の活用を図るということで、国際相場並みの価格での売却損等につき
ましては食管会計において負担することによって10万トンを17カ国へ供与するということでござい
まして、具体的には右の中ほどの段に、平成８年度における政府米を活用した食糧援助の概要を
つけております。 
 それから９ページの下の方で、農林水産分野における我が国のＯＤＡ供与額は、ＤＡＣ加盟国の
中で26％を占めているということで、アメリカに次いで２位にあるわけでございますが、食糧援助の
割合は他の国に比べますと低いということでございます。右下の表の下に食糧援助の割合をつけ
ておりますが、平均いたしますと32％、アメリカが71％ということで、かなり食糧援助に特化したよ
うな額になっております。一方、日本は４％で、非常に低いということでございます。一般的に食糧
援助は自国の余剰農産物を援助に活用するという意味合いで行われてきたということで、伝統的
な農産物輸出国は食糧援助による協力という手法を取ってきていることが反映されていると言え
るのではないかと思います。 
 10ページ目でございますが、食糧増産援助ということで御紹介しております。基本的には、左の
文章にありますように、開発途上国の食料自給に向けました自助努力を助長するということで、農
業機械とか肥料・農薬などの農業資材の購入資金の無償供与を行い、この供与を受けた国が自
国の農民等の受益者に低い価格でこうした資材を売りまして、受益国はそれを資金として積み立
てることによりまして自国の農業生産の発展につなげていくということでございます。平成８年度に
おきましては302億円の援助を行っているということでございますが、この対象国もアジア地域から
他の地域の国々へ広がっているということでございます。 
この推移として、1970年代から最近における実績ということで右上にグラフをつけております。これ
も近年においては若干停滞的な金額になっております。この食糧増産援助というスキームがそれ
ぞれの国において農民の方々が有償で資材を買おうという国でなければならない、いわば経済基
盤が整っている国において初めて実施できるという点から、そうした国々が一巡した中においてこ
の食糧増産援助が停滞的であるということが言えるのではないかと思います。 
それからその下の有償資金協力ということでございますが、大きいものは海外経済協力基金によ
る円借款ということで、経済社会基盤整備等の開発プロジェクトの実施に必要な資金を貸し付ける
ということでございます。農林水産関係の分野では1,500億円余となっておりまして、大体円借款の
１割程度を占めているということでございます。また国際協力事業団（ＪＩＣＡ）の開発投融資でござ
いますが、これは本邦の民間企業が行います農林業の開発に関します事業に対して融資等を行
うということでございまして、平成８年度の融資の実績は５億円程度となっております。 
 11ページ目が多国間協力という形での国際機関を通じました協力の関係でございます。開発途
上国において顕在化しております食料問題の解決のためにということで、いろいろな国際機関に
対しまして我が国も資金の拠出、あるいは専門家の派遣等を行っているということでございます。
右の方に表の形でまとめておりますが、一番上のＦＡＯ（国連食糧農業機関）に関しましては、現
在175カ国の加盟ということで、世界各国の国民の栄養水準・生活水準の向上とか、食料・農産物
の生産・流通の改善、こういうことを目的として設立されたものでございます。我が国は拠出額
6,000万ドルで対応しているということでございます。 



その下のＷＦＰ（世界食糧計画）でございますが、食料を開発途上国の経済・社会開発とか緊急援
助に役立てるということで発足しております。我が国においては約2,500万ドル拠出しておりまし
て、具体的には米とか水産缶詰を主体に行っているということでございます。 
またその下のＣＧＩＡＲ（国際農業研究協議グループ）でございますが、これは非公式の協議体とい
うことで1971年に世銀が中心となって発足したわけでございますが、具体的にはＩＲＲＩ（国際稲研
究所）等16の国際研究機関への財政的支援を実施しているものでございます。 
それから一番下のＩＦＡＤ（国際農業開発基金）、これは開発途上国の農業開発のための追加的資
金を融資するということで、現在160カ国が参加しているわけでございますが、我が国の拠出額
は、これまでの累計で約17億円を拠出しているという状況でございます。 
以上が現在の食料・農業分野における国際協力の具体的な施策の概況でございます。12ページ
目が食料・農業分野におきます国際協力をめぐる情勢ということで、このページについてはこれま
で再々にわたって御説明しておりますので、詳しい説明は省略させていただきたいと思いますが、
現在8.4億人の栄養不足人口がいるということ、それから中長期的な世界食料需給の動向というこ
とでの需要面なり生産面の問題点、あるいは現状について触れております。 
 13ページ目が世界の食料・農業分野における国際協力の動向ということでございます。世界全
体の食料・農業分野でのＯＤＡ実績はどのようになっているかということでございます。全体的には
財政事情等を反映いたしまして伸び悩む傾向にあり、また食料・農業分野の全体に占めるシェア
も低下傾向にありまして、先ほども少し申し上げましたが、社会インフラとか債務救済の割合が高
まっているということで、額も割合も若干低下ぎみにあるということでございます。具体的な最近の
動向ということで右上に表をつけております。 
 それから食糧援助の実績の動向でございますが、90年代前半は1,300万トン余から1,500万トン
程度ということでかなり高い水準に達しておりましたが、最近は、左の文章にありますように、余剰
在庫の減少とか主要援助国の財政事情の悪化ということで、現在の実績は750万トン程度というこ
とで、ピーク時の半分程度に落ちてきているという状況でございます。 
14ページでございますが、こうした中で昨年世界食料サミットが開催されたということでございま
す。具体的には、昨年11月にローマで開催されまして、このサミットにおきましては世界の食料安
全保障の達成と、2015年までの栄養不足人口の半減等を目指しました世界食料安全保障のため
のローマ宣言が出されているということでございまして、これについてもこれまでの当部会におき
まして資料はお示ししたと思います。 
 最後に15ページ目でございますが、食料・農業分野におきます国際協力の今後のあり方でござ
います。左の文章にまとめておりますが、食料問題が人口・環境問題とともに今後における地球
的課題ということで、我が国の経済力なり国際的地位に応じた主体的・積極的な国際貢献が求め
られている状況ではないかと思います。 
 その下の○でございますが、ただし、先ほど御説明しましたＯＤＡ大綱等の中においても、食料・
農業分野における国際協力の重要性につきまして必ずしも明確に位置づけがなされていないとい
うことで、今後はその位置づけを明確にした上で、技術協力とか資金協力、食糧援助を積極的に
推進していくことが必要ではないかと考えております。特に食糧援助の関係でございますが、援助
ニーズと実績とのギャップが拡大していることとか、我が国は食糧援助の割合が低いということ
で、その拡充について今後検討していく必要があるのではないかと考えています。 
 ただ、一番左下にありますように、ＯＤＡ予算につきましても、最近の財政構造改革を進めている
我が国の財政状況は厳しい状況にさらされておりまして、今後はその重点化、効率化が求められ
ているということでございます。 
 右下の方に、本年６月に閣議決定されました財政構造改革の推進についてのＯＤＡ関係の抜粋
をつけておりますが、５の（１）にありますように、ＯＤＡの関係についても量から質への転換を図る
ことによりましてＯＤＡ予算は各年度その水準の引下げを図るということとか、特に10年度予算に
つきましては対前年度比10％マイナスということが盛り込まれております。 
また（２）にありますが、量的目標を伴う新たな中期目標の策定は行わないということが触れられ
ているということで、いわばＯＤＡ関係全体についての重点化なり効率化ということが我が国の財
政構造改革との兼ね合いでもこれからいろいろ問題になっていくということを御紹介いたしており
ます。 
 以上が資料４の「食料・農業分野において国際的に果たすべき役割」でございますが、その他に
１枚紙で資料５として、「開発途上国の食料安全保障確立に向けた総合支援対策」というものがご
ざいますが、これは来年度の予算として、我が省といたしまして重点的に取り組んでいる国際協力
関係の事業の概要として御紹介させていただいております。 



 左の方の「趣旨」の上から５～６行目にありますように、多数の飢餓・栄養不足人口を抱えており
ます開発途上国の食料問題の解決のために、特にサブ・サハラ地域、アフリカ大陸のサハラ砂漠
以南の諸国を対象といたしまして、開発途上国の食料安全保障確立支援事業等を行うということ
でございます。具体的には２の（１）にありますように、ＷＦＰに対します拠出によりまして援助食糧
（米を約１万トン程度）を賃金として、地域住民参加を通じた小規模のかんがい開発等を行っていく
ということとか、稲作技術の研修・普及のための人材育成を行っていく、あるいは農民組織の育成
とか、新品種の開発に取り組んでいくということで、総合支援対策という形で来年度の予算を要求
しているということを御紹介させていただきたいと思います。 
 以上が本日の資料の御説明でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
  
３．質 疑 

○部会長 それではただいまの御説明をもとにしまして御質問、御意見、あるいは他の資料の御
請求なり、時間の許す限りどなたからでも御自由に御発言いただきたいと思います。 
○委員 ＯＤＡについては、農業分野だけではなくていろいろな分野でいろいろな議論が出されて
いると思うのですが、これから先の協力を考える際に、今までのＯＤＡは、この場合は農業とか食
料の分野でいいと思うのですが、どういう効果があったのかということを検証する時はどのようにし
ていらっしゃるのか。そういうレビューのことと、もちろんやっている以上はそれなりの効果はある
のだろうと思いますが、このように効果があるからさらにこれからもこういう点を中心にやっていく
べきだ、あるいはこういうところはまだ足りないから力を入れていくべきだとか、そのような国民の
目にわかるように議論が展開していくのだろうと思うのですが、その辺の検証というのはどのよう
になっているのかということについて教えていただけますでしょうか。 
○事務局 政府としてのＯＤＡの年々の実績評価につきましては、外務省が毎年「経済協力評価
報告書」というものを出しておりまして、この中で具体的な事例を挙げまして、どういった問題があ
るかということも含めまして網羅的に公表されているところでございます。 
○部会長 よろしいですか。そういう文書があるということですが。 
○委員 例えばその中でわかりやすく、どういう国に対してどういうことが行われてどういう効果が
あったとか、そういうのはわかるものなのですか。 
○部会長 これは今日でなくても、場合によっては、食料・農業関係についてどういう評価をされて
いるかというようなことを少し御紹介いただければいいのではないかと思いますが。 
○事務局 一言だけ付け加えさせていただきますと、問題のある点も含めまして、個別のプロジェ
クトについてこういう点については問題があるということも具体的に報告書の中には記述されてお
りますから、そういう評価は行われているということでございます。 
○部会長 そうすると、これまでの日本のこの分野における援助の評価を取りまとめてもらうような
ことはできますか。それは難しいですか。個別のこのケースはこう、このケースはこうというようなこ
とはできますか。 
○事務局 非常に件数が多うございますから、例ということで報告書の中でどのような指摘がされ
ているかという事例はお示しできると思います。 
○部会長 委員、そんなことでよろしいですか。 
○委員 それは次の機会でも出していただけたらと思います。 
 それからもう一つ、やはりＯＤＡ関連ですが、13ページのところに世界の食料・農業分野のＯＤＡ
実績は伸び悩む傾向にあると書いてありますが、この理由は何ですか。各国のいろいろな経済と
か財政状況なんですか、それともニーズの問題なのですか。 
○部会長 この点はいかがでしょうか。 
○事務局 基本的には各国の財政負担による制約が一番大きいと思います。ニーズの方はむし
ろ広がっていると思います。先ほどの資料にもございますが、どちらかといえば要請の案件は増え
ておりますけれども、財政的な制約、あるいは私どもの人的な面から対応できない事例も増えてき
ているという実態でございます。 
○部会長 それでは他にどなたか。 
○委員 今の関連で、我が国は経済面でのそういう事情はわかるのですが、世界各国全部その
ような状態ですか。 
○事務局 主要国における経済面での制約が一番大きいと思います。 
○専門委員 今回の御報告いただいた資料は政府関係の資料でございますね。私、いろいろと聞



いておりますと、細かいことかもしれませんが、ネグロスのバナナを日本に持ってきてネグロスの
農民たちを援助しているという民間団体もございますね。ここでは民間の状況がつかめていない
のではないかと思うのですが、そういうまとめというのはございますでしょうか。 
○部会長 若干は出ていたと思いますが、もう少しまとまった資料はありますか。 
○事務局 詳しく申し上げませんでしたが、１ページ目の右下の方に、民間非営利団体（ＮＧＯ）に
よる活動ということで、平成７年度支出純額ベースにおきましては２億1,500万ドル程度が行われて
いるということで御紹介いたしております。 
○部会長 よろしゅうございますか。 
○専門委員 全体的にはわかりますが、少し簡単過ぎるような感じがします。 
○部会長 ＮＧＯの方は先ほどのＯＤＡに関する文書のようなものはあるのですか。国全体としてま
とめたものがあるのですか。 
○事務局 大変把握が難しゅうございまして、一応ＮＧＯでどういう団体があるかという年鑑のよう
なものはございますが、それぞれについて個別にどういう具体的な行動をしているかというところ
まではなかなか把握しきれておりません。典型的な例として幾つか農業関係でこういう活動をして
おられるＮＧＯがあるという事例であれば御紹介はできるかと思います。 
○専門委員 それも情報ですので、できたらお願いします。 
○部会長 それではこの関係ももし利用できるような資料がありましたら、後日取りまとめて見せ
ていただきたいと思います。その他にどなたでも。 
○専門委員 民間資金での援助活動というのは、一応簡単に出ていますが、もう少し内容を説明
していただければありがたいと思います。 
○部会長 今、専門委員からも御注文のあったところで、資料を少し整理していただきまして、今
日は少し難しいかと思われますので、改めて資料の準備ができた時に御説明いただくということに
したいと思います。専門委員の質問と同じような取扱いにさせていただきたいと思います。よろしく
お願いします。 
○委員 15ページの最後のところですが、量から質への転換を図ることにより云々となっておりま
すが、これは見直しのことなのでしょうけれども、量から質への転換というのはどういうことになりま
すか。 
○部会長 これは政府の方針でございますが、どういうことかもう少し詳しく御説明をお願いしま
す。 
○事務局 これは先般閣議決定をされました「財政構造改革の推進について」という文章のＯＤＡ
に関するところに書かれているものそのままでございます。今まで中期目標を設定しましてＯＤＡ
が量的にも伸びてきたわけですが、これからは財政事情が非常に厳しい状況のもとで金額ベース
でどんどん伸びていくという状況ではないわけでして、そうだとすると、ニーズはあるわけですか
ら、いかに効率的・効果的な援助ができるようにするか、それが量から質への転換という言い方を
しております。 
○委員 そうすると、やはり見直すべき点があったということを認めているわけですね。転換すれ
ば効率的になると。今まで効率的でなかった面が少しはあったということで、見直すということは、
もう少し無駄がなくなるというか、そのように読んでいいわけですね。 
○委員 １ページの民間資金なのですが、右側を見ますと、輸出信用とか、直接投資とか、国際
機関に対する融資等と書いてあります。よくわからないのですが、民間の企業はこのようなことを
するとはなかなか思えないのですが、具体的には何を意味しているのでしょうか。 
○部会長 先ほどのように資料は少し準備していただきたいと思いますが、もしできましたら今少
し御説明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
○事務局 御参考になるかと思いまして一つの例として申し上げますと、例えば国際金融機関に
対しては、輸出入銀行という公的な金融機関の他に民間の金融機関も協調して融資をする場合
がございます。そういった場合に一定の条件を満たしておればここの範疇に入るということでござ
います。 
○部会長 今日はひとつそういう例だけで。 
○委員 わかりました。そういう意味では非常に大がかりなことをおっしゃっているわけですね。 
○専門委員 ＯＤＡの実績の推移の支出額ベースの中で日本が一番多くお金を支出をしていて、
国民１人当たり１万円近くに相当すると思うのですが、アメリカは5,000円くらいと。昨今の日本の経
済状況から、10年度の予算は９年度に比べて10％マイナスになるということです。国民１人当たり
これだけたくさんのお金を投じているということは国民にかなりの理解がないといけないような気
がするのですが、そういったＯＤＡに使われている資金は一体どのような形の活動で使われている



のかということは国民に対して何かしらＰＲされていると思うのですが、どういったＰＲの手法をされ
ているのか少しお聞きしたいと思いますが。 
○部会長 これは御説明いただけますか。 
○事務局 ＯＤＡ全体のまとまったＰＲ資料となりますと、外務省が毎年「ＯＤＡ白書」と言われてい
るものを発行しておりまして、それが一番網羅的なものかと思います。そういった網羅的なものの
他に、例えば国際協力事業団であるとか、資金協力ですと海外経済協力基金といった具体的な
実施機関が年報という形で活動状況が報告されております。 
○専門委員 今お聞きしたところによると、そういった冊子で外務省の方から報告が出ているとい
うことですが、実際問題、国民にとって国際協力をやるのはいいという意識はあると思うのです
が、予算計上するときに10％マイナスになってしまうということは、国民の理解がなかなか得られ
ていないから上げにくいということがあるかと思うのです。国民の世論自体が、ＯＤＡの資金がこれ
だけいろいろな形で活用されているというような認識に至ればマイナスにする必要はなかったので
はないかなと私は思うわけです。 
○部会長 これについて事務局の方では何か御発言ございますか。予算全体とその中のＯＤＡの
関係ですが。 
○事務局 ＯＤＡだけを10％ということではございませんで、橋本内閣の財政構造改革におきまし
て、2003年が目標期間で、今世紀中、すなわち1999年度までが集中改革期間ということになって
おりまして、この間において財政構造改革を達成するために、ほとんどの分野についてこういった
ことが盛り込まれているということでございます。この中ではＯＤＡだけに触れていますので何とな
く目立つような格好になっていますが、他の分野につきましても全体的に予算の１割カットという格
好で、むしろ全省庁の予算のかなりの部分が対象になっているということでございまして、決してＯ
ＤＡだけが理解を得られていないからカットするということではなくて、全体的に減らさなければい
けないという約束の中にＯＤＡも含まれているということで御理解をいただきたいと思います。 
○部会長 よろしいですか。 
○専門委員 わかりました。 
○委員 これからのあり方の関係で、15ページにはかなり整理してお書きになっているわけです
が、何といっても日本の場合には食料の自給率が低いし、世界中からいろいろな食料を買ってい
るわけですから、その中でどういう協力をするかということになると、主として資金とか技術の協力
にならざるを得ないという気がするわけです。そういう中で、この15ページに「備蓄米の活用方策を
検討する等」というような言葉がございまして、米があり余っているからそれを何とか食糧援助に
使えないかという声は巷にもあるし、工夫ができればそれはそれでいいと思うのですが、ここに
「活用方策を検討する等」というような抽象的な言葉になっていますが、これを本当に活用できるよ
うな知恵というか、例えばどういうことがあるのか。例えば今まで北朝鮮に米を送るとか、実際に
送ったとかそういうことは知っていますけれども、それ以外にどういう活用の方法があるのかという
ことが「あり方」として一つのポイントになるのではないかという気がしますので、その辺について
何かこれを越えたようなお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 
 もう一つは、先ほど検証のところで伺って、それは後で資料を概略的に作っていただきたいと思
うのですが、外務省がまとめられた報告書的なものでは、個々の問題点についてどこまで触れて
いるかどうかというのは非常にわかりにくいところがあると思うのです。つまりＯＤＡで、特に食料と
か農業の分野で今までいろいろ言われてきたことは、実際にそれぞれの国の流通とか、食料を蓄
えておくための施設とか、そういうものが完全に整っていない段階で世界から食料を供給されても
本当に末端まで届くのかとか、そういうところがどうもよく見えないものですから、先ほど伺ったの
はそういうことも含めて知りたいと思ったわけです。確かに行政ベースでいろいろ調べていただくと
いうことになればその辺はある程度抽象的なことにならざるを得ないという気持ちはありますけれ
ども、資金とか技術が主体にならざるを得ないとすれば、日本の仕事としてそういうところの整備
に国際協力ということのポイントを充てていくということも必要なのではないかなと、実は先ほど来
の資料を拝見しながら考えていたわけです。 
 若干の御意見を伺いたいということと、感想なども含めて申し上げたということでございます。 
○部会長 二つ問題を提起されましたが、一つは、日本の余っている米を食料の不足しているとこ
ろがたくさんあるわけですから、それの援助に使えないかということ、それは委員がおっしゃるとお
りいろいろな方々が言っておられるわけです。しかし実際には非常に難しいいろいろな問題があっ
てなかなかそれが実現しないということもかなり知られていることだと思いますが、ここにこのよう
にお書きになったのは何か新しいアイデアがおありであるのかどうか、少し御説明いただければと
思います。 



○事務局 我が国の備蓄米を活用いたしまして食糧援助をするということにつきましては、現在の
全体的な雰囲気から、ポジティブな面といいますか、積極的な面もあろうかと思いますが、他方、
費用負担の問題という点では、例えば国産米を活用いたしますとトン当たり30万円かかるという問
題ですとか、あるいはガット等の国際ルールとの兼ね合いの問題、さらに被援助国と申しますか、
援助を受ける側の食文化の問題、いろいろな問題が指摘されておりまして、今までもそういう意味
での食糧援助の問題は何度も何度も議論されながらやってきたという経緯ではないかと思いま
す。 
 ちなみに先ほど９ページで、御説明しましたように、平成８年度におきましては、政府米を活用し
ました食糧援助として、これはＯＤＡと食管会計の特別な負担ということで合計10万トンを17カ国に
対して行ったということを御紹介いたしております。 
このような昨年度におきます経験とかいろいろなことを踏まえながら、現在、食糧庁におきましてこ
ういう備蓄米の活用方策のための委託調査の検討会も立ち上げたところでございまして、いわば
全体的な状況と、先ほど申し上げましたプラス面、マイナス面を踏まえながらどのように考えていく
のかということは、そうした委託調査の中で今検討を進めているということで、このような文章をと
りあえず示しているということでございます。 
いずれにいたしましても、このようないろいろな検討、あるいは当部会等における御意見等もいた
だきながら、どういう方向で行くことが適当かということについてさらに検討していきたいと考えてお
ります。 
○委員 確かに国産米を使えばトン当たり30万円ですけれども、ミニマムアクセスの米を使えばそ
んなにはかからないわけですね。あれはいっぱい倉庫に余っているわけですが、今の活用という
のはそれを含めた話ですか。 
○事務局 今のお尋ねでございますが、当然そういうことでございます。今、事務局が説明いたし
ました備蓄米の活用、備蓄政府米ということだと思いますが、その政府米には当然ミニマムアクセ
ス米が入っているというように御理解いただいたらと思います。 
○部会長 この点に関連した御質問はございますか。 
○専門委員 食糧援助についてはやはり慎重に考えなければならないということがよく言われて
おりまして、ミニマムアクセスですと長粒米なのか短粒米なのかよくわかりませんが、長粒米地域
に長粒米をということであればかなり有意義になろうかと思いますが、短粒米を持って行ってもし
ようがないというような話もあります。先ほど事務局から説明があったように三つくらい問題点があ
るということで、金銭の面については国のお考えになることでしょうけれども、食文化ということを言
われましたが、今までいろいろなところに余剰農産物を持っていった場合、そこの食文化が変わっ
て、そこの地域の環境が変わって農業も変わってという非常に重要な影響をもたらしているという
こともございます。わかりやすく言えば、日本はもともとパンを食べなかったのですが、戦後の食糧
援助でパンを食べ始めまして、今は粉食が多数を占めたために米が余ったのではないかと私など
は思っておりますが、そういう面も十分考えなければならないのではないかと思います。 
 それから、ＯＤＡの予算についてですが、先ほどＯＤＡと食管の負担を合わせて１トン30万円とい
う話がございましたが、もし国際協力ということであればなぜ全てＯＤＡ予算の中でやらないで食
管の予算でやるのか、そこが少し不明瞭な気がするので、私はどちらかというとＯＤＡ予算でやっ
たらいいのではないかなと考えております。 
○部会長 最初の方の御意見は食文化に関係する話ですが、後の方の予算の区分については
どなたか御説明いただけますか。 
○事務局 実際に８年度で10万トンということでやっております。ＯＤＡの予算と食管の方と両方で
負担をしているわけでございます。ＯＤＡ予算にも一つのルールがございまして、要するに国際的
な価格のところまで、それからフレートとかそういうものについてはＯＤＡでもつ、これは他のものも
基本的には同じような考えでやっております。要するに、国産米の場合ですと相当高いわけでござ
いますから、その分の値引き分があるわけですが、それは食管で負担をしております。したがっ
て、ＯＤＡ予算で全部もてばいいではないかというお話ですが、ＯＤＡの予算のルールというものも
ございまして、それは他のものとの関連のルールでございます。そういうことで食管とＯＤＡ予算と
振り分けてそれぞれ負担をしているということでございます。 
 御意見のように、仮にＯＤＡで全部もつということが国民的にそれで結構だということになれば良
いのですが、そうしますと、今申し上げましたように、例えば米であれば国際的な価格であればト
ン当たり２万円くらいまでＯＤＡでみるわけですが、仮に根っこから全部もてば、いわゆる援助効率
という点で非常に大きな問題が出てくるわけでございます。簡単に言いますと、値引き分は今食管
では25万円負担しております。これを全部ＯＤＡが負担するということになると、ＯＤＡで本来援助



できる部分の量が大幅に減るということになるわけです。したがって、国際的な価格のところまで
は食管が負担する、こういうルールになっているということでございます。 
○専門委員 このＯＤＡルールというのは日本国内で決めたルールですか。いろいろな製品とか
いろいろな分野にわたって日本でそのルールを決めているということですか。それとも国際的なル
ールですか。 
○事務局 私が承知している限りにおいては、仮にＷＦＰによる支援をしても同じような考え方で
対応するということになっておりますので、基本的には国際的な価格でＯＤＡなりＷＦＰはみるんだ
ということだと思います。ですから、国際的にそういう考え方で、仮に他の国が支援する時もそうい
う考え方だと思います。そこら辺は私も余り詳しくないので、後でまた調べて間違っていればお話
しをいたします。 
○部会長 今の点はよろしゅうございますか。 
○専門委員 ２点ありまして、１点目は今専門委員から御質問になったので、もう１点の方です
が、今年も多分豊作になるだろうと思うのですが、我々、食料問題をこうして皆さんと一緒に考え
ていますと、ある意味でまた大変だなという気がするわけです。備蓄の問題との関連になります
が、備蓄は今の段階でこの辺までという一つの限界があると思います。そうしますと、余ったお米
をどうするかということになりますとどうしても今の価格での処分はできにくいだろうと思うのです。
そのように考えますと価格差はもう少し違うのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 
○事務局 今おっしゃられたように、自主流通米であれば価格形成センターで価格形成がなされ
ますから、需給事情を反映してこういう場合には下がる傾向にございます。ただ政府は一定の算
定方式によって買い入れておりますので、秋に来年の米の買入価格を決めるのですけれども、こ
れは当然そういう需給事情を反映するようになっておりますが、それは国際価格がどうかとか、財
政負担を大幅に縮めるようなことにはなかなかならないと思います。一方では、農業者の生産費
もみることになっていまして、それが半分、それから自主流通米の価格の動向を半分みるというこ
とになっておりますので、そういうことで、今おっしゃられたような国際価格の水準より依然高い、
大幅に違うという状況だと思います。 
○部会長 ただいまの専門委員の御質問は、政府の買入価格という問題もありますけれども、現
在、政府の手元にある米の評価額がどれだけの価値があるかということを考えると、そう大きくは
ないのではないか、そういう御意見なんですね。 
○事務局 買った米についての評価額というのは、基本的には買った時点の評価額でございま
す。それを一定の処理をする時に、つまり援助とか餌とか、そういう時に評価損を出すわけで、し
たがって、その時にはいろいろなことを考えればトン当たり30万円くらいの評価損が当然発生する
ということであります。したがって、今持っている米については基本的には買った時の価格が評価
としてあるということでございます。 
○専門委員 部会長がおっしゃったように、評価損を出さなければならないということを前提に物を
考えてはいけないのですかという意味で申し上げたわけです。 
○事務局 備蓄政府米を処理するときには当然のことながら評価損を出すという前提で考えざる
を得ません。そのときにはトン当たり30万円の評価損が出ますから、仮に10万トン処理すれば300
億円の評価損になり、これは結局、食管会計の赤字を膨ませるということになりまして、それは国
民の税金で最終的には補填をしていただく以外にないということになるわけです。 
○部会長 ただいまの点はよろしゅうございましょうか。大体御質問とお答えで状況は明らかになっ
てきたと思いますが。 
○専門委員 意見としてちょっと申し上げたいと思います。先ほど委員がおっしゃったように、日本
が物で外国に支援をするとするならばやはりお米しか考えられないわけで、常に日本は何かある
時にはお金を出して人も物も出さないというような批判を受けるようですから、そういう意味で言う
と、出せるのですから出すべきだというように我々は率直に考えるわけです。その時に、確かに障
害はたくさんあるのですが、障害を言っていますと出なくなりますから、障害を一つずつ越えていく
には、どうせ評価損を出さなければいけないのだったらその金額でむしろ援助してあげた方がい
いのではないか、お金だけで言うならばそうなるのではないかなと思うわけです。 
○部会長 お米の関係は他によろしゅうございますか。 
○専門委員 日本は世界中からいろいろな食料を輸入しておりまして、一方で８億余の人が飢えて
いるということで、やや胸が痛いという話になるわけでございます。先進国として応分の食料支援
をやっていく必要があるということは共通の認識ではないかと思うのです。その場合、金だけ出し
てあとはよそで適当に調達してやってくださいというやり方自体がいいのかどうかということです
ね。被援助国からどういう評価を受けるかという問題等もございます。日本で現実に米が余ってい



るわけですから、先ほどから縷々御説明がありましたように、国際的な条約の問題、あるいは価
格差、援助効率の問題等々あるわけでございますが、そこは、ここに「備蓄米の活用方策を検討
等」云々と書いてありますように、何とか知恵がないものか検討して、ぜひそういう方向に進めても
らいたいなと思うわけです。 
 さらに付け加えますと、やはりそれぞれの国ができるだけ自給していくということが食料問題の
大きなポイントだと思うのです。そういうことに絡んで、今も実施している人による農業生産の指導
なり、技術・ノウハウの移転とか、それぞれの国の食料自給が発展していくような施策も講じてい
かなければいけないと思うわけでございまして、いずれにしても金だけで全部済ませようという気
持ちはあまり好ましくないのではないかなと私は思います。 
○委員 国際協力という問題、これは農業に限らず、持てる国が困っているところに援助するとい
うのは筋としては大変立派なことであり、国際的にも日本は非常に要求されている立場だと思いま
す。しかし現在の財政状態から考えますと、先進国の中で日本は最悪の財政状態であるというこ
とから、ＯＤＡを含め全体的な見直しに入っている、そういう大きな流れの中で、やはり農業につい
ても食料についても見ないといけないと思います。  
 もう一つの点としては、ＯＤＡはお金を差し上げるということだけであれば、今の財政問題というこ
とで絞らないといけないという観点しか出ないわけでありますが、それが技術とか商品とかサービ
ス、食料は商品とみたらいいのではないかと思いますが、そういう現実の物を介して国際間の協
力をしていくという場合は、こちらが提供する物とかサービス、技術、そういうものが国際的に優位
でないともらう方も変なことになるわけですね。自分達より効率の悪いところ、自分達より技術的に
劣るところから援助をしてもらうというのは理屈に合わないことだろうと思うのです。 
 ですから、高い商品しか作れない日本の農産物を製品として援助をするということは、世界的な
経済行為としては最も効率の悪いことをやっているということになりますし、人の派遣とか技術の
提供ということも、国際的に見て極めて高いものしか作ることができない日本の農業というのは、
人づくりとか農村づくり、食料づくりということでいえば、世界に技術移転なりサービスを提供すると
いうことで果たして効率的で一番いいことをやっているのだろうかどうか、そういう観点からもよくチ
ェックする必要があります。金以外のもので、農業に関連する商品、サービスで果たして国際的に
通用するものがあるのかどうか、私などビジネスをやっておりますと、今までの議論をお聞きして
いまして非常に不思議な感じがいたします。 
 もう一つ、それとの脈絡の中で備蓄米の問題でございますが、備蓄米というのは世界で最も高
い米なわけです。そして損失を出して援助をする、そういうことを続けていった結果、最後は援助
のためにやはり備蓄米が必要だという逆の論理がもし出てまいったとすると、それをこんな高いも
のを続ける一つの大きな理由にされたのでは国民から見ますと非常に困ったことだということにな
りはしないかと思うわけです。そういうことで、備蓄米というのは日本国民の現在の農業政策の中
で必要になったものであって、ＯＤＡとか国際協力とは切り離して考えるべきではないか。被援助
国から見ますと、日本のお米をいただくよりもお金をちょうだいして、それで欲しいところから食料
を買ってくる、それで日本に対して「サンキュー・ベリマッチ」ということが最も効率的なことになりは
しないかという気がいたしまして、今までの議論を聞いておりまして、経済効率、それから日本の
農業の優位性というものを世界に持ち出せるのかどうか、その辺についてのお考えもお伺いした
いという気がいたしました。 
○部会長 今の委員の御発言の中で、特に技術の援助に関する点は事務局の方から御意見が
あろうかと思いますが。 
○事務局 技術協力の点についてだけ説明させていただきたいと思います。農業関係の技術協
力につきましては、従来は主として東南アジアの地域を重点的にやってまいりまして、最近ではア
フリカ地域にまで広がっているわけですが、これはまた次回に評価の事例の中で出てくると思いま
すが、少なくとも基本的な生産技術について言えば、日本の生産技術は世界的・普遍的に通用す
る技術が大変多うございます。また照会、要請の事例も大変多うございます。それはアジア地域
からアフリカ地域まで広がってきております。さらに、案件も広がってきておりますが、むしろ要請
に応じられないような状況になっているというのが実態でございますので、少なくとも農業生産の
基本的な技術から最近の遺伝子組換えの技術まで含めてかなり幅広い分野で極めて高水準の
技術で技術協力ができているという実態にあると考えております。具体的な事例につきましてはま
た次回にお示ししたいと思います。 
○委員 技術の絶対水準という面ではおっしゃるとおりかもしれませんが、やはり農業も一つの産
業という見方をいたしますと、コストパフォーマンスということだと思うのです。そういう意味で、日本
の技術がそれほど高いのであればなぜ日本の農産物がそんなに高いのか。ですから、絶対的な



技術ではなく、今日のお話は世界の経済協力でございますから、経済協力として最も効率的な技
術提供ができているかどうか、そういう評価でないと、絶対的な技術は世界一であると言っても、
物すごいコストだということになると成り立たないのではないかと思うわけです。 
○事務局 日本の技術が劣っているからコストが高いとか生産性が低いということではないので
はないかと思っているわけでございます。今お話があったように、私は恐らく日本の農業技術とい
うのは相当高い水準ではないかと思っております。例えばお米づくり一つにしても高い技術を持っ
ているのではないかと思っております。ではなぜ生産性が低いのか、コストが高いのかということ
につきましては、前からもいろいろと御説明しているかと思いますが、まず地価が非常に高いと
か、規模の利益がなかなか出ないような小規模生産をしているとか、あるいは農業生産資材の問
題、その他エネルギーとかそういうコストの問題とか、そのようなもの全体を含めての問題がある
のではないか。そこは技術だけが大きく影響しているということではないのではないかと思ってい
るところでございます。 
 もう少し詳しく資料によって御説明した方がいいということであれば、また御説明したいと思って
おります。 
○部会長 これは先ほどの委員の御発言の後半の部分にも関係いたします。委員の御発言は、
日本の政府としての公式の評価は多分外務省の文書等でまとまっているのであろうけれども、食
料・農業、あるいは農業技術関係の援助について、農林水産省としての意見、考え、評価もあろ
う、それを少しでも聞きたいと、大体このようなことだったと思いますので、今の委員の御意見とも
関連しまして、日本がこれまでに行ってきた、かつ現在も行いつつある食料・農業関係の技術援
助なり協力について農政当局としてはどのように見ているのかということも、外務省の文書にこう
書いてあるというだけではなく、少し御意見をいただければと思います。 
○会長代理 今の話に関連して、この数字なんですが、専門家派遣、研修員の受入れというのは
政府直接、もしくは政府関連の機関から出ている数字だけだと思います。これはなかなかつかみ
にくいと思いますが、私どものような小さな県でも随分受け入れています。かなり出してもいます。
先ほどの委員の御意見とも絡むんですが、高いものしか作らない日本の技術、言葉じりをとらえる
わけではありませんが、我々、一生懸命農業を心配している者にとっては大変頭の痛い発言であ
りまして、事務局が言われましたように、労賃が高いとか地価が高という日本の現実を踏まえた結
果がそうなっているわけです。ですから、そういう労賃が低くて地価が安いところへ日本のすぐれ
た技術が入っていけば、その国では大変安い農産物ができるということにつながるのは間違いな
いわけでありますが、今はまだそんな段階ではございませんでして、稲はどうやって植えるのかと
か、そういった極めて技術的なこと、ここに水を持ってくるためにはどこにかんがい施設を作らなけ
ればいけないかというようなことを県の職員まで中国などへ行って教えているわけです。そういう
段階なので、近代工業同士の技術移転みたいなきれいな話にはまだまだなっていないということ
をぜひ御理解いただきたいと思います。 
 県の方も行っていますが、市町村単位で行っているところもありますよ。なかなかつかみにくい
のでしょうけれども、そういうことがもしわかればと思います。もしわからなかったら結構ですが。 
○事務局 今おっしゃったように、各県、あるいは市町村の方々が直接先方の国々と技術協力を
する場合も多々ございます。そういう数字はなかなかつかみにくいんです。国ないしＪＩＣＡが行うプ
ロジェクトで、国家公務員、あるいは研究機関、さらに県の職員の方にお願いをしてプロジェクトの
中に入っていただく場合もございます。そういう国のプロジェクト関係で入っていただいた方の数字
はこの中に含まれておりますが、直接協力をされている場合もございます。お示しした数字の中で
も、例えば平成７年度において、専門家は全体で526人派遣しておりますが、その中で県の職員の
方、地方公務員の方は17人入っております。そのように県の方にお願いして行う場合もございま
す。ただ、それの枠を越えて県と直接先方の国々、あるいは先方の省との間で協力関係ができて
人を派遣するという場合もままございますが、そういう方々の数字はここには含まれていないとい
うことでございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。それでは、お待たせいたしましたが、どうぞ。 
○委員 私は難しくてよくわかりませんけれども、ミニマムアクセスの問題なのですが、ガット・ウル
グァイ・ラウンドでミニマムアクセスを受け入れた時のことは、外国米を買わされなければならない
立場で、米が余っていて、しかも外米の安い部分を援助に回せないとかいろいろ制約があるという
のはいかにも矛盾していまして、世界的に食料が不足するということで、世界食料安全保障のた
めのローマ宣言まで出しておりますが、日本の実情をもう少しよく説明すればある程度わかってい
ただける分野があるのではないかなと思うのです。日本の場合は減反してもこれだけ豊作、うれし
いことなのですけれども、潜在能力はすごくあるわけですね。そういうことで、持っているものをよ



そに回せたらいいと、今余っているから簡単におっしゃるけれども、本当は各国、特に穀物、主食
に当たるものは自国で賄うのが基本だと思うのです。経済効率だけを追いかけて、世界の市場で
自由に安いものをみんなに豊かに渡るようにするということになると、とても日本には農業は残っ
ていかないと思います。私は農業をそのようにとらえておりません。やはりできるだけ自分の国の
ものを、今までの食文化を大事にしながら食べていく。そしてお互いに贅沢の部分というか、余剰
の部分を売り買いしていくことはいいことなのですけれども、根本的には、最低飢えないで済むと
いうところのものはどの国も自給するように努力する。ですから、技術協力なりそういうことで教え
てあげて、自国で立っていけるようにするということが大事なことだと考えております。 
 これからまたウルグァイ・ラウンドの見直しがございますが、そういうところの論議は余り聞かれ
ないのですが、あの時関税化した方が良かったんじゃないかと、２～３年たってからそんなお声も
聞かれたようですけれども、そういうところの論議はどういうところでなされているのか。日本では
これだけたくさん作れるのにどうしても輸入しなければいけない、しかもそれを自由に自分で使え
ない、何ともおかしな話だと思っておりますので、お答えいただけましたらよろしくお願いします。 
○部会長 今の委員の疑問は多くの人の疑問だと思いますが、どなたか事務局の方でお答えなり
御説明なりいただけますでしょうか。 
○事務局 まずウルグァイ・ラウンド関係でございますが、ウルグァイ・ラウンドにおきましては、一
つの国のマーケットに参入する機会を与えよというのが輸出国側の主張でございます。その中
で、いわゆる関税化を行う場合も低い関税で入れるだけのチャンスを与えろということで、それが
一定率になっていたわけです。我が国の米の場合はその関税化を行わないという措置を取りつ
つ、なおかつその機会を与え、その機会を与えるパーセンテージが一定の率で決まっております。
したがいまして、それを食管の中で買って、それが日本にマーケティングできるような機会を与え
ているわけです。ただし、その機会を与えるということでございますから、買った価格で右から左へ
売るわけではございません。マークアップという一定の差額を徴収した上で、それで売る機会を与
えるということでございます。 
 その機会を十分与えた上で、なおかつ余るのは、外国産米に対する嗜好がそれだけないという
ことでございまして、それが備蓄というか、余剰というか、在庫に残っているというのが現状でござ
います。どうしてもそこのところが残って今の状況になっているというように御理解をいただきたい
と思います。これは残念ながら関税化をしないという形で食管で全体をコントロールしている関係
上、単なるチャンスは与えるのですが、食管で買ってチャンスを与えなければならないためにそう
いう状態になっているということでございます。 
 次に、そこの部分に対する議論がどうなっているのかというお話でございますが、この件につき
ましては、非常に厳しい交渉を行うことになります。その交渉の時期は、ある程度ウルグァイ・ラウ
ンドの実行の状況を見つつ、2000年から交渉を開始するということになっている関係上、具体的に
細かい議論はまだ展開されておりません。ただし、いろいろな国際機関の場で、先ほど御紹介が
ありました食料サミットとかＯＥＣＤの場というところで、今の世界の食料全体のあり方という関係で
いろいろと議論をしている、我々もその点について主張すべきはしているという状態でございます
が、本当に国際的にそこに問題を絞った形での議論はもう少し後になるだろうと考えております。 
○専門委員 前のことを言っても仕方がないと言われそうなのですが、私ども消費者も、先ほど委
員が言われたように、要らないんだと言っていたわけですね。日本の米が食べたい、それなのに
食管で買って機会を与えたんだという。これは国民としては何とも納得いかない話でして、そのよ
うになってしまったのだから前のことは言うなと言われてもどうしても言いたくなってしまうわけで
す。そして今年は500万トン近く余るんだと言われていて、それも余りにも高過ぎて国際協力にも使
えないということで、そういう納得がいかないことを国がやられますので、私達も、あんなことをする
のだったらもう知らないよ、税金を農林水産予算に使うのは嫌だよということになると思うのです。
だからそこを十分考えて、この備蓄米というのはうまく使っていかなければならないので、二度とこ
んなに余らせないようにしていく必要があると思います。 
○部会長 事務局の方で今の御発言に対して何かございますか。 
○専門委員 意見でございますので。 
○部会長 まことにごもっとも意見のようでございまして。 
○委員 でも、備蓄米は５年の不作の時に、どうしても日本のお米が食べたいのに日本のお米が
不足したわけでして、国民も備蓄をして欲しいということを言ったと思うので、国民はその備蓄米を
少しずつ食べる責任があると思います。ミニマムアクセスとは別です。でも備蓄米は食べる責任が
あると思いますので、なるべく買いやすいように、５キロではなくて２キロにしていただきたいとか、
１キロ袋も出していただきたいとかお願いしているわけです。この前、外国米が食べられないとい



った時に１～２割まで入れてもどうにか食べられたのだから、備蓄米は国産米で、しかも低温で味
を損ねないように保管してあるので、２割くらい入れても結構わからないで食べられるというように
一生懸命宣伝しているところなんです。特に若い人達はお米の味を余り吟味しませんので、何も
わからないで食べるそうです。 
 ただ、備蓄米は古米だ、古々米だというので、昔のかびの生えた古米、古々米が頭にあるもの
ですから、名前で損をしているというところもあるので、せっかくお金をかけていて、味の変わって
いないお米であるというのでしたら、なるべく味の変わらない時期に、ということは真夏ではなく涼
しい時期に出しておいしく食べられるようにしていただきたい。備蓄はやはり必要だということで整
備していただいたので、最低150万トン持っておくことは今でも私どもは必要だと思っております。
それはミニマムアクセスの部分とは切り離して考えております。 
○専門委員 言い訳をさせてください。私は備蓄米は要らないと言っているわけではないのです。
私はあの時あんなに騒ぐ必要はなかったというように思っているのです。足りない、足りないって
騒いだけれども、少しぐらい我慢したって良かったのにとよく言っているのですが、これは消費者
側にも問題があったと思っています。ですから、備蓄米の制度自体を否定しているわけではなく
て、今みたいな過剰にならないように量をうまくコントロールしながらやっていかなければ、また国
民的な批判が盛り上がるのではないかということを申し上げたかったわけです。 
○事務局 今、過剰、余剰という御指摘がありましたが、これの一番大きな背景はお天道さまなん
ですね。平成５年の大不作の後、平成６年は作況が109、平成７年が作況102、平成８年が作況
105、今年の９年産も、８月15日現在では作況が102ということです。今の時点で100を超えている
場合にはまず横ばいか上向くかどちらかというのが過去の事実でございます。したがって、まず４
年連続の豊作ということが見込まれているわけでありまして、そういうことで、備蓄も相当積み増し
をしている、それから調整保管もしているという状況で、その部分が需要量を上回っているというこ
とになるわけでございます。 
したがって、そこの御理解をきちんとしていただきたいと思います。 
 もう一つは、お米の大事さということは皆さん強調されるのですが、現実の問題としてお米の消
費は減っております。この問題が日本の稲作の非常に大きな悩みなのです。要するに、仮に平年
作が続いても、一定期間たつと需要と供給の間のバランスを崩すことになる、供給が需要を上回
る、需要が減っていますから当然そうなるわけです。そこのところが日本の稲作の一番悩ましいと
ころでして、それにこの４年間続いた豊作ということでございます。そういう状況であるということを
基本的に御理解いただきたいと思います。 
○部会長 大分米の議論が続きましたけれども、他の分野に関しましても御意見のある方、どう
ぞ。 
○委員 これからの考え方として、基本的な問題をまとめる時に、国際協力は日本のためでもある
と。つまり世界各国から食料を輸入しなければならない、それはいろいろなことを考えて、自給力
の向上というか、そういうことに努めなければいけないけれども、いずれにしても世界各国から買
わなければいけない日本として、国際協力というのは日本のためでもあるのだという考え方を浸
透させることができれば一つのポイントになるのではないかと思うのです。日本のためになるとい
うのはどういうことかというと、将来、仮に途上国で肉食が増えて穀物の需要が増えたりした時に、
日本がそれと競争して買わなければいけないというようなことをなるべく減らすために、各国が、特
に途上国においてもある程度自給力を上げていくということを日本の力で今のうちから努力をして
いくという視点が取れれば、少し説得力が出てくるのではないかと思うのです。 
 そのために何をしたらいいかというと、今まで資料の中でいろいろ御説明いただいたこともありま
すけれども、非常に基礎的な技術協力、しかも非常に大事な技術協力、例えば、これは実際にど
うなっているのかというのは詳しく知らないのですが、アジアとかアフリカなどの食料生産の基盤で
ある土壌の調査とか研究をするために、日本の力でどこかにきちんとした研究所みたいなものを
作って、何年かかかるかもしれないけれども、やってみる。それによってそれぞれの地域の肥沃度
みたいなものもわかるし、それぞれの地域が食料生産の基盤としてどのように維持していくかとい
うこともあるいは助言できるかもしれない。もちろんこれは各国の都合もあるし、それから自助努力
ということも大事ですから、日本だけが勝手にというわけにいきませんけれども、それぞれの国な
り機関なりと協力して、そういうプロジェクトみたいなものをやっていく。 
 その対象はとりあえずはアジアがいいのか、アフリカがいいのか、それはわかりませんが、先ほ
ど平成10年度で特にサブ・サハラの地域を重点にして行っていくという御説明がありました。これ
ももちろん大事なことだと思いますが、量から質へ転換するのであれば何かそのようなプロジェク
ト的な発想をしていく、そのことが長い目で見れば日本の食料のためにもなるのだということを訴



えられればいいのではないかという気がしているのです。 
 それからもう一つは、国際協力というと誰もそんなことをする必要はないなんて言う人はいないと
思うのですが、日本の場合には、先ほども申し上げたように、かなり贅沢な食生活をしています
が、食料そのものは相当海外に依存している一方で、米だけは400万トンくらい余るという状況の
中で、これはこの部会の議論になるかどうかわかりませんが、直接そうではないかもしれません
が、他の主要な食料も作るという基盤を作ることが、贅沢三昧をしているのだから国際協力はして
もいいのだけれども、しかしその材料は外国から買ってくるというのは何だかおかしいのではない
か、そういう構図を気持ちの上で是正することになるのではないか。 
それと併せて、よく我々がパーティーとか何かでたくさんの御馳走を残したものを前にして、世界で
食べる物がなくて悩んでいる人がいっぱいいるのにここではこんなに余っているという雑談をする
ような発想、つまり、我々は我々自身の限られた食料を無駄にしないとか、そういう姿勢が基盤に
ないと国際協力とか何とかといっても何か迫力がないというか、説得力がないということではない
かという気がしますので、その辺の気持ちの整理もしていかないと、ただ国際協力という誰も反対
できないようなことを掲げて議論をしても、やや中途半端というか、つまり半分の側面しか主張でき
ないのではないかという気がしております。 
○委員 今の国際協力から少し離れてよろしゅうございますか。 
 前回、自給率のことで少し発言いたしまして、その間、１カ月ほどあったのでいろいろと勉強して
みたのでありますが、お米の消費が低下していることが自給率の低下の大きな原因である、これ
は数字を見れば明らかなのであります。ではなぜ低下しているかということなのですが、増えてい
るものは肉とか油ということになるわけですが、食生活がそのように変わってきたからだということ
になるわけですが、お米だけのことを話しているとジレンマの中にはまり込んでしまうのではない
かと思うわけです。事務局からも、需要があって生産拡大の可能性があるのは小麦と大豆である
というようなお話も聞いているわけでありますけれども、日本の食文化は大切であるということもあ
りますが、現在の日本の食文化はお米だけではないと思うのです。既に小麦とか、小麦に関連し
て、肉とか油が入ってきて今の日本の食文化ができている。ところがお米のことしか議論をしてい
ないというところに現実から目をそらしているような気がするわけです。 
 ですから、例えば前回お米が足りなくて、手当てしたけれども、それだけお米が必要なかった、ど
うしてそういうことが起きたとかというと、他のもので間に合ったからなんですね。そのような需要
の構造に合わせないで農政を考えるということが問題ではないかという感じを強くしているわけで
あります。今、委員からお話のございましたロスの問題とか、あるいは新しい栄養バランスの問題
とかいろいろあると思うのですが、それはそれとして、お米だけに集中して議論するのではなくて、
もう少し別の可能性を追求してはどうか。お伺いすると小麦とか大豆は大変補助していると言いま
すけれども、お米の方は国際価格が２万円で、実際には30万円しているのでこれは大変な補助に
なっているわけであります。 
 そのようなことから考えてみると、その他のものの可能性を追求していくことによって、御努力くだ
さっているのだと思うのですが、では本気になって補助しているのかということになると、そこは少
し検討の課題になるのではないかなと、実は私はこの１カ月間考えましてそのような感じをいたし
ております。 
自給率がどうかというようなことを考えると、自給力ということが問題であったり、いろいろあるよう
でございまして、数字を申し上げることはなかなか難しいのでありますが、平成７年12月の「農産
物の需要と生産の長期見通し」というのがあるようでございまして、それでは平成17年が平成４年
と同じ食料自給率のレベルを保つ見通しということで、ここでは44～46％のことを言っておられるよ
うでございます。50％と申し上げましたが、果たしてそういう可能性があるかということになると非
常に難しいということがよくわかりました。しかしながら、私はどうしても最悪の事態に対応できる
可能性を追求すべきであり、それにはお米だけに頼っていてできるわけではないのではないか、
ですから、あらゆる手段を駆使してそれを考えるべきではないかということを考えております。 
○会長代理 私、今まで食料部会に出ていなかったものですから、議論が既にあったのかもしれま
せんが、地方で仕事をしておりますといろいろなことを考えさせられます。自給率論議というのも大
変大事だと思いますが、私が勉強した限りでは、今の自給率というのは結果としてのパーセンテ
ージでありまして、好きなものを好きなだけ入れて、好みに応じて食べる、その結果としての自給
率ということのようです。そういう自給率の数字をさらに幾らに上げるかという議論はそれほど意味
がないのではないか。そうではなくて、今、委員が自給力とおっしゃいましたけれども、あるいは潜
在的な自給率といいますか。 
 私、前にも申し上げたかもしれませんが、ゴルフ場を作るという開発申請がたくさん来ます。その



ときに知事は何の権限もなくて、形式的には知事が許可するとなっていますが、法律的には許可
せざるを得ないのです。法制自体ももちろん問題ですが、それはさて置きまして、バブル時代に栃
木県でも随分ゴルフ場ができました。こんなにできたら共倒れだからやめなさいと言うのですけれ
ども、申請をしてきて、こちらがグズグズしていると、訴えるぞという話になって、結局は許可せざ
るを得なくなるわけです。 
ところが案の定、今、共倒れに近くなって幾つかのゴルフ場は恐らくつぶれていくでしょう。ああい
う時の資本の論理の怖さというのをしみじみ知るわけですが、そういうときに、これだけ山を削って
それほど必要もないゴルフ場を造って後でどうなってしまうかわからない、しかし、考えてみればこ
れは税金を１銭も使わないで農地開発しているんだ、何かの時にはひょっとして役に立つかもしれ
ないと、自分で自分を慰めて私は判を押しているのです。そういうことからいきますと、いざという
時の自給率論議というとどうかと思いますが、花畑を半分穀物に切り換えたらとか、大変な時に
は、法律でも作っていもを植えろというようなことを言えば、今のパーセンテージがどれくらい上が
るのかよくわかりませんが、そんな議論も一つあっていいのではないかという気がいたしておりま
す。 
 もう一つは、会長も、そんなに長い期間を想定して議論してもいろいろ問題があると言うのです
が、県としていろいろな仕事をさせられていますと、あらゆる仕事で今一番頭に浮かぶのは、こん
なことをしていたってあと50年たてば日本の人間は２割減ってしまい、あと90年たったら6,500万
人、今の人間の半分に減ってしまうということです。この歴然とした数字が現実でありますから、
2007年をピークに日本は急速に人口が減りだして、二千四十数年には１億人を割るということは
間違いないわけでしょう。そういう人口の変化が今行われている食料自給率論議にどういう影響を
及ぼしているのかというのは議事録を拝見した限りではどこにも出てこなかったので、そんなことも
御検討いただければという感じがいたしました。 
○部会長 どうもありがとうございました。それでは会長、どうぞ。 
○会長 今日お話を伺っていて、人間と時代というのはよく似ておりまして、人間が若い時はいい
ことばかり見るんですね。青い山脈とか、そういういい面だけが目につくのです。人間年取ってきて
お迎えが近くなってきますと、ちょっと胸がゼイゼイするのは肺癌の前兆ではないかとかいろいろ
悪いことを考えます。今の日本がそうではないのかと思います。ちょっと米が余ればまたワ～ッと
騒ぎますし、米が足りなくなったらまたワ～ッと騒ぎますね。悪い点ばかり見ているところがあるの
ではないかという気がします。今、自給率42％というお話があって、大変だと、こうなるわけです
ね。 
前にも私は申し上げたんですが、要するに外国から何も来なくても食べていけるとするとどういう
図が描けるか、今のゴルフ場を農地に転換するなり何なりそれを一遍やってみる必要があると思
うんです。ここまでは食べられるとなったら最小限の安心ができるので、そういう研究はぜひ必要
ではないかと思うんです。とにかくフル動員して、日本だけで食べていくには何ができるか、この間
は米と塩と鳥くらい食べられるかという話をちょっとしたんですが、もっと他にも食べられるかもしれ
ないので、ぜひそれはお願いしたいということが一つ。 
それから、日本の農業の技術が優秀かどうか私はよくわかりませんが、きめの細かな農作業は世
界一だと思いますね。まさに園芸的な農業をやっているわけで、したがって、ブドウでも白桃でも丁
寧に撫でさするようにして紙にくるんで、よけいなことのようにも思いますが、芸術品のようなもの
が確かにできているわけで、あのきめの細かさが日本の米なら米の収益性を高めていることは事
実だと思うんですね。東南アジアは同じ水田耕作の地域だからいいんですが、アフリカなどだった
らああいうきめの細かさはどうなってしまうのかなという感じはございます。アフリカと東南アジアは
必ずしも一様には議論できないのではないかと思いますが、気候条件が割と共通しているところ
で、私たちなりのきめ細かな感覚というもの、人も積極的に派遣して、勤労意欲からきめの細かな
配慮まで、そういうものも教えていく、それは大いに貢献できるのではないかという感じがします。 
私、見ておりますと、日本人はアフリカについては心の波動みたいなものは動かないんですね。余
り遠過ぎるんですね。ヨーロッパは自分の家の庭先みたいな感じで一体感で生きていますが、
我々は必ずしもそうではないので、そこは私もよくわからないんですが、少なくとも気候条件が割と
共通しているところには、我々なりのきめの細かな園芸的な農作業感覚でいけばまだまだ収益性
を上げられる、こういう貢献はできるのではないかと思いますね。 
 三つ目は、先ほど２人の委員がおっしゃったように、食生活は多様化しているにもかかわらず生
産の方は米中心であるということは確かに問題で、一番初めの問題に返りますが、多様な食生活
を実現するために日本国内で何ができるか、可能な限りぜひこれは研究していただきたいと、今
日お話を伺いながら感じました。ありがとうございました。 



○部会長 ありがとうございました。 
○政務次官 今日は第４回の食料部会に御出席をいただいてありがとうございました。いろいろと
議論をしていただきまして実のある食料部会になったと思っております。そこで、私が議論を伺っ
ておりまして感じましたことを二、三付け加えさせていただくことをお許しいただきたいと思います。
 今日はＯＤＡを中心にして資料の説明等があったのですが、私は、日本のＯＤＡというのは世界
で一番お金を使っているわけですが、国民に対しては、いろいろな面で財政的に苦しいにもかか
わらず世界一お金を出しているということをどう考えるべきかということでいろいろ考えてみたわけ
です。結局、日本は軍事的な援助をやっていない、しかし世界の中のサミットに出席している国と
して外交上の役割を果たしていかなければいけない、何でやるべきかということになればやはり経
済援助でやるしかないのではないか、その結果がこういうことになっているのではないかという感
じを持ちました。アメリカが世界中に軍事力を展開して世界の警察をもって任じているという状態を
考えますと、アメリカの国際的な支出というのは、そういうものをトータルして考えればかなり高い
ものではないだろうかと考えますので、日本もこの程度のことは経済援助に限ってはやるべきであ
ると思っております。 
 一例を申し上げますと、昨日、ドミニカ国というカリブ海の島国があるんですが、そこの総理大臣
と夕食を一緒にいたしましていろいろなお話をしたところ、このドミニカ国というのは日本のＩＷＣ、
つまり捕鯨の会議で日本の立場を大変支持してくださっているわけです。つまり科学的な根拠が
あるものなら捕鯨はある程度許されてよろしいということを発言もしていただいているわけです。わ
ずか人口７万の国でありますが、一国の代表としてそういう発言をＩＷＣの場でしていただいている
ということは、我が国にとってはありがたいことであります。 
 このドミニカ国が要望しておりますのは、観光誘致のための飛行場の建設でございまして、その
ために応分の経済援助をいただきたいんだということを橋本総理にもお願いしたというようなことを
おっしゃっておられました。経済援助、あるいはＯＤＡというのはこのような側面もあるんだというこ
とを御紹介したいためにこのドミニカ国のことについて申し上げさせていただきました。 
 このドミニカ国についてもう一つ申し上げますと、ここの最大の産業は何かというとバナナであり
まして、バナナをヨーロッパに輸出することによって生計を立てている国であるということです。ここ
の宗主国はイギリスでありますので、イギリスに主としてバナナの輸出をしているわけです。その
バナナの産業によって島民たちは生命をつないでいるわけです。イギリスがドミニカ国からある程
度保護的・優先的にバナナを輸入してくれているおかげで我々は助かっている、自由貿易のもと
においては、アメリカの近くのいろいろな島々の方が安いし、そっちから輸入した方がいいはずな
んだけれども、イギリスが我々のバナナを買ってくれているので島民が生活できるんだということ
を言っておられたわけです。つまり、自由貿易ということでやっていけば自分達の生活の糧である
バナナの生産は止めなければいけないというようなことを総理大臣御自身がおっしゃっていたとい
うことを御紹介申し上げて、そういう国もあるということを御理解いただければありがたいと思いま
す。 
 それからミニマムアクセスのお米のことについては、これはウルグァイ・ラウンドの問題で大変心
の痛む問題でございまして、あの時の経過、いきさつ、私どもも深くかかわりまして非常に辛い思
いをしたわけでございまして、なろうことならこういうことはなかった方がいいんですが、しかし国際
関係を考えればやむを得なかったことであります。今、ミニマムアクセス米を数十万トン輸入いたし
ておりますが、この中で気がつきますのは、アメリカとかオーストラリア、それから中国も入ると思
いますが、日本という国は米の市場においては非常に魅力的な市場であるという認識があるわけ
でございまして、そこへ自分たちの生産した米を売っていきたいという願望が非常に強いわけでご
ざいます。ただし日本では、これは世界的には主流ではありませんけれども、短粒種の米が日本
人の好みであるので、日本の市場に売り込むためには短粒種を生産しそれを持っていかなけれ
ばならないということで、ミニマムアクセス米として我々が買っているものは短粒種が主流になって
いるはずであります。これは食糧庁長官が詳しいと思います。 
 そこで短粒種というのは世界的に余り好まれないものでありまして、それを経済援助に回してい
くということになると意外と世界の需要が少ないわけでございます。そういう意味で、非常に経済援
助のしにくい、あるいは再輸出のしにくい短粒種をミニマムアクセスにおいても持っているというこ
とでございます。おなかの減った国々はそんなこと言っている暇はないはずだというようにも思い
ますけれども、どうせ食べるならばお金でいただいて自分たちの好きな長粒種を買ってということ
を考えるのは普通のことなんだろうと思うんですが、そんな状態になっているわけでございます。し
たがって、米における経済援助というのは、日本が持っている数百万トンのお米がいつでも引き取
ってもらえる状態かというと必ずしもそうではないというように私は認識しているわけであります。 



 それから、生産費に関するお話が出まして、これも私は頭の痛いところでございまして、実は先
ごろ諌早のムツゴロウの問題で他の政党とやり合ったわけでありますが、あそこで1,500ヘクター
ルの農地を造ろうということを最終目標にしております。その是非はともかくといたしまして、1,500
ヘクタールの農地があったらアメリカ並みのコストの米や麦ができるのではないかと考えまして、
事務局に検討していただいたのでありますが、実はできないのであります。それはなぜかという
と、土地代とかそういうこともありましょうけれども、肥料とか農薬のコストを調べてもらいましたら、
アメリカの生産費の中における肥料、農薬のコストと、日本の農家が現在使っている肥料、農薬の
コスト、これは全農等を通じて大量に買いつけているわけですから、かなり規模の大きい需要があ
るはずでございますが、実は10倍以上の単価になっているということでありまして、それだけのも
のを投入しているということはどうしても高くなるわけであります。そこのところは少なくとも１.何倍
とか２倍とかというところへもっていけないだろうか、その上でどうなんだろうと、我々はこれはコス
トの面で研究をしていく課題だろうと思っているわけであります。いずれにしても高いということであ
りますので、安くするように努力していかなければならないと思っております。 
 それから、現在の悩みは、数百万トンの余剰米があるわけでございますが、先ほど食糧庁長官
が説明申し上げましたように、生産の調整というのは非常に難しいのであります。平成５年の作況
指数が非常に低く、74という指数であったわけでありますが、その時に慌てふためきまして、ありと
あらゆる手段を使って増産体制を取ったわけです。その慣性といいますか、イナーシアといいます
か、それがずっと続いたまま今日まで来ています。生産者にとってみれば、ある時は作れ、ある時
は減らせ、こういうことはなかなかできないわけでありまして、少なくとも３年間は作付面積は固定
してもらいたいというのが生産者側の意向であるということも勘案しつつ、この秋に党内で、この生
産調整の問題を含めましてこの余剰在庫をどうするかということで検討していく予定であります。 
 もう一つ、世界の大きな流れといたしまして、実はこの夏にオーストリアにまいりましてＥＵの農業
のコミッショナーをやっておりますフィッシュラーさんと２日間行動を共にいたしましていろいろなお
話をしてまいったのでありますが、ＥＵにおいてはある意味では日本以上に農業問題において悩
みを抱えているということを彼は言っておりました。つまり私を自分の家のありますオーストリアの
チロル地方、スイスの山の中のようなところでありますが、そこへ案内をしてくれまして、軍隊のジ
ープを使って、山の上でやっている酪農地帯に案内をしてくれました。そこで、実は非常に生産性
が低いけれども、こういうところで酪農をやっている農家の人達も守らなければいけないということ
をそのヨーロッパの農業委員が言っておりました。一方ではアメリカやケアンズ各国に対抗するた
めに、ヨーロッパの生産価格といいますか、単価を引き下げていかなければならないという宿題も
課せられている、したがって非常に悩みが深いということをフィッシュラーが言っておりました。 
 このチロルの山の中での酪農を守っていくということは一体どういう意味があるのか。例えば日
本においては棚田で非常に生産性の低い米作をやる意味はどの辺にあるのかということと同じよ
うなことでありまして、やはり共通した悩みがあるんだということをつくづく考えさせられたわけであ
ります。 
 こういった問題はＷＴＯの場でも議論をいたしますし、ＦＡＯの場でも議論をいたしてまいります。
そうした各地で展開されている農業をどう意味づけしていくのか、これはやめた方がいいのか、そ
れとも、それも生活の一つである、先ほどのドミニカのバナナと同じようなものが世界各国にある、
これをどうやっていくかということを国際的に意思疎通をしながら、最終的にはこの地球上の農業
のあり方を決めていく、大げさに言えばそういうことになるのではないかなと思っているわけでござ
います。 
 少々長くなりましたが、いろいろお話を聞かせていただいたことに対してのお礼と感想を申し上
げさせていただいて発言を終わります。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは時間がまいりましたので、本日はこれをもちまして終了させていただきたいと存じます。
 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用意していただいて、次回以降にでき
ましたら御提出いただければと思います。 
  
４．閉 会 
○部会長 次回以降のスケジュールでございますが、第５回を９月19日、第６回を10月17日、第７
回を10月31日のいずれも午後２時からを予定しております。次回からは会場は農林水産省の本
庁舎にあります第２特別会議室に戻りますので、お間違いのないようにお願いいたします。 
 なお、９月９日には各部会最初の合同部会が予定されていることはこれまで御案内してきたとお
りでございます。正式には改めて事務局から御案内を差し上げることといたしたいと思います。 



 それでは本日はこれで閉会にいたします。どうもありがとうございました。 


