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１．開  会      

○部会長 それでは時間になりましたので、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７回の会合を始めさせていただきます。  

２．資料説明     

○部会長 本日は、前回の部会で打ち合わせをいたしましたが、この調査会の第一次答申の重
要なポイントになると考えられます、我が国の食料安全保障のあり方というものを中心にしなが
ら、これまでの議題全体につきまして議論を深めさせていただきたい、このように思っております。 

 あらかじめ事務局に、本日の部会における議論の参考に、これまでの議論の概要と、それから
食料政策に関します各界からの提言等がございますが、そういうものの内容を整理していただい
ておりますので、これを最初に御説明いただきまして、その後、皆さん方の間で御自由に御発言、
議論を行っていただきたいと思います。  

 それでは最初に資料の説明を事務局の方からお願いいたします。  

○事務局 それでは「食料部会におけるこれまでの議論の概要」でございますけれども、御説明さ
せていただきたいと思います。  

 まず、１ページ目からでございますけれども、「世界の食料需給について」ということでございま
す。  

 「短期的な需給変動の可能性」でございますが、世界の食料需給は農産物貿易の特殊性等から
そもそも不安定な側面が強いわけでございますが、今後は生産構造、貿易構造がより不安定な
方向に変化するとみられることから、短期的な不安定性が増大すると見込まれる。  

 それから「中長期的な食料需給の見通し」につきましては何点かございまして、需要は大幅に増
加すると見込まれる一方、生産の面につきましては、農用地の面的拡大の制約や環境問題の顕
在化等ということで、生産拡大を図る上での種々の制約要因が明らかになっていることから、世界
の食料需給は、中長期的には、今後不安定な局面が現れ、場合によってはひっ迫することも懸念



される。  

 それから、問題がより明確に現れてくると考えられるもっと先、例えば2020年とか2030年の世界
の食料需給まで見通すべきである。  

 世界の農業開発可能地、新技術開発による単収向上の可能性、米国の生産力の見通し等各種
要因をさらに十分検討して見通すべきである。  

 超長期的見通しについては未だ不確定な要素も多いので、そのような前提で政策を議論するこ
とは合理的ではない。  

 それから「遺伝子組換え作物問題」の関係で、遺伝子組換え技術の開発については反対しない
ものの、実用化には時期尚早である。  

 遺伝子組換えによって安い農産物が輸入され我が国の食料自給率が低下することが懸念され
る。  

 今後の世界の食料需給を考えれば遺伝子組換えは必要であり、研究には前向きに取り組むべ
きである。  

 安全性が確保されるなら導入すればよい。  

 ２ページ目は「我が国の食料安全保障のあり方について」ということでございますが、まず「総
論」としては、国がいかなる場合においても国民が必要とする食料の安定供給を確保し、国民の
生命と健康を守るという食料安全保障の考え方は必要である。  

 食料安全保障問題への対応を考える際には、国際的にも通用する政策内容かどうか、それに
要するコストの負担について国民的な合意が得られるか等について十分配慮する必要がある。  

 ２番目は「短期的な需給変動への対応」の関係ですけれども、現在のような豊かな食生活を前
提とした短期的な需給変動への対応としては、国内農業生産と輸入、備蓄の適切な組み合わせ
が必要である。  

 組み合わせの中でも、特に国内農業生産を可能な限り維持・拡大すべきである。  

 国際協調の時代への移行を踏まえ、食料外交を展開することによる輸入の安定確保と備蓄体
制の整備に努めることで対応可能である。  

 短期的な需給変動への対応ということでの備蓄は重要である。  

 備蓄については、品目、水準、場所やコストについて十分検討する必要がある。  

 それから「長期的・構造的需給ひっ迫への対応」の関係でございますが、いかなる不測の事態が
生じても最低限必要な栄養水準は国内で供給できるような国内での食料供給力を確保する必要
があり、そのために一定の農地や担い手の確保等が必要である。  

 有事の際の食料確保は国家が行う危機管理対策の一環として位置づけ、必要最低限の食料を
確保する対策を検討すべきであるが、超長期的な見通しに基づく食料危機への対応については
見通し自体に不確定な要素も多いので、平時より農業技術開発と海外移転、産業としての農業確
立のための各種農業施策や優良農地の確保等を講じることを基本として、状況が著しく変化した
場合に改めて対応策を検討すべき。  

 それから「食料の自給率」の関係でございますが、現在の42％という水準では安心とは言えない



ので目標を示すべきである。  

 食料自給率は高い方がいいということについては誰しも異論はないと思うが、向上のためには
食生活の誘導が不可欠となり、実際上困難であるので、食料自給率の目標の設定には賛成でき
ない。  

 農家自身が農地を守ったり、農地を有効に利用するという努力をしないと自給率向上の主張も
説得力をもたない。  

 それから「食生活」の関係でございますけれども、需要面についてある程度誘導すべきである。  

 国が政策として食料消費をコントロールするには限界がある。  

 次は、「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」でございますが、我が国が
食料・農業分野において国際的に果たすべき役割の重要性の位置づけを明確にした上で、開発
途上国の持続的な農業生産の拡大や栄養不足人口の解消に向けて技術協力や資金協力、食糧
援助を積極的に推進していく必要がある。  

 食糧援助に関しては、備蓄米の活用方策を検討する等、その拡充につき検討する必要がある。 

 国際協力を行う場合、国際的に優位なものを提供するのでなくては理屈に合わず、そういう意味
では、例えば世界一価格が高い我が国の備蓄米を食糧援助に回すのは非効率であり、また、援
助のために備蓄米が必要であるという議論になりかねない。  

 今までの我が国のODAの効果を適切に検証し、国民に知らせることが必要である。  

 食糧援助は被援助国の食文化についても配慮する必要がある。  

 世界各国から食料を輸入しなければならない我が国にとって、国際協力によって開発途上国の
自給率を上げることは我が国のためにもなることを国民に知らせるべきである。  

 次は「食品産業政策のあり方について」でございますけれども、まず「食品産業の位置づけ」でご
ざいますが、食品産業は国民経済的にみても重要な位置づけを有しているが、食料政策上も、消
費者への食料の安定供給や豊かな食生活を支えるという点で、国内農業と並ぶ重要な役割を有
しており、また国産農産物の重要な販路ともなっているということを踏まえ、今後は、食品産業の
健全な発展を図るという視点を明確にしていく必要がある。  

 次に「原料調達問題」でございますけれども、原料調達問題は、企業存立の根幹をなす課題で
あり、国内産・輸入原料の量的・品質的・価格的に安定した供給が必要である。その改善が図ら
れない場合には食品製造業の空洞化が進むおそれがある。  

 具体的な対策としては、短期的には、農産物の行政価格を引き下げるとともに、国境措置を見
直し、中長期的な課題としては、現行の価格支持制度を原則的に廃止し、直接所得補償制度を導
入することを検討すべきである。  

 加工原料向けの育種、栽培技術の開発、生産・流通体制の整備等が必要である。  

 価格を引き下げると国内農業に与える影響が大きい。  

 価格引き下げには限界がある。また行政価格には価格の乱高下を防ぐ機能もあるので、一般論
ではなく、品目ごとに検討すべきである。  

 直接所得補償、収入保険の導入については、対象や水準について国民の理解等を踏まえなが



ら慎重に検討すべきである。  

 直接所得補償は、価格支持制度と異なり利用しない人も含めた国民全体で負担することになる
ことも踏まえて価格政策のあり方を検討すべきである。  

 次のページでございますが、食品産業の「合理化・効率化、体質強化等」ということでございます
が、まず、食料を消費者に適正な価格で供給するという観点からは、農業に限らず食品産業にお
いてもそのウエイトの大きさを踏まえた合理化・効率化が必要であり、また、その体質強化も急が
れる。  

 食品産業は国民の健康と食文化を担っているという責任があるということを自覚し、単に消費者
の嗜好に対応するのでなく、鮮度の良いものや安全性の高い食品を供給すべきである。  

 食品産業にとって技術開発は重要な課題であり、公的試験研究体制について、食品加工のため
の技術開発をさらに強化する必要がある。  

 情報化や安全性は重要な問題であるので国の関与が必要であり、その支援は関係省庁が協力
して行うべきである。  

 食品産業対策として実施しているものの中には役割を終えたものも多いのではないか。今後は
重点化すべきであり、その場合のポイントは価格、安全性（品質）、リサイクルである。  

 それから「環境問題」の関係でございますけれども、環境への負荷の軽減を図るため、食品産業
においても、廃棄物の減量化、リサイクルを一層推進する必要がある。  

 食品産業が排出する有機廃棄物については、コンポスト化を検討すべきである。  

 それから「卸売市場」の関係でございますけれども、卸売市場は、非常に重要なものであるが、
消費や小売が大きく変わってきている中で、そのあり方も変わっていく必要があり、大口需要の増
大に伴う安定取引の要請に対する取組み、取引慣行の改善、情報発信機能の強化等の課題に
ついて検討する必要がある。  

 卸売市場をめぐる情勢は大きく変化しており、現在の法制度の枠では律することができなくなっ
ているので、市場の改革は緊急の課題として対応すべきである。  

 ７ページ目は「消費者関連施策のあり方について」でございます。  

 まず「総論」でございますが、国民は暮らしと生命について安心を求めており、これを国の基本政
策に据えるべきである。  

 それから「食品の規格・表示」の関係でございますけれども、色々な法律に基づくものがあり、消
費者にとってわかりにくいので、統一ということについても検討すべきである。  

 食品の表示等については、国際規格化が進む中で、国ごとに食習慣が異なることに留意すべき
である。  

 食品の規格・表示についての国の関与は、認証機関の審査、基準づくりにとどめるべきである。 

 食品の規格・表示については、業界にまかせるのが理想であるが、現実には国の関与が必要で
ある。  

 食品は健康に直接影響するので、国が関与する必要がある。  



 JAS規格については、弾力的運用、見直し、整理・統合が必要である。  

 加工品についても原産国表示を進めるべきである。  

 原産地や有機農産物の表示については、我が国には審査・認証機関がないことから、野放しに
なっている印象がある。輸入品に対抗する上でもしっかりしたシステムを作るべきである。  

 財政事情が厳しくなってきている中で、国の関与は極力限定すべきあり、基本的には消費者の
自己責任に委ねるべきである。  

 それから「食品の安全性」の関係でございますが、対策の一層の徹底が必要である。  

 国際整合化という名の下にずるずると国際化、規制緩和が進むことは問題であるので、何らか
の目標が必要である。  

 食品の安全性については、残留農薬等について情報提供がなされるべきであり、また消費者の
参加、合意が重要である。  

 次の８ページ目は「食生活」の関係でございますが、我が国の食生活に関しては無駄が多く、栄
養バランスの面でも問題が生じる可能性があるので、見直しが必要である。  

 健康に直結する問題であるので、国が啓発・普及する必要がある。  

 日本型食生活の啓発・普及をもっと進めるべきである。  

 食べるということは動物や植物の命をいただくことであるので、感謝して食べるべきであり、その
ような教育が必要である。  

 土に親しむことを含め、子供に対する食教育は非常に重要である。  

 国民の食生活にまで国が関与するのは適当でない。  

 各農畜産物ごとに行われている消費拡大事業については、日本型食生活指針に沿って行われ
るべきである。  

 以上が当部会におきますこれまでの各委員の議論の概要ということで、私ども事務局の責任に
おきましてとりあえず要約させていただいたものでございます。  

 それから９ページ目から13ページ目までは「食料政策に関する各種団体からの提言の概要」と
いうことで、経済団体連合会が９月18日に出されました「農業基本法見直しに関する提言」、全国
農協中央会が10月14日に出されました「第21回JA全国大会決議」、それから全国農業会議所が９
月26日に「農林水産大臣諮問に対する本答申」ということで出されましたもの、これにつきまして、
１番目の「我が国の食料政策についての基本的考え方」以下、６つの項目につきまして、それぞれ
どういった中身であるかということにつきまして、これも事務局の責任におきまして要約をさせてい
ただいております。  

 以上が資料４の関係でございますが、資料５ということで「ダイオキシン問題」、これは前回、ゴミ
の焼却等に絡みましてダイオキシンの問題ということが出ましたので、ざっと資料を整理いたしま
したので、ごくかいつまんで御説明をさせていただきたいと思います。  

 まず、１ページ目は「ダイオキシン類の特徴と生成メカニズム」でございますが、ダイオキシン類
は 210種類の異性体を持つ有機塩素化合物の総称であり、強い急性毒性を持つということで、が
ん発生との関係は無視できないというように言われているということでございます。  



 左下の方にありますけれども、その生成メカニズムは十分解明されておりませんけれども、塩素
を含む物の燃焼過程ですとか、化学物質の製造過程で生成し、排ガス等の不純物ということで環
境中に排出されるというように言われております。  

 ２ページ目は「環境への排出と人体への蓄積」でございますが、左上の方に、ダイオキシン類は
主にゴミ焼却施設及び産業廃棄物焼却施設から発生しているということでございまして、我が国に
おきます大気中濃度は諸外国に比べて高い傾向にあるということでございます。  

 それから左下の方でございますが、ダイオキシン類は食物のみならず、大気、水、土壌を通しま
して人体に蓄積され、平均的な摂取量は0.3～3.5pg、これは体重１㎏、１日当たりのpgTEQという
ことで推定されているということでございます。ダイオキシン類の許容摂取量につきましては、左下
の３行にありますように、厚生省は、一生涯摂取しても許容されるダイオキシン類の量は、体重１
㎏につきまして１日10pgTEQというようにしております。なお、環境庁は、より積極的に維持される
ことが望ましいということでは、体重１㎏当たり１日に５pgTEQということで出しております。  

 ３ページ目にその対策ということでお示ししておりますが、ダイオキシン対策につきましては、ゴミ
の排出抑制等によります焼却量の削減ですとか、適切な焼却と灰の適正処理等ごみ処理全般に
係る総合的な観点が必要であるということで、「大気汚染防止法施行令」等の改正が行われ、本
年の12月１日から施行されますが、焼却施設の構造・維持管理基準の見直し等が行われていると
いうところでございます。  

 なお、農林水産省におきます対応ということで４ページ目に簡単に御紹介しておりますけれども、
基本的には農林水産関係におきまして、園芸用の使用済のプラスチックの適正処理が問題にな
るということで、リサイクルを基本とするとともに、そのうち塩化ビニルフィルムについては焼却以
外の方法で処理するように指導を行っているということでございます。  

 また、食品関係のプラスチック製容器包装につきましては、平成12年からの容器包装リサイクル
法の対象になるということで、再商品化システムについて検討を進めているという状況でございま
す。  

 以上が部会の概要並びに前回の資料要求ということで作成したものでございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

３．質  疑   

○部会長 本日の部会は、第一次答申ということで政策の基本的な考え方をまとめる前の最後の
部会でございます。具体的に申せば本年最後の部会でございます。具体的な政策のあり方につき
ましては、この第一次答申を踏まえてさらにまた本部会で議論を深めていくということになりますの
で、本日は第一次答申に向けて政策の基本論、基本的な考え方ということに焦点を絞って議論し
てはどうかというように考えておりますが、ちょっと最初に時間をいただきまして、これまでの御議
論を私なりに若干整理してお話しさせていただきたいと思います。  

 まず基本的な問題認識でございますけれども、農業基本法及び食料・農業・農村に関する基本
政策の見直しを検討するというようなことになってきました大きな理由の一つは、現行の農業基本
法において食料政策という観点が欠落しているということがあるかと思います。現在の状況のもと
におきましては国民的な見地、つまり農村ないし農民というような立場だけではなくて、国民全体
の見地に立ちまして、国民が必要とする安全、良質な食料を安定的に供給するために食料政策を
確立するということが必要になってきているという点が共通の認識としてあると私は考えておりま
す。  

 特に本部会での重要な話題であります食料政策ないし食料の安全保障という問題は、農業、農
村、農民というような観点からの問題ではなくて、国民全体、国全体の観点からの安全保障の問



題である、そういう観点からの政策の基本方針というものを確立する必要がある、こういうことであ
ろうかと思います。  

 こういうようになってまいりました背景でございますが、所得水準が向上しまして日本は非常に豊
かな食生活を実現しているわけでございますけれども、30年ないし40年以前と比べまして国内の
農業生産だけではその食料を供給することは困難になってきまして、自給率という数字でみますと
非常に低下しているということが第１点でございます。  

 ２番目に、これは御議論のあるところでございますけれども、世界の食料の需要・供給は短期的
にはいろんな気象条件等の不安がございますし、中長期的には今後さらに不安定な局面が現れ
たり、あるいはさらにひっ迫する可能性がある。これはグローバルな人口と資源の長期見通しとい
うようなことにも関係してくる非常に難しい問題でございます。  

 ３番目に、生活の豊かさといいますか、安心できる経済社会の実現が、つまり所得を少しでも早
く高めるという、そういうことだけではなくて、安定性といいますか、そういうようなことが国民全体
から、だんだん求められてきました。つまり、これは豊かになったからそういうふうになったというふ
うにも言えるわけでございますけれども、特に食生活に関しましては、これは食べ物が健康という
観点から見ていいか悪いかということ。それから、その極端な場合ですけれども、安全性ということ
に非常に強い関心が生じてきている。つまり食物の安全性ということについての要求が非常に強く
なっている、こういったような状況が食料政策の新しい方針を求める背景にあろうかと思います。  

 こういうような観点からしますと、食料政策は国民の生命を守ると、これは当然でございますが、
と同時に健康ということについても非常に重要な配慮をしなければならない。短期的な需給変動
や、あるいは長期的、構造的なひっ迫に備えて食料の安全保障政策というものを確立すると。つ
まり、どんな場合でも生命の維持は当然であり、かつ安全な食料を国民全体に供給するという、こ
ういう政策をどういう観点で、具体的にどういうように仕組んでいくのかということが非常に重要な
問題になってきた。  

 もう１点はもっと日常的な問題としまして食品の品質、あるいは安全性といったような、供給され
る食料の質の問題についてのやはり政策が要請されるようなことになっていると、こういうように考
えております。  

 そこで今日の議論でございますけれども、先ほど申しましたが、本日は第一次の答申を、これは
調査会としての答申でございますが、まとめる前の最後の食料部会でございますので、まず第一
次答申の重要なポイントの一つになると考えられます、我が国の食料安全保障のあり方をどうす
るかという基本的な考え方につきまして御議論をまず深めていただいて、それが一段落しましたと
ころでそれ以外の問題と申しますか、品質、安全性その他の問題につきまして御議論をいただく
と、こういうようにしたいと考えておりますが、そのような運びで本日の会議を行ってよろしゅうござ
いますでしょうか。  

 それでは、大体そういうようにさせていただきたいと思います。  

 それでは最初に我が国の食料安全保障のあり方ということについて御議論をいただきたいと思
います。  

 具体的には幾つかの項目があろうかと思いますけれども、現在の豊かな食生活の維持というこ
とを前提にして、短期的な需給変動へどう対応するか。２番目に、必要な栄養の確保、これは豊か
な食生活とは違って生存のために必要な栄養の確保というようなことを優先して考えた場合の長
期的、構造的なひっ迫への対応というようなことをどう考えたらいいか。それから、それらに関係し
まして、そういう政策の中で国内農業生産というのにどういう位置付けを与えるべきかというような
ことがございます。それから、これはいろいろと議論が分かれたところでございますが、食料自給
率という、農林水産省から毎年発表になっておりまして、先ほども事務局の方から42％という数字
の御紹介がございましたが、これについてどう考えるかということです。こういうような点がこれま



での御議論の重要なポイントであったろうと思います。  

 本日は、これらの点につきまして御自由に御発言いただきたいと思いますが、多くの委員の方か
ら既に御発言はいただいているわけでございますけれども、それも踏まえまして、これは第一次答
申に向けての最後の部会ということでございますから、各委員のお考えのポイントは繰り返しにな
っても私は構わないと思いますので、改めてそれぞれ御発言いただきたいと、こういうように考え
ております。  

 それでは今言いましたように、日本の食料の安全保障政策ということに関しまして御自由にどな
たからでも御発言ください。専門委員、どうぞ。  

○専門委員 今日は最後の部会ということで、毎回の部会の中でいつも私は一番最後の方で話し
ていたわけなのですけど、大体委員が始めにすごく立派な意見でまとめてスタートするものですか
ら、私はそれを聞きながらドギマギしながら何を話そうかと、いつも迷うので、今日は先陣を切って
最初に話させていただきます。  

 本調査会の食料・農業・農村という中で、やはり食料という問題は一番基本をなす部分かと思い
ます。その中において２ページ目にある国の食料供給における責任の明確化というのは、やはり
新しい法律を作る時には必ず私は明記する必要性があると思います。私はそれを明記することに
よって後の施策がついてくるかと思います。いろんな短期、長期の見方があるかと思うのですけれ
ども、過去、農業というのは他産業と比べてかなり閉鎖的な産業だったというのは、従事している
私達も十分考えられることでありまして、このまま病める産業を、絆創膏を張るがごとくに軽い処置
だけで乗り切れるような、そういうふうな病状ではないと思います。切るべきものはきちっと切って、
きちっと整理するところは整理するというような形で新たな農業の方向性というのは見い出すべき
かと思います。  

 その中において、やはりそれを行うには、行う人間と基盤というのはどうしても必要かと思いま
す。その行う人間、今、現状において、農業に従事していて一番困ってるというか、米を例にとって
挙げれば、先来、全国水稲稲作協議会の会長の話を聞いていると、３年間連続して１万２千円ぐ
らいの米価が続きますと、バタバタとそれに従事している専業農家がつぶれていってしまうだろう
というふうに非常に危機感を持って涙ながらに話していました。  

 実際問題、今までぬるま湯につかっていて、いきなり市場経済にのせてそれを行うとなると、そ
れに一生懸命従事していた人間が真っ先につぶれてしまうというような形は、火を見るより明らか
に感じられるわけです。その中において昨今よく言われるように、所得補償という形ですぐそちら
の方に落としどころを持っていくわけですけれども、所得補償とすぐいかないで、なぜ、誰に所得
補償をしなきゃいけないかということをやはり国民が理解しないと、そういった形で施策を講じるこ
とはできないかと思うのです。  

 この調査会が国民の意見の総意に立ってきちんと行うというふうにスタートされたのであれば、
もっともっと国民の理解、総意が得られるような調査会の展開というのは今後やはり考えていくべ
きではないかなというように思います。  

 人の面でいえば、やはり農業者とは一体誰かというような定義づけというのはきちっと必要にな
ってくると思います。誰が本当に農業者なのかということはやはり明確にすることは必要かと思い
ます。  

 それと、市場論理にのせて物事を進めていくならば、当然放棄地みたいな空き地が出ていくこと
も考えられます。国の責任の中において安定して食料を供給するというのであれば、その基盤と
いうのはやはり国の責任において管理されるべき必要があると思います。荒れ地が増えないよう
に国自身がそれを管理し、たとえ目先、自給率が落ちようとも自給力は国の中に残っているという
ような施策があれば、いざという時には物を作るだけの基盤がきっちりと国の中には残ってるとい
うような施策を講じれば、私は何ら問題はないかと思います。  



 大体そんな感じなのですけれども、余り私、話が上手じゃないもので、ストロボ的に話が始まっ
て、全く取りとめのない形で皆さんに話を進めてしまって、また後で気がついたことがあったら話を
したいと思いますので、とりあえず第１回目はこれまでといたしたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。委員は今後非常に御発言が難しくなったのではないか
と思います。委員、どうぞ。お待たせしました。  

○委員 今の専門委員のようにうまく話はできませんけれども、私はこの食料安全保障と自給率
の問題についてこのように思うのです。  

 自給率42％がどういう意味を持ってるかということはやっぱりわかりにくい。これが45％に上がっ
ても、あるいはさらに50％になり60％になっても、私はこれで安全性が確保できたというような感じ
は全然浮かばないわけです。逆に安全性が確保できてるということを確認するとすれば、それは
生存のために必要なカロリーである2,100kcal、まあこれはいろいろ数字的には違いもあろうかと思
いますが、いずれにしろこういうものがいかなる場合でも確保できるんだということであれば、私は
安全性というものを感じ取ることができるわけです。したがって我々の、少なくとも私の食料安全保
障論理でいけば、2,100kcalというのは確保できるのかどうかという、その辺にあるわけです。  

 例えば、この会議の第３回目の資料の14ページに私は非常に重要な資料が載っているというよ
うに思うのです。これは平成７年に作成されたものですが、平成17年において熱量効率を最大化
した場合の国内での食料供給力というのは、一人当たり2,100kcalは可能であるということです。こ
れが私は非常に大事な意味を持っていると思います。つまり、これだけあれば私はどんな場面で
もしのぎ切れるのではないか。例えば戦中、戦後、特に戦後ですけれども、数字が間違っていたら
お許しください。一番ひどい時は1,100kcalしかなかったというように聞いておりますが、こういうよう
な事態にはならないんだなということです。つまり全く国際市場というものがなくなり、あるいはまた
戦争その他の政治的な理由によって日本が孤立化した場合でも2,100kcalは何とか確保できるの
だとすれば、ここが私は一番の拠り所になってくるんではないかと思います。  

 したがって、そういうようになれるように内外価格差を少しでも縮める生産性の向上に努力すると
か、あるいは、なおかつそうしても色々自給力が損なわれるというようなことであれば、その潜在
能力の維持に農業の自助努力の他にどういうことを政府としてやっていけるか。この潜在能力の
維持が課題になってくるのではないかと思います。  

 したがって、私は平成７年に作られた平成17年度の見通しが現在もそう大きく変わっていないと
いうのであれば、今申しましたように、今後、現在の供給力の維持と、あるいは維持ができなけれ
ば潜在力の確保というようなところに努力することが、私は食料安全保障という問題ではないかと
思っております。  

○部会長 どうもありがとうございました。委員、どうぞ。  

○委員 ちょっとプレッシャーを感じながらお話しします。  

 先ほど部会長のおっしゃった今日の議論のポイントになるべく即して発言をすれば、豊かな食生
活を維持するにはという最初のポイントですが、これは現在の最低限の国産と、それから輸入とい
うことですから、例えば外交的に特に問題がなければ、特段これについて、もちろん無駄をなくさ
なければいけないとか、そういう要素はあるにしても、それほど細かい点まで話をする必要はない
と思うのです。  

 その次の生存に必要な食料の確保という点については、今、委員もおっしゃいましたけれども、
確かに試算によれば、先ほどお示しいただいた表があるということなのですが、ですから私は、ど
うしてもそういう確保策を講じなければならない時に、動員を可能にするような、そういう何か裏付
けがなければ、私はいかにテーブルの上でそういう試算があってもそんなに有効ではないと思う
のです。ですから、食料の非常時体制への即応のシステムといいますか、恐らくこの場合には下



限農地面積ということにはなっておりますけれども、場合によればゴルフ場であるとか、あるいは
もう少し深刻になれば学校の庭であるとか、そういうものも畑に動員をしなければいけないような
時代になるかもしれない。そういうことも必要があれば措置できるといった制度的な裏付けを持っ
ている必要があるのではないかと思うのです。それを発動するしないについては、それはできれば
発動しない方がいいに決まってるわけで、何年も眠ってるという形でも構わないと思うのです。例
えばスイスで食料の配給切符を各家庭が持っているにもかかわらず、恐らくもう何年もそんなもの
は利用されたことはないわけです。だけど、それがあることによって、一旦そういうことが起きた場
合にはそれが作用するというようなことと同じような意味です。  

 それから国内生産の位置付けというところは、先ほど専門委員がおっしゃったことに少し付け加
えたいと思うのです。その前に自給率の問題についてですが、この前からお話ししているようなこ
とと重複しないようにして、少し最近の感想めいたことを言いますと、先日岡山の公聴会へ行きま
して、愛媛だったか忘れましたけれども、農協の中央会のたしか副会長が自給率の目標を設定す
べきだとおっしゃっていました。それで私が質問をして少し細かく伺ったら、今の42％を例えば50％
にするとか、そういうことよりもむしろ食料の品目ごとの、例えば小麦であるとか、あるいは大豆で
あるとか、そういうものの生産目標みたいなものを設定すべきだということをおっしゃったのです。
率にしてどのぐらいになるかというところまではおっしゃらなかったのです。むしろ生産目標みたい
なものを設定すべきだという御意見であったわけですけれども、これまでの議論の中にあった自
給率云々ということだけではなくて、それも一つの議論の対象にする必要があるのではないかと
思います。  

 私の意見は、それで国内生産への位置付けに戻るわけですけれども、生産目標だけを設定する
というのでもほとんど意味が無いと思います。というのは、部会長がおっしゃった項目に一つ遡っ
て言えば、国内生産の現状を見ると、とにかく米だけはやたらに余っているけれども、他の主要な
作物については軒並み国産では足りない。しかも大幅に足りないという状況であり、そのことがち
ゃんとわかっているにもかかわらず、実際に生産現場で作られているのは米ばかりである。その
構造をまずどういう形で見直していくかということがなければ、生産目標をただ設定したり、まして
や自給率を設定したりということでは意味がないのではないかというように思います。  

 最初の意見として申し上げました。  

○部会長 どうもありがとうございました。幾つかの重要な点を御指摘になりましたが、これまで余
りはっきり議論が出ませんでしたと思いますが、委員のおっしゃいました、あるいは専門委員もお
っしゃいました、国内における食料生産の潜在力といいますか、可能性ということに加えて、非常
に危機的な状況の時に、言わば一人一人の国民といいますか、一戸一戸の家計といいますか、
そういうところへ十分な食料を届けることができるような体制というものが必要じゃないかという御
意見です。  

 もう一つは、自給率という一本の数字ではなくて、作目別の生産目標というような議論もあるけ
れども、現在の状況では大きな意味があるとは思えないという委員の御意見、そういう理解でよろ
しゅうございますね。  

 それでは専門委員、お待たせしました。  

○専門委員 これまでまとめていただいたことに、色々書いてあるのでそれは避けますけれども、
この中に産業としての位置づけという食料安全保障の考え方、そういう言葉がどこにも出てこな
い。私はやはり農業を産業としてどう位置づけるかということを立てる必要があると思います。今ま
では日本は貿易立国だ、工業で生きるんだ、だから農業は安いところから持ってくればいい、国内
生産を無理にしなくてもいいというような論調が長い間続いたわけです。だからここでやはり産業
として、他産業も大切だけれども、農業をどういうところに位置づけるか、日本で産業としての位置
づけをきちんとしておく。このことがやはり大切ではないかと思います。  

 いつ農業なんて要らないよと言われるのかわからないというようなことでは、生産者も誇りと自信



を持って生産に携わることができないんじゃないかと思います。今、高齢化、そして新しい担い手
の不足ということもそういうところへ結びついているんじゃないかというふうに思うのです。専門委
員は多分誇りと自信を持って農業に携わっていらっしゃると思うのですが、そうしますと、これは否
定していただいても、あといろいろ論議があると思いますが、お金ばっかりに目がいって、経済収
入ばっかりに目がいって、収入がないからやめる、そういうものには結びつかないんじゃないかな
というように私は考えております。  

 その場合、産業としての位置付けをした時に他産業と同じに考えるか。例えば具体的にいえば
市場原理でいくのか、あるいは、やはり農業というのは自然が相手だから他産業、工業並みには
効率化は求められないのではないのか、私自身そう思っていますが、それも明白にしておくべきだ
というように思います。  

 自給率については、私はやはり完全自給なんて絶対できっこないなんて思っているわけですけ
れども、私も品目ごと自給率という言葉を言おうと思ったわけなのですが、品目別自給率より委員
の言ってくださった生産目標の方が当たっているのではないか。例えば今の大豆、遺伝子組換え
が大変問題になっていますけれども、大豆は今の倍ぐらいは生産していこうということを具体的に
出しますと、じゃ、転作をする時には大豆にしようというふうになっていって、そして、目標があるの
だから、それに対する財政援助みたいなことはしていかなければならないと、具体的に次から次に
出てくるんじゃないかと、そういう期待をしております。  

○部会長 どうもありがとうございました。専門委員、どうぞ。  

○専門委員 世界の食料需給の短期、長期の見通しなり、あるいは国の食料安全保障ということ
に関わる２ページの上２行に書かれている意見については、前回の合同部会でも部会長から、こ
ういう方向だよという御報告をいただいたわけですが、基本的な認識として一緒でございます。  

 その上で今議論されている問題でございますが、要するにまさかの場合、きちっと国内で一定の
栄養水準の食料を確保してるというのが、潜在的自給力とか供給力とか言われるというようなお
話でございまして、それは同感でございますが、それも、では一体どれだけの農地を目標として保
有していくのかということをはっきりさせてこそ初めて意味を持つことではないかということが一つ
と、あわせまして農業の特性として一定の農地があって、それに担い手がついて農業生産が行わ
れるということが農地が保全されていくということでございまして、農地があって放っとけばまさか
の時には使えるというものではないということでございます。そういう長期的な需給ひっ迫に備える
供給力というものも、平時における農業生産との関連の中で考えていかなければいかん問題では
ないかなという感じがするわけでございます。  

 そういうことになりますと、食料安保なり自給を考える場合、やはり国内において一定程度の農
業生産を行うというきちっとした位置づけが必要ではないかというのが私の考えでございます。  

 そういう中で食料自給率の問題で先ほど来、御議論いただいておるのですけれども、この部会
でも御紹介いただきました総理府の国民の世論調査によれば、かなりの部分が、若干高くても生
産コストを下げながら国内でできるだけ作っていけばいいじゃないかと、特に米などの基本食料に
おいてそうではないかというような声があり、公聴会でもやはり自給率の向上を求める声もかなり
ありました。そういうことを背景にしながら、一つには国民の期待する食料の安定確保という観点
から、それから農業が果たす多面的役割、これは農業は農業として営まれて初めて発現するもの
でございますから、それの発展を図る。さらに、なかなか先行きの展望を失いつつある農業者の
生産意欲を喚起すると、こういう大体３つの観点から私は何らかの目標設定が必要じゃないかと
いうことでございます。一番わかりやすいのは、やはり数字が一つであるカロリーベースの自給率
でございまして、これはカロリーにおいてどのぐらい国が自給しているかということでございますか
ら、ある意味では一定の安全度を示す指標でもあるのではないかと思います。したがいまして、そ
ういう目標を私は掲げるべきではないかということでございます。  

 しかしながら、そうは言いながら、現在42％のカロリー自給率を例えば50％に引き上げるなんて



いうのは大変な努力、場合によっては逆立ちしても及ばないような数字でございますので、少なく
とも当分は、これ以上ズルズル放っといて減少していくカロリー自給率に何とか歯止めをかける。
その上で、やや中長期的にその向上を目指していくという目標を掲げていくべきではないかという
感じがいたします。  

 もちろんカロリーベースと自給率というのは分母である消費がどうなるかという問題と大きく関係
いたしますし、それから輸入飼料に頼っている畜産はほとんど寄与しないという問題、さらには野
菜、果実等の低カロリーのものはなかなか反映されない等々のやはり限界があることを認めざる
を得ないと思うのです。そうなってくれば主要な品目について、先ほど委員がおっしゃられましたよ
うに、品目別の生産目標を作るべきではなかろうかと思います。現に、そのものズバリではないの
ですけれども、長期見通しという恰好で、これは現実と合うか合わないかというような議論等もある
わけでございますが、見通しとして発表され、行政なり、あるいは農業者の一定の指針となってい
る面もあるのではないかということでございまして、その品目別生産目標といえば、言ってみれば
品目別の重量ベースの自給率だというものになるのだろうと思いますけれども、そういうものを示
していく必要があるのではないかというように思います。  

 そういうようなことをやって国内生産を維持していくということは、潜在的な自給力である農地を
一定規模保有し、かつ健全な状況というのは守っていけるということにつながっていくのではない
かと思います。今の段階はこれだけです。  

○部会長 どうもありがとうございました。先ほど委員の方から提起されました品目別の生産目標
と申しますか、自給率ということにつきまして、そういうものが、委員はもちろんネガティヴな御発言
でございましたが、専門委員、専門委員の方から、そういうものは非常に意味があり、設定する必
要があるのではないかというような御意見でございます。  

 この点について他に御意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、委員、先ほどから手を
挙げていらっしゃいます。どうぞ。  

○委員 やはり自給率というのは需要がないとならないわけで、今、産直で大豆なんかは大分、
契約栽培のような形で行われているようです。日本の場合は今まで効率化を求めてきましたけれ
ども、それは全体から考えている場合の効率化で、中山間地域のような、特に日本型農業でなけ
ればやっていけない地域というのがございます。やはりそういうところは、例えば昔、畜産の廃棄
物を肥料にして農業をやっていたというような形で、ちょっと古くに戻りますけれども、廃棄物の処
理をするコストとか、いろんな社会的コストを考えますと、こまめにやっていけばできる地域もある
のではないかなと思います。  

 そういうところもある程度開発で残しておくことが、先ほど皆様から出ました危機管理の時にも、
いざという時にゴルフ場を耕せとか、庭とか運動場を耕せと。私はもうそれを経験してきた人間で
ございますけど、技術を残しておいて土地があればできるということですので、そういった日本型
の、日本の土地に適した農業の技術というものをどこかで確保しておく必要があるかなと思いま
す。さりとて、やはり世界的な価格水準と余りにも乖離があっては商品として流通していくのは難し
いので、そこのところも大型化できるところではやっていかなければならないという難しさはありま
すけど、日本の特殊な土地を活かしていくためには、特殊な日本の今までの知恵のある農業とい
うのを使いながら農地の保全というのでしょうか、地力を養っておくことが必要かなと思います。  

 そして生産者の方と消費者の意見が一致しているというのは本当に嬉しくなるのですけれども、
一番最初に専門委員から、農業者の方から、やはり今、病める農業に手術が必要だという声が出
ました。私も今は、転換期で大変なところだと思いますけれども、やはり必要なところはそういう形
でもって、所得補償といってもバラまきではなく、将来を考えた形での、どういうようにしたらいいか
というのは素人でしてちょっと出せませんけれども、やはり本当に日本の農業を大事に、これから
跡取りも育てていくような、一生懸命やってらっしゃるところへ日の目の当たるようなやり方で補償
があってしかるべきかなというように思っております。  



 また後から申し上げたいと思います。  

○部会長 すいません、ちょっとお待ちください。専門委員を先に。  

○専門委員 今までの方と同じような発言になるかもわかりませんけど、２点ほど。  

 １点は、食料安全保障の基本的な考え方としてカロリー確保というのは大事ですけど、これだけ
で考えるのではなくて、これからは内容も含めて考える時代でなければいけないと思うのです。本
当に食料のないギリギリであればカロリーというところですけれども、そうではなくて内容も含めて
どのくらいというところを考えていかなければいけないと思うのです。  

 そこで２点目になるのですけれど、先ほど来、品目の設定ということが出ております。私も岡山に
うかがったときに非常に感じたのですけれど、やはりある品目については特にこれから自給率を
高めようという考え方がなされていいのではないかというように感じます。その中でまず大豆の自
給率を高めて欲しいと思うのです。米と並んで大豆というのは日本の大事な伝統的な食料で、味
噌、醤油、納豆、豆腐の原料は大豆でございまして、しかも国産の大豆はたん白質含有量が多い
ですから、そういった加工食品に適した大豆が生産されるはずでございます。例えば油を売るとい
うことであれば、それは輸入の大豆ということでいいかもわかりませんけれど、一部にはぜひ国産
の大豆をということを考えておりまして、できることなら大豆に限ってはもっと自給率を高めて欲し
いというのが私自身の希望でございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。専門委員、どうぞ。  

○専門委員 今しがたから品目ごとの生産目標の設定という話がチラホラ出ているわけですけれ
ども、以前、転作奨励金を出して小麦なり大豆を作った経緯があるわけです。それは奨励金が出
た時は生産者もそれに従事して作っていたのですけど、なくなった途端に生産面積はガクッと減っ
ているのです。  

 これは一体なぜかというと、結局はその作物の栽培がその土地に適してないから根づかなかっ
たわけです。ということを考えるならば、当然こういった形で動いていくのであれば土地改良という
のが必然的に必要になってくるかと思います。大豆を作りやすいような土壌に切り換えていくとい
う土地改良、そういったことがまず前提にあって、それで何でも、どんな作物でも作れるような土壌
基盤さえあれば結局は作れるわけです。うちのところは半湿田なので、努力してもどうしても麦と
か大豆とか作れないのです。農業外の人から昨今、減反等で空き地があって、荒れた土地をその
まま放棄していて耕作しないというのは生産努力をしてないのではないかと言われるかと思うので
すけれども、でも、なぜそうなっているのかといえば、その土地基盤にあると思うのです。だから国
としても土地基盤を改良していけば、それも可能だというように私自身は思います。  

○部会長 委員、どうぞ。お待たせしました。  

○委員 私の考え方といたしましても皆さんとほとんど同じでございますけれども、危機管理と通
常の政策とを基本的には分離して考えるべきではないと思います。そういう意味では通常の政策
の延長で危機管理ができるような考え方であるべきではないかと思います。さもないと急に来た時
に、いざという時にそういうわけにいかないというようなことと思います。  

 それから品目別の生産目標の設定ということにつきましても、そういう方向であるべきではない
かと思います。このところずっとお伺いいたしておりまして、米は100％に近い自給率があるわけで
ございますけれども、そこに頼っていることによって自給率が下がってきてるという事実があるわ
けです。これをさらにまた米に頼っていった時に自給率を向上させるという目処は余りないというよ
うに思います。米を幾ら供給しても食べなければそれまでなのですから。ですから、やはりそれ以
外のもので生産ができるものをしていくような体制を考えなければ、米が安くなって問題が起きて
ということの繰り返しになってしまうと思います。やはり米だけに集中した考え方ではなくて、他の
作物にいかに有効に、政策的に取り組めるかと、そういうようなことをやはり考えていくべき時がき



ているのではないか。このように思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。会長代理、ちょっとお時間があって先に御退出されます
ので、御意見をお伺いしたいと思います。  

○会長代理 自給率の話が出ますと、この審議会の第１回目の会議の時に政務次官が熱を込め
て自給率の話をしていたことを思い出すのです。政務次官が言う自給率が、話題になっているよう
なエネルギー自給率なのか、自給力的なものを意味しているのかちょっと定かではございません
が、いずれにいたしましても自給率みたいなものを上げるということは、今のエネルギー自給率を
上げるという議論にはやはりならないのだろうと思うのです。  

 その理由は非常にはっきりしてまして、上げるための政策手段が無いということです。輸入をスト
ップするなんてばかなことはできっこないはずですから、上げる政策手段がないということと、もし
仮に何かいろんなことをやって、今の40幾つかが50％になったり60％になったりしたとしても、いわ
ゆる自給率論者が納得するような数字じゃないわけですから、やはり今までお話がございましたよ
うに、私も何回か前のこの会議で申し上げましたように、自給力という表現がいいのかどうかわか
りませんが、そういうもので整理するより仕方がないんじゃないかというふうに思います。  

 ただ、地方にいますと、地方の農業関係者が非常に期待してますのは、今言う42％を７割にする
とか８割にするということを期待している人が圧倒的に多いわけです。逆に言いますと、今の自給
率にはこういう問題があって、結果としての自給率なんだということを知ってる人が余りいないとい
うことなのです。もしそういう自給力的な形で話がまとまって答申される場合には、従来言われて
いる42％なら42％の自給率はこういう問題があって、それを上げることはできないので、むしろ潜
在的な自給力的なものをこういう形で維持すればいいのだということをわかりやすく説明するよう
にする努力をよっぽどしないと、出た答申が農村になかなか浸透しないのではないかということを
ちょっと心配をしております。老婆心ですが、農林水産省にはぜひそのことをお願いをしたいと思
います。  

 その自給力的なものでいいのだということで、それを農村に浸透させるために例えば主な農作物
についての、あるいは耕地面積についての目標数字を出すというようなことは、あってもいいかも
しれませんが、全部の作物について挙げたところで、これまた余り意味のない話じゃないかと思い
ます。地方におる者としての感じでございます。  

 それから少し時間がないので、後で失礼してしまうものですからもう一つだけ申し上げたいので
すけれども、先ほどダイオキシンの資料が出ました。農林水産省の方は比較的ダイオキシンのこ
とを軽視しておられるような感じがするのでありますが、これはものすごく大きな問題になることを
私は内心恐れているわけです。なぜならば、今日配られた資料の２ページを御覧になってもわか
りますように、大都市地域でダイオキシンが体の中に入る率は５割から92％までは食物を通じて
入るわけですね。地方の中小都市におきましても52％から93％は食物を通して体に入るわけで
す。劇毒だということはわかっておりますし、従来の残留農薬というような話ではなくて、もっと深刻
な食べ物に対する議論が恐らく３年後ぐらいには出てくるだろうというのが地方にいての実感でご
ざいます。  

 というのは、逆に言いますとごみ処理問題が多分うまくいかないのです。地方の一般廃棄物の
処理場の問題はうまくいきませんから、多分こっちの方に色がついてくるとしますと、その次は食
べ物だというと、一体肉なのか、牛乳なのか、野菜なのか、これ魚の方が多分多いはずですが、
あるいはどの地域が多くて、どの地域が少ないというようなことになったらちょっと収拾がつかなく
なりますので、ぜひもう少しダイオキシンについては重大な関心を持っていただきたいというのが
私のお願いでございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。それでは委員、どうぞ。お待たせしました。  

○委員 きょう出ております問題、今まで何度か申し上げましたので、またかという気分なのです



けれども、やはり食料部会というのが作られたというのは、最終消費者の立場に立って大きな意
味での農業をめぐる問題を考えようということだったと思います。もう本当に突き詰めていきます
と、農業というのは何のためにあるのかといいますと、消費者がいない限りこれは成り立たないと
いうことであります。そして消費者というのは一体食料というものに対してどういうことを考えている
のだろうかといいますと、やはり質、価格、それからバラエティー、安定性、恐らくこの４つぐらいが
消費者にとりまして食料に対する思いだと思うのです。  

 この中の質というものにつきましては、日本のものがいいか、外国のものがいいかという議論を
し始めると、これは切りのない、相討ちみたいなものでありますから、まさにこれは消費者がいい
質を世界のところから選んできても良しとせざるを得ない。価格については安いにこしたことは言う
までもないわけですから、そういう意味では日本というのはいろんな意味で極めて不利な立場にな
っている。バラエティーという意味では、私は日本でできる農産物プラス海外のものということで補
完的な立場といいますか、そういうことで輸入によって多様性が生まれてくるということだと思いま
す。  

 問題はやはり安定性ということで、自給率だとか食料危機だとかという問題が出てくるわけだと
思います。そしてこの安定性につきまして、私、一番最初から非常に疑問に思ってますのは、なに
か明日にでも食料危機が来るという前提で農業全般を考えないといけない状況にあるのかどう
か。 50年経ったら人口が 100億人になってるみたいな話から始まりますと、これはどんな問題を
議論しましてもとんでもない結論にいってしまうということでございます。日本は過去50年間戦争な
しにきて、平和の中に生きるという知恵を作ってきた国民でありますから、そういう意味で危機の
内容と、あるべき危機というものをよく吟味しないと議論が極論になってしまうと思います。そこの
ところをぜひ、何度も申し上げますけれども、申し上げたいと思います。短期的な天候不順だと
か、若干の政治不安だとかというような食料危機というのは小さな知恵ですり抜けられるし、かつ
またコスト的にもそう高くつかない方法があると思いますけれども、もっと大きなことを考え始めま
すと、コストが高くて、消費者からみると、そんなにコストが高いのではたまらないということになっ
てしまうわけで、もっと消費者はコストというものにものすごく意識があるということ。そのコストを満
足させない限り、日本の農業というのは成り立たないと、一番原則的なことに思いを起こさないと
いけない。  

 それから21世紀は、私はこれまでも何度か申し上げましたけれども、国際協調の時代なのです。
食料安全保障というのは食料外交というものの上に成り立つというところを踏まえていきません
と、2,100kcal、日本の農地でできるのだと言っていますが、実は石油がその時は入ってきていない
はずでございます。綿も入ってきておりませんから、食料とワイシャツを一緒にしてはいけないと叱
られましたけれども、服も着れないということになるわけであります。終戦直後は今よりはるかに農
地が多くて担い手もいたけれども、米ができなかったということを思いますと、余り極論の話という
のは意味がない。戦後の農政というものが余りにも保護的に動いたために消費者も満足しない。
そして生産者も満足できないという、全くこれは最悪の事態になっている。それを打破するために
さらにまた何か社会主義の国みたいに目標を置いて行うということになりますと、これは全部コスト
がかかるのです。みんな金がかかるわけです。それを国民が耐えると思うこと自身の方が私は何
か前提が間違ってるような気がして仕方がないわけです。国際化の中の日本ということをもう一度
考えないと、そういう中でしか日本は、日本人は生きられないという前提で物事を考えるべきじゃ
ないかというように思います。  

 何度も同じことを申し上げて恐縮なのですけれども。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 ただいまの御意見でこの食料部会が、私も最初に申し上げましたけれども、生産者というよりは
むしろ国民全体と申しますか、全ての国民、消費者でございますから、その立場から食料なり農業
なりの問題を考えるための部会である、この点はどなたも御異存はなかろうと思います。  

 それから食料に関しまして品質、価格、多様な食品というようなことが非常に重要な消費者のニ



ーズである、これも多くの方々、御異論はないのではないかと思います。  

 御意見がやはり分かれますのは、最後の供給の確保といいますか、安定ということにつきまし
て、委員は言わば非常に楽観的な立場をお持ちなわけでございますけれども、この点が必ずしも
みんなが同じ意見であるとは言い切れない点であろうと思いますので、御意見があれば他の委員
の意見を伺いたいと思いますが、委員、最初に手を挙げられましたので。  

○委員 今、委員の御意見で、国民の納得のできる体制というようなことが一つ問題になるのでは
ないかと、このように思います。先ほど部会長の方からお話しありましたように、農民・農村を対象
とする基本法の視点から食料の安定供給をということに対する視点に切り換えるのだと。それで
は、その農民・農村を対象とする視点からの政策がどういうものであったかというようなことを考え
てみますと、これ私、よくわからないことで、またこの部会ではあんまり議論されていないのですけ
れども、やはり公共投資ということが大きくそのバックにあるようなのです。そこに大分お金がかか
ってるという形で、現在はそれが具体的にはいわゆる農民の方々からの提案で公共投資が行わ
れていて、お金が出た場合には全部そのとおりやらなきゃいけない。それが有効であるとは必ずし
もなってないというふうな感じの議論が先般のテレビでもなされているのです。そこに非常に金の
無駄があるのではないだろうか。それはやはり現在の農業基本法が農村並びに農民を見るという
視点からのみ見ているから、それから抜けられなくなってるというようなことがありはしないか。そう
いうところを見直すことによって方向転換が可能ではないだろうかというふうなことをちょっと感じま
した。国民の納得を得るというような観点であるならば、いわゆる所得補償の分が全部上積みとい
うことでないような考え方をするべきではないかと、そんなふうに思います。以上です。  

○部会長 どうもありがとうございました。何人かお手をお挙げになりましたが、委員、どうぞ。  

○委員 委員のおっしゃられること、全くそのとおりでよくわかってるんですけれども、ただ、根本的
に違うところは、私、バランスをとって生きていかなければならない人間も生物であるというところ
なのです。やはりこの国の中で食物をある程度自給していくということは、食物、カロリーだけじゃ
なくて、まず本当に飢えをしのぐということになりましたら、水と空気が一番大事です。そういう水と
空気も含めてやっぱりバランスのよいところで人間というのは生きている。今、日本はお金があり
ますから、世界各国の御馳走を持ってきて食べてますけど、本当に御馳走をいただくのだったら、
その土地をながめて、景色とその国の文化も一緒に食べるのが一番のぜいたくなのだろうと思う
のです。だから、そういうあり方というか、文化論みたいになりますけど、人間側の最も要求するも
のというのは、だんだんゆとりが出てくれば、そういうことのゆとりが出てくるんであって、カロリーさ
えたくさんあればとか、バラエティーがあればいいということではないのだと思います。  

 それで、危機管理と今の状態を保つということと、ちょっとどういうように分けていいかわからない
んですけど、私は国のやることは危機管理として最低の農地を確保しておくことと、技術とか農業
の知識を確保しておくことだというように思っているのです。それもこの日本の国にあったやり方で
残  

しておくべきだというように思っております。そして委員と違うところは、そういう生物や自然とともに
生きている、人間も地球上の植物や小さい動物と一緒のものであるという、そういうものがなくなっ
ていくと、いずれ人間に降りかかってくるのではないかなという危機感を持っているのです。  

○部会長 それでは委員、どうぞ。御反論であろうと思いますが。  

○委員 いつも委員に申し訳ないのですけれども、今の議論、何をおっしゃりたいのか私、実は全
然わかりません。どうしても日本のものを食べたいというのであれば非常に高いものをお食べにな
ればいいのであって、それを国民に強要するということはできないわけです。国民というのはやは
り、もっと安い食料が世界中にあるじゃないか。なぜ食べちゃいけないのかと。いや、私は日本の
土地で日本の虫と一緒にできた食べ物を食べたいんだと。しかし、５倍いたしますと。これはもう委
員の趣味だと思いますね。これを一つの経済政策としてそういうものを出すということはとても無理
で、国民は今の農業政策でももうこれ以上出せないと言ってるわけです。これをもっと自給率を上



げよう、商品別に自給率を作ろうという、さらにコストを上げようということは、新しい政策を見直し
てそういうことはとてもあり得ないし、世界から見たら日本というのは何という国だと、政策の一致
点が全くない異質の国だというふうに思われて、日本の農業政策によって日本の国というものをよ
り誤解され、非常に危険な道だと思います。  

○部会長 これは委員の方はよろしゅうございますか。  

○委員 結構です。経済効率だけでは駄目だということです。  

○委員 いや、経済効率は全然関係ない。  

○部会長 委員、お考えいただきまして、また後ほど御発言があれば。どうぞ。  

○委員 少し今のやり取りに参加することはやめまして、実は私が目標とか、これは率でも品目別
でも、それは私の考えは前と変わらないのですが、ただ、先ほど会長代理がおっしゃったように、
農村において自給率の目標とかそういうものに対する期待が非常に大きい。これは公聴会に行っ
てもそうだし、それから農村だけではなくて、学者の中にもいらっしゃるのです。したがって、この中
間報告なり、あるいは本答申を書く時に、余り細かな配慮なく、そんなものは意味がないと、私の
実際の立場はおわかりのとおりだと思いますが、それを余りそのままストレートにということはやっ
ぱりいろいろ大きい反響があると思うのですね。あんまりよくない反響が。  

 じゃ、どうして農村とか、あるいは学者の一部の方が自給率とかそういう率にこだわるのか。特に
農業側に多いわけですけれど。その時に求めているのは何なのか。つまりいざという時の安心な
のか。安心だということであれば、先ほどから議論しているようにそれについては何らかの対応の
仕方があると思うのです。もしそれが安心でなくて別の目的であるならば、それは何をかいわんや
で別の議論をしなければいけないというように思っています。  

 なお、品目に加えて農地もどうかという話が先ほど出てきて、私は先ほど農地のことについては
申し上げなかったのですけれども、農地については、別にこの部会だけではなくて農業部会でも申
し上げているように非常に心配をしておりますから、あるいはこれについて何らかの数値を出すと
いうことはいいかもしれません。ただ、これはまさに昨日の農業部会で議論したものですから、ちょ
っとその繰り返しはなるべくしたくないと思うのですけど、これはかなり農業者といいますか、つまり
農村にいる地権者の意識が、農地というのは資産ではなくて公共財なんだと、しかも農業生産の
ために使う公共財なんだという意識が徹底していなければ、これはもう別に国がやることではない
と思うのです。実際にその現場がどういう態度でこれを守っていくかということが実は問われること
ではないかと思ってますので、農業サイドが色々な形で、団体も含めてその農地の確保につい
て、しかも数値目標を挙げてやるということは、自らも大きな責任を持たなければいけない。そのこ
とが突きつけられてるのですよ、逆に言うとそういうことですよということをわかっていただいた上
で、安心ということは何かということを説明しなければいけないのではないかというように思ってい
ます。それがあるならば私は農地について何らかのそういった数字を出すことについて必ずしも反
対ではありません。農産物と同じような考えでは少し違うかなという気がしています。  

○部会長 どうもありがとうございました。今の委員の御意見は、作目別にどれだけを自給すべき
であるかという考えが、もしその自給するということによって所得を得るという生産者の利益の立
場から主張されるのであれば、それははなはだしく望ましくないことであるけれども、それが国民
全体にとっての食料の安全保障ということと明確に結びつけられるようなシステムなりロジックなり
がはっきりしていれば、これはまた一つ考慮に値すべきであると、こういうふうに理解してよろしゅ
うございますか。  

○委員 少し所得のところが違うのです。つまり、農村なり農業側にそういう気持ちが強いというこ
とは、これが達成されなかった時に、お金も含めてそこに投下される色々な補助政策を前もって、
暗黙のうちに期待しつつ、そういう率の目標設定、数値目標の設定を言っているのであれば、そ
れは私ははなはだ好ましくないという意味でございます。  



○部会長 わかりました。どうもありがとうございました。それでは専門委員、どうぞ。お待たせしま
した。  

○専門委員 消費者はもちろん安ければいいです。特に私みたいに所得の少ない人は安い方が
いい。これは確かにそのとおりだと思うのです。でも、しばしば消費者が価格だけを言わないで、
他のことを言ってしまう。例えば先ほどの委員のような発言も出てくるということなのです。それは
やはり先ほど委員がおっしゃった安心という部分だと思うのです。その安心がまた量とか安定供給
という面だけではなくもう一つあるのです。  

 例えば私は今、男性は非常にお気の毒だなと思っているのです。というのは、まあこれは役割分
担でこういうことを言いたくはないのですが、奥様が多分作られた食事を嫌でも、今日はこれは嫌
と思っても食べなくてはならない。その点、私は、 365日食事を作るのは非常に大変です。けれど
も自分の好きなように好きなものができる。この特権を与えられている。ということが感謝の気持ち
になれば、まああんまり不平も言わなく作ってるということがあるのです。  

 そういう意味から言えば、私はやっぱり海外に頼るということは、貿易業者が、輸入してくるわけ
です。私達が「これ、欲しいよ」と言っても儲からないものは輸入業者が持ってこないわけです。そ
うなると私は流通だとか、そういう貿易業者とか、そういう人に私達に食事を牛耳られるのは嫌
だ、支配されるのは嫌だ、せめて国内で作っていただいていれば、こういうのが欲しいといった時
に多分生産者は応じてくださるだろうというように思っているわけです。だから委員に「こんなパン
が欲しい」と言ったら、儲からなくても多分応じてくださるかな、こんな焼きおにぎりが欲しいといえ
ば多分少しは聞いていただけるのではないか、それが海外ではそうはいかないんではないかとい
うように思っているわけです。  

○部会長 儲からなくてもというわけにはいかないようにも思いますが。専門委員、どうぞ。  

○専門委員 先ほど委員が、消費者は価格、品質、量、バラエティー、安定性というように指摘を
されましたけれども、今、何で輸入するかということなのですが、輸入をしなくてはいけない立場で
考えてみますと、やはり価格と品質と量なのです。専門委員は非常にその辺、危惧されておっしゃ
っていますけれども、向こうから持ってきて、さあ買え、さあ買えという輸入は今はあまりはやって
ないわけでして、こちら側が欲しいというから業者が、あるいは商社が行って買い付けてくるわけ
です。なぜ欲しいかというと、今その３つが伴ってない国産品はやはり買えないからということがあ
るわけなのです。だんだん量がまとまってきておりますから、特に品質と量がマッチしているという
のはなかなか国産で今、手に入らないという状況があるわけです。  

 それで前から繰り返し申し上げるように、消費者は変わりませんけれども、供給業者が大型化し
てきており、そして作る方がバラバラで、規模的にいえば小さいところが作っているというそのアン
バランスが結果としてこういうことになってきているのであって、私はここの問題を解決していくこと
が日本の農業問題を考える上で大事な点だし、それから自給率や自給力を上げるということも、こ
こに鍵があると思っているわけです。それで我々はいつも農業と親戚付き合いしたいというのは、
我々の欲しいものを、欲しい価格で、欲しい量を作ってくれませんかと、こういう願いを常に主張し
てきているわけです。もちろんこれは農家に幾ら我々が騒いでもどうにもならないわけでして、日
本の構造を考えますと、これはやはり農協に頑張ってもらわなくてはいけないなといつも思うわけ
です。中にはそれをやってくださっている農協があるわけですから、これをもっと組織的に、大きな
組織を持っておられるわけですから、ちょうどユーザーと農業の間を取り持っていただいて、何を
欲しがっていて、幾らなら買ってくれるのだということを徹底してやっていただきたいと思います。そ
うすることが日本の農業を脱皮させていくことになると思います。私はやはり農業だって競争しても
らわなくては困りますし、それからタフになってもらわなくては困るというように思っているわけで
す。  

○部会長 どうもありがとうございました。ただいまの食料の安全保障に伴う国内生産の位置付け
というようなことになろうかと思いますが、この点に関しまして、今、専門委員の御発言も非常に重
要なポイントかと私は思います。つまり、無理やり輸入して売りつけるというようなことではなくて、



いろいろな、これは最近の言葉でいえば、食料システム、フードシステムというようなことになろう
かと思いますけれども、流通を中心とする大きな構造変化の結果に国内生産者が必ずしもうまく
対応し切れていないために輸入の方にウエイトが次第に傾いているのであるという御指摘であっ
たかと思いますけれども、他にこの点に関しまして御意見がありますか。委員、どうぞ。  

○委員 食料供給ということから考えて、恐らく危機管理の場合でも大事だと思うのは畜産じゃな
いかと思うのです。畜産は今いわゆる自給率で考えても、これを引き下げている最大の要因だと
思います。つまり、それだけ餌を外国から買ってくるということでありまして、私は農業側がこれか
らの生産ということを考えた時に、特に畜産部門の人がどういう思いを持っていて、それからいろ
んな制度的な面で、どういう将来展望を持っているかということをかなり吸い上げる必要があるの
ではないかと思うのです。それがまた私たちの食生活にも大変関わりのあることではないかと思う
のです。  

 というのは、先ほど来、例として引かれている「熱量効率を最大化した場合の国内での食料供給
量」という試算によれば、確かに2,100kcal程度確保されるという数値が出てますけれども、畜産部
門の消費の水準というのは惨憺たるものです。肉が１年間で４キロしか食べられないとか、それか
ら鶏卵が６キロしか食べられないとか、そういうことになってるわけです。これは畜産関係の人はこ
んなことで恐らく満足するわけはないので、例えばそこに至るまでに、例えば飼料穀物を、あえて
とうもろこしとかこうりゃんまではいきませんけれども、どういう栽培の技術があって、あるいは今な
ければどういうものが必要で、その場合に、現在、例えば傾斜度の低い山林を利用する時にどん
な規制があるのか、あるいは技術的な問題があるのかというようなことを考えるということが一つ
大事なことではないのかなというように思っています。それは先ほど、作りやすいからとにかく米ば
かりやたらに作るということと裏腹の考え方に基づいています。  

○部会長 どうもありがとうございました。委員、どうぞ。  

○委員 私が先ほど、カロリー自給力というのがどのぐらいあるか。つまり日本が本当に孤立状態
になるといったような場合でございますけれども、こういうことが果して本当に考えられるかどうか
疑問ではありますが、ただ、やはり心配の中の極端なものとしてこれがあるように思われますの
で、私はこれを引き合いに出したわけです。  

 そういうことを言いましたのは、そういう極端な状態に置かれても、今の日本の農業の自給力を
持ってすれば何とかしのげるのだということを申し上げたかったわけです。あるいはまたそういうも
のが今どうも少しずつ崩れつつあるのだとすれば、それで不足する部分を何とか補っていくという
ようなことが大事であろうということなのでありまして、言ってみれば、ギリギリ生存ができる状態に
持っておくということは、やっぱり心配を除去する上においては大変大事な点ではないかと思いま
す。  

 したがって、全ての豊かさというのは、こういう状況においてはもう考えられないということになる
わけです。肉とかそういうようなものも恐らく相当少なくなってしまうでしょう。あるいは魚だってそう
かもしれません。いわゆるPFCの３つのバランスが非常に大事だと言いますけれども、そういうも
のもかなり犠牲にならざるを得ないだろうと思います。ただ、そういうものもやり方によっては、だん
だんいろいろの知恵を働かせながらある期間しのぎ得るのではないかと思います。そういうものが
根底にあれば、そういう食料安全保障というもののために過剰に保険金を掛けていくというような
ことは避けられるのではないか。避けるべきではないかと、こういうような意味で申し上げたつもり
でございます。  

○部会長 委員、どうぞ。  

○委員 私は委員に太刀打ちできないのであれなんですけれども、一つだけ御質問したいので
す。戦後確かに物は大変豊かになりましたけれど、例えば今、有機農産物がもてはやされている
のですが、これは国が市場に出している食物はみんな検査済みで、全部厚生省の認可を取って
いるものでしたけど、それでもなおかつプラスアルファで安全が欲しいといったのは、子育てを始



めた主婦達だったのです。それはだんだん子供の病気とかアレルギーとか、今までわからなかっ
たものがどんどん増えてきましたし、そして今、私ちょっと若い人のことはよくわからないのです
が、不妊も増えているというような状態、まあ産みたくない方もいるかもしれませんけど、不妊も増
えているという状態もあるようです。そういう状態がきたのはやはり戦後の色々な化学物質を投入
した色々な問題から出てきているのではないかなという、何かそんな感じで、少し昔に戻った生産
活動をしていただいたものの方が安全だという形で産直が始まって、そしてここでもって有機農業
を見直そうみたいな雰囲気ができてきたのかなと私は思っているのです。学問的に反論ができな
いのは悲しいのですけど、女性の持っているやはり産み育てるという、世に子孫を送り出していく
ということを実際に体で感じている女性の勘のようなものかもしれません。私はＯ157にいたしまし
ても、それからエボラ熱ですか、南米で出た、そういった新しく出てきた、少し薬が対抗できないよ
うな病気というのは、私はあれは細菌の反撃だというような感覚で受け取っているんです。  

 そういった意味合いから言っても、やはり自分のところで目に見える、生産なさる方と消費する方
の顔の見える感覚というのはとっても大事なことだし、そして地球上の同じ生物として、やはり共存
というのか、バランスのあることをやっていかないと、経済効率だけをやっていきますと、工業国だ
けの国とか、何かそういうことになっていくかもしれないし、それがどんどん進みますと、地球上で
また、今、海流も変わっておりますけど、気候の変化とか色々変わってくると思うのです。そうなっ
た時のことを何か少し心配して、各地、各国でバランスの良い生産活動を行っていった方がいい
のではないかなというのが根底にあるのです。それはどうお考えになりますか。  

○委員 別に文明を代表して申し上げる気は全然ないのですけれども、わかる部分もあるのです
が。  

○委員 さっき全然わからないとおっしゃった。  

○委員 だから、そういう御趣味であれば、御趣味でなくて信条であれば、それに従って非常にコ
ストの高い食料生活を送らざるを得なくなると思うのです。それは結果だと思うのです。それを国
民全部に強要できるのだろうか。そして身近なところでできたものは安全なのだろうか。日本国で
できた米というのは残留農薬からその他で海外から見て安全なのだろうか。データはあるのか。
日本の農業政策によって自然破壊が戦後どれだけ起こったか。そういうことを考えますと、このま
ま続けていって補助金漬けにして農業を続けていくということは、今おっしゃったことと全く矛盾す
るのです。ですから有機農産物がいいのであれば、本当にいいということであれば皆さんがそれ
を買うようになる。心配しなくてもマーケットメカニズムで買うようになります。それが身近でできる
必要がなぜあるのか、私は、全然わからない。身近でできればなぜ安全なのかということは私に
は全然理解できません。海外からでももっといいものが来る。世界的に一番いいものをどうして選
ばないのでしょうか。  

○部会長 これはなかなか難しい議論でして、つまり消費者が本当に望むのであれば、政府を待
たずとも市場がそれを供給するというのは委員の御意見にもございますが、まあそう断定できるか
どうかということについては、色々の観点といいますか、つまりマーケットメカニズムというのはそこ
までパーフェクトなものであるかどうかということについては、経済学者の間にも色々と意見がある
ところであろうかと思います。  

 ちょっと私、委員とは別な観点で委員に一つ御確認しておきたいのですけれども、先ほどの御発
言の中で、21世紀、これから世界全体が一つの協調的な世界になっていくのであると、これについ
ては多くの人が異論はなかろうかと思いますけれども、委員から最初に提起されておりますよう
な、委員もおっしゃっておりますような、日本が何かの条件によって輸入等が途絶しまして孤立す
るというようなケースについては、政策的に全く考慮する必要はないというふうにお考えなのかど
うなのかと、その点についてもう一度御意見をお伺いしたいと思います。  

○委員 たびたび申し訳ございません。それは程度の問題だと思います。ですから、一つは備蓄と
いうことで短期的な備えができて、これで飢えるということは恐らくないのだと思うのです。中期的
なものにつきましては、スイスのような形というところまでは政策的手当てということでひょっとして



国の責任としてあり得る。しかし、世界中でスイスだけだということで、日本のような大国がそこま
でやれるのかどうかということで、中期的にまでいってもいいのかな、どうなのかなということはわ
かりません。長期的には、全く世界中が日本を敵にして絶対食料を出さないぞと。今のイラクに対
する経済制裁みたいなことをして、赤ん坊の薬も入らないというような時の手当てまでするのかと
いうことに対しまして私はノーです。そんなことをする必要はないと思います。そんなことをするの
だったら、日本の政策は恐らく世界から総スカンを食らってるわけでありますから、日本の方が考
え方を変えるという時代ではないかと思います。   

○部会長 ありがとうございました。専門委員、どうぞ。  

○専門委員 先ほど委員の方から、国際化の中の日本の位置付けということがありましたけど、こ
れはみんなが意識していることであると思うのです。そういう中で自給率、今みんな不安に思って
いるのは、これが年々落ちてきているからなのです。これ以上どこまで落ちるのだろうという不安
感が一方にあるものですから、私自身はそういった意識の中で、もう少し自給率ということを意識
しないといけないのではないかという気持ちがあったわけなのですけれど、自給率が落ちていくと
いうことは一方で農地がなくなってしまうのではないかという、単純な私の発想があります。  

 それで一体最低限どこまでの農地をきちっと確保できればいいのか、その辺の数字がある程度
私達が理解できて、そしてそういう中で、では今、水田なんかの放棄地もあるようでございますか
ら、それを他のもので何か日本で作れないだろうか。農地の基盤整備も必要かもわかりませんけ
れど、長期的に見たらそのくらいの覚悟で考えないといけないのではないかということを感じてお
ります。  

○部会長 どうもありがとうございました。これも一つの新しい御意見かと思います。つまり自給率
が低いということよりも、もう長い間低下を続けていて、最近どんどん下がっていく。そのことの裏
には農地面積そのものが止めどもなく減少していってしまうというようなことがあって、それでいい
のかどうなのかという、現在の低さよりも低下傾向自体について検討の必要があるということであ
りますので、これは重要な御指摘かと思います。  

 自給率に関してそろそろ終わりたいと思いますが、それでは委員と委員、それぞれ御意見をどう
ぞ。  

○委員 自給率のことを私どもの近くの者に話をしますと、そんなに低いのかというようなびっくり
した返事が返ってくるのです。ですから、やはりこのような数字はほとんどの人が知らないというの
が実態だと思います。そして、低くてさらに低下が続いているのだというようなことが現実にあるわ
けでございますし、その原因がどこにあるのかということは大体はわかってはいるのですけれど
も、それに対して十分な対策がまだ見当たらないというような感じに私は受けるのですけれども、
まずそういう事実を広く訴えるということが必要ではないか、そういうふうな気がいたします。  

○部会長 どうもありがとうございました。それでは委員、どうぞ。  

○委員 昔、ある農政学者が、「食べ物がなくなって国が滅びるということはない、国が危うくなると
食べ物はなくなる」と、こういうことを言ったことがございますが、私これは非常に大事なことだと思
います。要するに食べ物がなくなるというような政治をしないというか、そういう状況に日本が立ち
至らないと、そこが非常に大事なところなのだろうというように思っております。  

 そういう意味では色々外交政策が必要でしょうが、もう一つの問題として、私、戦争とは違ったも
う一つの理由、困ったことは、要するに人口がどんどん増えていくという問題です。これについては
多産国というのですか、あんまりいい言葉ではないのですけれども、そういう国の女性の意識とい
うものを高めていく。それはもう豊かになるしかないのであって、やはり世界の食料事情を少しでも
良くしていく、あるいは日本の食料安全保障をそこに求めていくとすれば、最初の方に言ったのは
戦争の回避のことでありますが、同時にまた、積極的に、そういう国際的な援助によって長期的に
人口の抑制に色々貢献していくというのも、日本の立場としては非常に大事なことではないかと思



います。そういうような形で日本の完全な孤立化というようなものを防いでいくべきではないかと、
このように思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。この部会では議論はいたしましたけれども、本日は直接
それに触れて議論をするようには私どもの方で整理をしておりませんでしたが、世界全体としての
人口の問題、あるいは人口・食料問題と、こういうことについて日本としては色々なすべきことがあ
るのではないかということは、これは恐らく委員を含めて御異論がないのではなかろうかと思いま
す。  

 それでは、まだ御意見もあろうかと思いますけれども、４時に近づいておりますので、食料の安
全保障という点につきましては大体これくらいにしまして、それ以外の点であと30分ぐらい御意見
を伺いたいと思います。  

 これもたくさんの問題があるわけでございますけれども、品質や安全性などの問題からみて食料
供給の質的な確保・向上ということをどう考えるか。それから２番目には食品産業、農業とは別に
食品産業は、次第に食料供給における役割が非常に大きくなってきていることは御承知のとおり
でありますが、これをどのように位置付け、食品産業についての政策ということをどのように考える
か。３番目に国民の食生活のあり方、これについてもそのようなことは個人の自由であって、政策
が関知する必要はないという御意見もありましたし、いや、必ずしもそうも言えないという御意見も
あったところでございます。それから今申しました世界の食料問題についての国際貢献と、たくさ
んの問題があるわけでございますけれども、まあほぼこれまでに議論をしてきたことでございます
ので、多くは繰り返しになろうかと思いますが、先ほども申しましたように第一次答申に盛り込むと
いう意味で、それぞれの委員の主たる御意見と申しますか、御主張をもう一度、あるいはこれまで
おっしゃらなかったことがあればもちろんお伺いしたいと思いますけれども、それぞれ御発言いた
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、どうぞ。  

○専門委員 申し訳ございません。先に言えば良かったんですが、消費者関連施策のあり方です
が、今、食品の品質と安全性がトップでございましたね。  

○部会長 順番は結構です。  

○専門委員 ７ページになりますが、これは私の発言だと思うのですが、黒い丸の上から８個目で
すね。「加工品についても原産国表示を進めるべきである」。これは既に加工食品は原産国表示
はされておりますので、もしこういう発言だと少しおかしくなります。これは原材料原産国というよう
に言ったつもりなのですが、そういう意味でございます。  

 それから食品の安全性については、私はこの問題はどこの部会で論議されるべきかと見守って
いて、ずっとここでは発言しなかったのですが、私、まだ完全に他の部会の議事録を読む時間が
無いというか、怠慢でして全部目を通せないのですが、有機農産物の位置付けというのをやはり
この際はっきりとしておいていただいた方がいいのではないかと思います。これは消費者にとって
は、先ほど委員のお話もございましたが、安全性から有機農産物を求めるというのが一つ、それ
から品質を求めるということが一つ、それから環境にやさしい農業を求めている、こういう３つから
有機農産物の需要が高くなっているわけです。しかしながら、品質はまだまだ少し変なのもある
し、表示は偽物が多いし、誇大なのが多いしと、こういう現状を考えてみたら、やはり有機農産物
の日本の農業での位置付けをしっかりしておいて、その上で品質なり表示なりを今後とも検討して
いくという形にしていかなければならないのではないかというように思っています。  

 ここに全然出てきておりませんので、もしよければこの食料部会でもこの問題に触れていただき
たいと。  

○部会長 有機農産物については、やりました。最初の点ですけれども、加工食品の中に含まれ
ている原料農産物の原産国を表示せよということです。はい、わかりました。  



 有機農産物についてはある程度議論はしたと思いますが、事務局の方、どうですか。  

○事務局 一つ、７ページの食品の規格・表示というところにございまして、上から８個目の黒丸で
すか、「現産地や有機農産物の表示について」、  

表示の問題ということでは一度出ましたのでここに触れております。  

 それから環境保全型農業というようなことで農業部会でも議論なされておりまして、その関係で、
若干表と裏の関係と申しますか、生産サイドの関係は農業部会でも議論が出ておりますし、それ
の表示という関係では、前回でございますか、たしか御議論になったということでここにこういうよう
に示されておりますが、いずれにいたしましても、来年以降の具体的な政策ですとか、そういった
中におきましても農業部会、また当食料部会におきましても、この問題についてはまた改めて議
論を深めていただけたらというように思っている次第でございます。  

○専門委員 もちろん私は表示だけではなくて、位置付けをきちんとして欲しいというのが追加項
目でございます。ただ単に消費者が求めているから表示ということではなくて、日本農業の中の位
置付けをしっかりした上での表示ということにしていただけたら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。消費者の観点といいますか、食品の安全性ということだ
けではなくて、日本の農業生産の中に有機的なオーガニックファーミングというようなものをいかに
位置付けるかということの重要性に関する問題提起かと思います。委員、どうぞ。  

○委員 それはもう大変大事なことだと思います。私は前回も申し上げたように、いわゆるオーガ
ニックファームの考え方で、例えばアメリカのOCIAという一番権威のある民間の認証団体がやっ
てるようなことを勉強して、もちろん勉強することは大事なのですけれども、それを踏まえた上でや
っぱり日本型のそういったオーガニックの位置付けを行うということを考えるべきだと思うのです。
これも前回言ったことですが、日本型のことを考える時に、国がそういうものを、条文を作って、こう
こうこういう条件ですよというようなことではなくて、国はあくまでそういった認証機関なりが間違っ
ていないという、その判断を下す程度にして、あとは私はやはり民間のそういった力に任せること
が必要なのではないかと思います。それが位置付けということになるのかどうかわかりませんが、
一番大事なのは私は日本型のことというか、つまり非常にわかりやすく言えば、OCIAの基準なん
かによると、オーガニックの場合、鶏は全部平飼いでなければならないというようなことになってい
るわけです。それから米は、私の記憶では、アメリカはそんなに米が第一の産業ではありません
けれども、例えば通常栽培の畑から何メートル離して作らなければオーガニックというお墨付きを
与えないとか、何かそういうことを、もちろん勉強することは大事なのだけれども、そういうことを踏
まえて日本型のを作って、しかも国際的にあんまり滅茶苦茶に違わないと。日本だけが何か全然
いいかげんなことをやってるというようにならないような、そういうようなやり方をしないといけない
のではないかなという気がしてます。  

 動物については特に動物福祉法というのですか、イギリスなんか特にそういうものが強くて、そう
いうものと両方重なってきているものだから、私どもがいきなりお付き合いしようとすると非常に難
しい面があるのではないかと思うのです。しかし、そのことをやはり踏まえた上で、これは大事なこ
とだからきちんと位置付けをするということは必要なことだと思います。  

○部会長 どうぞ、専門委員。  

○専門委員 お先にすいません。私の言う位置付けというのは、言葉が少し変なのかもしれない
のですが、先ほど委員が、では日本の農産物は安全なのかと、こういうように言われた。私、安全
と思っていないのです。そういう意味でやはり日本も「環境保全型農業」とよく言ってますが、そうい
う農業を目指すのか目指さないのか、先ほど、今のままだと薬漬けと補助金漬けという話が出た
のですけど、こういう姿でいくのか、そうじゃなく、やはり環境保全型農業でいくのかというところを
ちゃんと明らかにすれば、有機農産物の位置付けというのですか、地位みたいなものが明白にな
るのではないかなと、そういう意味でございました。  



○部会長 どうもありがとうございました。委員、どうぞ。  

○委員 １点だけ。また委員に叱られるのですけど、みんなが食料問題について、暗くなっている
時に、これからは遺伝子組換えがあって何倍体というのもできるのだし、バイオテクノロジーを使
えば、これからは食料の供給なんていうのは簡単だと、たしか第１回目の合同部会の時にそういう
お話があったのですけど、私どもはまだ何か、これから先、長い年月をかければ本当に安全だと
いう形になるのかもしれませんけど、遺伝子組換えの食品というのはまだ完全に解明されてない
という気がしています。安全じゃないとは言っていないのです、科学者じゃないからわかりません
けれど、表示だけはして欲しいというようにお願いしているのですけど、ここにその表示のことが入
っていないです。日本ではまだ作られていませんけど、輸入食品の中には加工品としてあるようで
すので、一応それも一言入れておいていただいた方がいいのではないかなと思います。今、消費
者団体の運動がございますので、表示をして欲しいということについて、お願いしたいと思います。 

○部会長 遺伝子組換えについては、とにかく安全性の議論は別として表示だけはしてもらいた
いという御意見でございます。専門委員、どうぞ。  

○専門委員 今日ちょうだいした資料の中の「食品産業政策のあり方について」というところがあり
ますが、これだけ拝見しますと、ざっとの取りまとめで見ますと、やはり食品産業というようになって
おります。食品産業というのはどうも従来的イメージが強すぎると思います。食品産業イコール食
品製造業というように捉えられがちなものですから、私が繰り返し主張しておりますように、食の外
部化というのは食品産業、食品製造業、それから流通業、サービス業、皆それぞれの立場で大き
な役割を果たしておりますので、表現のところでもう少しそういうような捉え方をしていただきたい
と。これは注文でございます。  

○部会長 食品産業という言葉は、現在では正確には食品製造業、食品卸小売業、それから外
食産業と、こういうようになるわけでございますけれども、一般的なイメージとしては食品産業とい
うと、食品製造業ないし加工業というようにとられてしまいがちであるということは、まだかなりそう
いう感じはあると思いますので、これは事務局の方で少し表現等に御注意いただければと思いま
す。  

 他に。専門委員、どうぞ。  

○専門委員 先ほど専門委員から、自国での農産物ではなくて、海外から農産物が入ってくるとい
う話をされ、国内生産の方がいいんだ、国内生産の受け皿が農業団体であるJAでやっていただけ
ばこんな良いことはないというような話をお聞きしたのですけれども、実際問題、農業を一生懸命
やっている現場の生産者からの話からすると、一生懸命農業をやればやるほどJAからだんだん
遠のいていってしまうという現状もあるわけです。そういった一生懸命元気のある農家は一体何を
考えてるかというと、やはり先ほど専門委員が言われたように、食品産業といわれる業界と、もっ
ともっと身近に感じて、無駄に物を作らなくて、きちっと業者が求めるものを的確な規格で生産した
いと、生産者は常にそう切に願っているわけです。それが本来ならばJAに大いにそういったところ
をやっていただきたいわけなのですけれども、いかんせん現場サイドではそうではない。このまま
いってしまうと、農協の中に専業農家が受け入れられずに、あまつさえ兼業農家主体的な農協運
営ということになると、農村社会の中において専業農家がなかなか生きにくくなりかねないというこ
とは非常に認識していただきたいということと、それを打破するにはということになると、やはり既
存の農協が二面の顔を持つか、もしくはプロとして、産業として農業をやろうという人間に対する受
け皿の農協と、ホビーというか、趣味でやられている方の農協という、そういった二組織に再編と
いうことは大いに農業者から求めたいことなのです。今ここは食料部会なので、余りこういったこと
を言うと話から逸脱してしまうのですけれども、ただ、先ほど専門委員から出された意見は、我々
一生懸命やっている側からすると、こんないい話はないと思います。国から我々と食品産業界がう
まく情報交換なり、つながるようなことを大いに検討していただけたらというように思います。  

○部会長 委員、少しお待ちください。専門委員、一言。  



○専門委員 ただいま専門委員から生産者の立場で大変厳しいお話もあったのですが、基本的
に日本の農業というものは、耕地規模等がありましてコストの面ではなかなか太刀打ちできない
面があるわけで、今後農業が発展する道というのはやはり安全性とか高品質とか、あるいは新鮮
さとか、そういうところのものをきちっと追求しながら消費者の選択をいただくというような方向に進
まざるを得ないのではないかというように思うわけでございまして、JAもそういう方向に急展開しつ
つあるということを申し上げたいと思います。  

 さらに、どうも大規模と小規模とを同じように扱うのではないかというようなことも、不満もあると
か、別の組織を作れというようなお話でございますが、これもやはり生産者の規模等を配慮しなが
ら、そういう色々な施策というものを講ずる方向に今、転換しつつあるということで、その辺は御理
解いただきたいと思います。  

 そういう外国産と違った安全性なり高品質のものができるということで、まあそれは安全かどうか
という色々な御議論があろうと思いますが、そういうことになると外国産との差別化というのが必要
でございまして、そういう意味で先ほど出ておりますように、農産物の原産国表示ということで、例
えば青果物等で一部始まっておりますが、韓国なんか全部やってるというように聞きますし、これ
もさらに拡大してもらいたいし、さらに加工品の原料にも原産地表示というものをお願いしていきた
いなというように思うわけでございます。  

 それから食料部会の関係で、ここで国境措置の見直しだとか、あるいは価格支持制度の問題等
に触れた御意見がございますが、国境措置自体は当然日本といえどもWTOのルールに従ってい
かざるを得ないわけで、それで一定の国際合意のもとで削減の目標も示されておるわけですか
ら、このような国際ルールは尊重しつつ必要な国境措置は講じていくことが必要であるというよう
に思うわけです。  

 それから価格の問題については、それぞれの行政価格の機能もありますので、その実態に沿っ
て必要ならば見直しを行っていく必要があるのではないかというように思いますが、基本的には世
界の流れとして欧米あたりでは、やはり価格政策からやや所得政策等へのシフトという方向にあり
ますが、そういう流れを踏みながら、国民の理解を求めながら、そういう方法もとる必要があるの
ではないかなというように思います。  

 それから行ったり来たりで恐縮なのですけれども、環境にやさしい農業といいますか、持続的農
業といいますか、農業を長く続けるためにはやはり持続的な農業というようなことで、無機質肥料
はできるだけ使わないような農業というのを志していくのは当然でございまして、最近ではJAにお
いても取り組んでいる農業が随分増えてきているということで、そういう道を追求していく必要があ
るのではないかなという思いがしております。  

 いずれにしても、世界のNGOの流れ等を見ましても、各国がそれぞれの国内で持てる資源を活
用しながら、国内で生産をし、できるだけ自給力を高めていこうということが全体の食料安全保障
にもつながるというような流れも出ているわけでございまして、日本としてもそういう方向で進める
時ではないかということと、それに関連して４ページでございますが、そういう現実には飢餓の問題
等、言わば栄養不良の問題等もあるわけでございますので、この４ページの上２行に書いてあり
ますように、やはり食料の不足国における国内生産をもっと促進するように技術協力なり、あるい
は人的なノウハウの提供とか、あるいは資金の援助、さらには災害等ということで飢餓に陥る場合
等の食料の支援なり、資金協力等を積極的に行うべきではないかというように考えます。  

 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。それでは委員、どうぞ。  

○委員 ２つほどございますが、一つは、やはり国内の農業生産者と連携をさらに密にいたしまし
て、どうしたら付加価値をより多く付けられるか。こういうことについて色々研究しあいたい、こうい
う課題を持っております。  



 カロリー摂取量というのは少なくとも現在の段階では頭打ちになってきておりますし、PFCのバラ
ンスも大体もういいと。むしろ過剰に摂取し過ぎていると、こういうような時代ですから、さらに付加
価値を付けていくためには色々な業者の話し合いというのは必要なのではないかと思います。で
すから栽培契約なんかについて、供給者と買い付ける方、両方とも習熟してくるということが大事
なのではないでしょうか。あるいはまた私達が原料を使う場合に、例えば魚沼産のコシヒカリなん
かはやはりそれなりの製品価値を生み出すわけでありますので、ブランド化してくださるなんてい
うことも原料供給者の皆さんにぜひまたお願いしたいことだと、このように思います。  

 さらにまた、だんだん生産者が集まりまして一つの産地化していくということ、これも非常に大事
だと思います。いわゆる原料を効率的に集荷していく上において非常にこれも大事なことだと思い
ます。それに付け加えて今度は物流などという問題について、どういうようなことを考えていくか、
課題は色々あるように思うのです。そうなってきますと、やはり企業農家的な考え方とか、あるい
はまた農業の法人化というようなことは、付加価値を付けていくというか、新しい付加価値を見い
出していくというような意味において非常に大事なことなのではないかと思います。  

 この点が１点です。  

 それからもう一つは技術の問題ですが、産業界の技術には大体２種類あると思うのでございま
す。一つはもう全く基礎的な、ある意味ではこれをなくしてはどうにもならないという技術です。そう
いう技術と中核になる技術と、こういう２つがあるのです。中核になる技術というのは要するに本
当の意味のノウハウです。こういうような技術の開発には、両面ありまして、この書類の中にも「公
的試験研究体制について、食品加工のための技術開発をさらに強化する必要がある」と書いてご
ざいますけれども、そういう場合にはやはりそういう２種類の技術があるということですね、そういう
のにのっとって制度を考えて欲しいなというように思うわけであります。  

 ２つの点を申し上げました。  

○部会長 どうもありがとうございました。予定の時間でございますが、専門委員、どうぞ御発言
を。  

○専門委員 手短かに。食生活のところなのですけれども、これは主な意見だから全部出てない
のかもしれませんが、今、外部化が進んでいるわけです。外部化の進行を視野に入れた食生活
のあり方みたいなものがやはり今後重要な課題になるのではないかということを、食生活か食品
産業かわかりませんけれど、そこへきちんと入れていただきたい。私達は外食すると何を食べさせ
られているかわからないから嫌だとか、加工食品を買うと添加物だらけだからやめたという人も結
構いるわけです。実はそうではないのかもしれませんけれど。高齢化が進んでくると一人暮らしと
いう人が大変多い。夫婦二人暮らしというのが多い。そうすると外部化の方が効率がいいかもわ
からないわけです。その時にやはりお年寄りに健康に良いものを食べさせてあげたいというような
ことを考えています。  

 それから食生活のところですが、「土に親しむことを含め、子供に対する食教育は非常に重要で
ある。」とあります。私はこの「食教育」という言い方には非常に抵抗がありまして、教育というと何
か教科書で人が誰かに教えると、こういう感じなのです。そうではなくて農業を知る、農業の現場を
理解するみたいな方が良いかなというように思う。例えば、あんな大きいきれいなリンゴ要らないと
私達が言うと、農家の方は、あれでないと消費者は買ってくれないからとおっしゃる。でも消費者
はあれがどんな状態で作られるか、農薬がバンバンかけられる、それから袋を掛けるのが大変、
こういうことをきちんと知れば、やはり少しは見栄えが悪くてもこっちが良いという、そういう選択が
起きてくる。みんな知らないのです。知らないから汚いのときれいなのが並んでいればきれいな方
を買う。こういうことで、やはり生産の現場を知るという何か方法をみんなで考えたいなというよう
に思っています。  

○部会長 どうもありがとうございました。その他に何かございますでしょうか。そろそろよろしゅう
ございますか。  



４．閉  会     

○部会長 それでは、ほぼ予定の時間でございますので、本日の議論はこのあたりで終了させて
いただきたいと思います。最初に申し上げましたように第一次答申に向けての食料部会としての
議論はこれで最後でありますが、特に食料の安全保障という前半の問題については非常に活発
な御議論をいただきましてありがとうございました。  

 これからは合同部会ということで年内の第一次答申に向かって議論をさらにまとめていくわけで
ございますが、次回は11月７日ということでございます。細かな日程につきましては改めて事務局
からそれぞれ御案内いたすものと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 なお、次回の合同部会におきまして、本日の御議論を含めまして、食料部会において行われま
した御議論の大要について私の方から報告させていただきたいと、こういうように思っております。 

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。  


