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１．開  会  

   

○部会長 それでは、定刻になりましたので、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８回会合を始めさせていただきたいと思います。大分ごぶさたいたしましたけれども、
中間取りまとめ以後これが初めての会合でございます。時間は一応４時半まで準備してあります
けれども、適宜、会合を終わるように、しかし、小人数ですから御存分に御発言いただきたいと思
います。  

   

２．部会の進め方  

   

○部会長 最初に、今後の部会の進め方ということで御相談したいと思います。  

 昨年12月に、調査会で中間取りまとめを公表したわけでございますけれども、その後の議論の
進め方につきましては、本年２月の調査会で協議を行いました。その協議結果に基づきまして、３
月末には新潟、東京、名古屋、京都で地方公聴会を開催したわけであります。今後各部会におき
ましては、中間取りまとめを踏まえた上での具体的な施策のあり方について、議論を進めて行くと
いう段取りでございます。  

 そこで、今後の食料部会の進め方の方針でありますが、農業部会、農村部会とも歩調を合わせ
てやっていかなければいけないので、先日、農業部会長、農村部会長と今後の部会の議論の進
め方について協議いたしました。その結果、一応取りまとめたのは次のようなことでございます。  



 まず、部会の審議のスケジュールでございますが、本年夏ごろには調査会の最終答申を出すこ
とになっておりますので、各部会での議論は７月いっぱいまでに大体終わることにしていただきま
して、８月以降は調査会全体として、最終答申の取りまとめに向けて議論を行いたいということで
ございます。  

 次に、部会の開催のペースでございますけれども、三つの部会間でペースを合わせていかなけ
ればならないわけでございますが、議論の時間も限られてきておりますので、各部会とも、場合に
よっては月２回ぐらい開かせていただかなければならないかと思います。御多忙のところ恐縮でご
ざいますが、よろしくお願いいたします。  

 それから、部会をまたがる問題について合同の議論が必要ではないかという御発言もあったわ
けでございますけれども、部会間の調整を要する問題につきましては、合同部会も場合によって
は考えていかなければならないと考えております。  

 それからもう一つ、２月の調査会で、この調査会ないし部会とは別に特別なワークショップのよう
な専門家の小グループをつくって検討してはどうかという御提案がございましたが、これにつきま
しては、この間の３部会長の相談では、時間の制約もあるし、そういうチームをこれから設けても、
そうたびたび開くわけにもいかないということがございまして、この部会で議論を十分尽くしていた
だくために、事務局の方によくお願いしまして、議論の土台となる具体性のある資料を出していた
だくということ、それから、必要な資料については各委員から遠慮なく御発言いただいて、事務局
にできる限り要求にあった資料を提出していただいてやっていった方が、別途ワークショップ的な
ものを設けるよりは効率的ではないかというのが、この間お二人の部会長と御相談した結論でご
ざいます。  

 私としては、こういった考え方で今後この部会の運営を行っていきたいと考えておりますが、何か
この点について御意見がございましたら最初にお伺いしておきたいと思いますが、いかがでしょう
か。  

〔「異議なし」の声あり〕  

 もしよろしければ、とりあえずこのような方針で部会を進めさせていただきたいと思います。今
後、必要に応じて皆様方から御発言があればその時々に考えていきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。  

   

３．資料説明  

   

○部会長 それでは、早速ですけれども、本日の具体的な議論に入りたいと思います。  

 本日は、具体的な施策についての第１回のテーマとして、「我が国の食料安全保障政策の今後
のあり方」というテーマが一つ、もう一つは「食料・農業分野における国際貢献の今後のあり方」、
関連はございますけれども、やや違った二つのテーマについて資料を用意してもらっておりますの
で、まず事務局の方からこれを御説明いただきまして、その後、御議論いただきたいと思います。 

 なお、時間の関係もありますので、食料安全保障政策につきましては、本日は、現在の食生活
の維持を前提とした食料の安定供給、つまり、平常時において食料の安定供給を図る問題につい
て御議論いただきたいと思います。中長期的にやや異常時であるとか、あるいは長期的な観点で
現在とは非常に変わった事態が想定される場合の問題はまた別にあるわけでございますがそう
いうような問題、それから食料自給率についていろいろ御議論がございましたが、この取扱いにつ
いては、次回御議論いただきたいと考えております。ただし、資料につきましては、本日一括して



最初に事務局の方から御説明いただきたいと思います。  

 それでは、御説明をお願いします。  

○事務局 資料の説明をさせていただきます。  

 その前に、お手元の一番下に、当調査会あての要望書ということでお配りさせていただいており
ますが、これまで当調査会に対する要望書については、調査会の席上で、要望書の写しをお配り
しておりましたけれども、かなり意見等も多く寄せられてきております。それで、これからは月１回
程度集計して、部会において配付させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思
います。  

 なお、お配りしているもののほかに、この要望書の４ぺージをお開きいただきますと、一番下に
個人からの要望書ということで、具体的には葉書でございますが、これが４月末までに約2,000件
近く寄せられております。また、５月現在も既に5,000件近く寄せられているということで、必ずしも
中身が全く同じということではなく、微妙に表現等も変わったり中身も変わっているものがたくさん
参っております。こうした葉書については、大変恐縮でございますけれども、かなり膨大なものです
が、総括表で件数で御紹介しまして、中身をご覧になりたい委員におかれては、事務局の方に言
っていただきましたら、事務局で保管しておりますので、見ていただくという格好にさせていただき
たいと思います。  

 それから、その上には３月末に開きました地方公聴会、東京をはじめ４か所の公聴会の概要を
席上に配付させていただきました。  

 以上が、説明に入ります前の資料でございます。それでは、本日の資料について御説明させて
いただきます。横長の資料４、５、それからA判の資料６でございます。  

 まず、資料４の「我が国の食料安全保障政策の今後のあり方」でございますが、目次のところを
お開きいただきたいと思います。全体は大きく二つから構成しておりまして、Ⅰ番目は、我が国の
食料供給をめぐる情勢ということで、客観的なこれまでの状況及び今後の世界的な食料需給等の
見通しということで、７ぺージまで事実関係、あるいは見通しを御紹介をしております。  

 次に、Ⅱで基本方針、具体的な施策の整備の方向を御紹介しております。これは１番から４番ま
でございます。まず１番目は、現在の食生活の維持を前提とした食料安定供給の確保ということ、
具体的には国内生産なり輸入、備蓄の関係ということで、11ぺージまで御紹介しております。２番
目以降は、中期的、長期的なひっ迫への対応について御紹介しておりまして、最後に、自給率の
取扱いについて簡単に触れております。  

 この２番目から４番目につきましては、一応次回において議論していただくということで先程部会
長の方から御紹介がございましたけれども、全体を通して、今日は資料だけの御説明をさせてい
ただきたいと思います。  

 １ぺージ目でございますが、我が国の食料供給をめぐる情勢ということで、我が国食料の供給構
造の関係でございます。これは昨年来、何度も御紹介していると思いますが、我が国の食生活
は、高度経済成長の過程において内容の多様化・高度化が進み、具体的には米の消費が減少
し、畜産物、油脂の消費が増加したということでございます。  

 右上のグラフに、昭和40年度から最近までの国民１人１日当たりの供給熱量の割合を示してお
りますが、油脂のライン以下が、米と畜産物、油脂の代替関係ということで、この30数年間が表さ
れているのではないかと思います。  

 それから、下の方の文章に、昭和50年代に入りますと、我が国の食生活の変化のテンポが鈍化
して、栄養バランスがとれ健康的で豊かな我が国独自の「日本型食生活」が形成されているという



ことに触れておりますが、依然として米と畜産物、油脂の代替関係は継続しており、最近では、む
しろ栄養バランスがくずれるおそれも生じております。  

 具体的には、右下に年齢別のPFC摂取熱量比率をとっておりますが、適正脂質、Fの摂取の割
合を見ていただきますと、７歳～14歳、20歳～49歳までの層においては、適正脂質比率をオーバ
ーしているということでございます。  

 ２ぺージ目でございますが、耕地面積は、昭和35年の607万ヘクタールから平成９年の495万ヘ
クタールということで、100万ヘクタール減少しているわけでございます。また、耕地利用率も同じく
134％から96％と低下しているわけでございますが、基本的には国内の農業資源では対応できな
いような食生活の大きな変化がありまして、食料自給率が昭和35年度の79％から平成８年度の
42％へと大きく低下しております。  

 こういう状況の中で、我が国は世界最大の食料純輸入国であり、経済力を背景として世界中か
ら食料を輸入している状況でございます。こういう食料の輸入状況は、とりもなおさず、我が国の
耕地面積の2.4倍である1,200万ヘクタール分を海外の作付に依存しているのと同じような状況で
ありまして、我が国の現在の食生活を賄うためには、1,700万ヘクタールの農地が使われていると
いうことでございます。  

 ３ぺージ目でございます。農業生産の特質を左上に文章で御紹介しております。農業生産自体
は、自然条件の制約を強く受け、生産量が変動しやすく、また、生産に一定の期間を要する等の
ため需給事情の変動に適宜適切に対応することが困難であるという特質がございます。  

 こういった農業生産の特質に加えて、基本的に農産物は、それぞれの国の国内消費に仕向けら
れ、その余剰が貿易に回るということで、生産量のうち貿易に回されるものの割合は概して低いと
いうことでございます。  

 右下の方に棒グラフで示していますように、主だった穀物等の輸出国の割合は、小麦、米が上
位３カ国で６割、とうもろこし、大豆が９割を超えている状況でございまして、少数の特定の国にこう
した農産物の輸出が偏っているということでございます。  

 ４ぺージ目は、農業に関する国際的なルールの関係でございます。左上の文章で御紹介してお
りますように、現在のWTOの農業に関する協定では、農産物の輸出禁止、あるいは制限を新設
する国は、輸入国の食料安全保障に及ぼす影響に十分考慮を払わなければならず、また、要請
があるときは実質的な利害関係のある国と協議しなければいけないとなっているわけであります。
ただ、こういった中身でございますので、輸出国の供給責任は十分担保されているとは言えない
内容ではないかということでございます。  

 最大の輸出国である米国の場合、国家の安全保障上、あるいは外交政策上の理由により、農
産物の輸出を規制、あるいは禁止できるという1979年輸出管理法、右下にその概要を付けており
ますけれども、こういう国内法があるということで、現にこれまでも何度か、農産物の輸出禁止、あ
るいは規制等の措置がとられております。  

 ５ぺージでございますが、以上のような状況で、世界の食料需給は主要な輸出国あるいは大消
費地国における作柄変動、あるいは需給の状況の影響を受けやすいということで、そもそも不安
定な側面が強いわけでございますが、特に最近は、①から③に御紹介しておりますように、まず１
番目は中国が飼料穀物について、従来の輸出国から輸入国に転換する傾向が見られますように
農産物の貿易構造自体が変わってきていること、さらには、WTO体制のもとで輸出国がアメリカな
ど特定の国・地域に集中している傾向が強まっているということ。  

 ２番目は、主要輸出国は、80年代は過剰在庫でかなり苦しんだ経験から、最近は在庫水準を圧
縮させている傾向が強いということ。  



 ３番目は、エルニーニョ現象等の異常気象による農業生産の変動の可能性が強まっていること
で、今後は、短期的な不安定性が増大するのではないかと見込まれます。  

 右下の方にグラフを付けておりますが、特に期末在庫率で見ていただきますと、1970年代の前
半に15.3％とかなり低い在庫水準でございましたが、80年代に急激に在庫率が上がり、一番高い
時で28.5％、これが最近では、気象状況の変動、あるいは左の②で申し上げましたように、14.2％
でかなり低い水準になっております。  

 ６ぺージ目は、世界の食料需給がどういうふうになるかという見通しの関係でございます。世界
の人口は、2025年に80億人、50年には94億人ということで、現在の58億人から比べるとかなり増
加するという見込みでございますが、これに加えまして、開発途上国のうち特にアジア地域におい
ては、比較的高い経済成長により畜産物の消費が拡大し、また、今後とも拡大する見込みがある
ということで、飼料用穀物の需要が大幅に増加すると見込まれているわけでございます。そういっ
たことから世界の食料需要は、今後大幅に増加すると見込まれておりまして、この需要の見通し
については、世界の各種の研究機関の予測においても、概ね一致していると言えるのではないか
と思います。  

 一方、供給の面が７ぺージ目でございます。これまでの供給の状況は一言で申し上げますと、左
上の２行目にありますように、単収等の増加により生産の増加が支えられてきた面がございます。
今後は、農用地の面的な拡大の制約、環境問題の顕在化で、生産拡大を図る上でのいろいろな
制約要因が明らかになってきております。  

 こういった制約要因があるわけでございますが、７ぺージの左下に文章で御紹介しております
が、需要の増加に見合った食料供給の拡大が可能かどうかという点につきまして、世界の研究機
関の予測において必ずしも統一した見方が行われておりませんが、以上のような状況を踏まえま
すと、今後、世界の食料需給は、中長期的には、不安定な局面があらわれる。場合によってはひ
っ迫する可能性もあるということで、政策的な対応を考えておく必要があるのではないかということ
でございます。  

 以上が全体的な食料需給関係でございますが、８ぺージ目から、具体的な我が国の食料安全
保障政策に関する基本方針と具体的施策の整備の方向ということで、事務局なりに整理したもの
をお示ししております。  

 まず左上の方に触れておりますが、食料は国民の生命と健康の維持に欠かすことのできない最
も基礎的で重要な物資であり、その安定供給を確保していくことは国民に対する国の基本的責務
ではないかと考えております。したがいまして、食料の安定供給の確保を目的とした食料安全保
障政策について、中長期的視点に立った基本方針を改めて確立するとともに、その具体的施策を
整備しなければいけないのではないかと考えております。  

 想定される事態は様々にあるわけでございますが、その影響度合いに応じた適切な対応が可能
となるように、あらかじめいろいろな施策を講じておく必要があるのではないかということで、まず１
番目は、現在の食生活、豊かな食生活の維持を前提とした食料の安定供給の確保という点でご
ざいます。  

 現在の国民の豊かな食生活の確保を前提としますと、先程御説明しましたように、我が国は
1,700万ヘクタールの農地面積が必要になるわけでございますが、こういった状況のもとで国内生
産ですべてを賄っていくことを想定するのは非現実的ではないかということで、こうした豊かな食生
活の維持を前提にした供給の確保を図っていくためには、国内農業生産、輸入、備蓄の三つを適
切に組み合わせていくことが必要ではないかということでございます。  

 ９ぺージでございますが、国内農業生産を基本に位置付ける必要があるのではないかということ
でございます。その理由として、左の方に①から⑥までで示しております。  



 まず１番目は、先程来御説明しておりますように、我が国の食料自給率は、先進国のうちでも極
めて低い水準にある中で、さらに輸入への依存度を高めていくことは、我が国の食料供給構造の
危うさを増すことになるのではないか。  

 ２番目は、世界の食料需給のひっ迫等の事態が生じた場合において、最低限の食料供給を確
保する必要があるのではないか。  

 ３番目に、それぞれの国が自国の農業資源を持続可能な方法で最大限に活用することは、資源
の制約が強まる地球社会における各国の責務ではないか。そのことが世界の食料安全保障に資
することになるのではないか。  

 ４番目は、農業は、多面的・公益的な機能を有しているわけでございますが、これらの機能が十
全に発揮されるためにも国内農業生産が適切に維持されることが必要ではないか。   

 ５番目は、先程来の世界の食料の貿易構造からいくと、我が国の輸入が確保されるとは断定で
きないのではないかということ。  

 ６番目は、備蓄については、品質やコスト面からおのずから限界がある。  

 こういった理由から、国内農業生産を基本に位置付ける必要があるのではないかと考えており
ます。  

 ただ、一番下に触れておりますけれども、消費者・食品産業が、適正な価格での農産物の供給
を求めているわけでございますので、農業構造の変革等による生産性の向上に一層努める必要
があるのではないかということが事務局で整理した考えでございます。  

 10ぺージ目は、安定的な輸入の確保方策の強化でございます。豊かな食生活を前提とします
と、輸入も食料供給の重要な要素となりますが、これまでも食料輸出国との情報交換を含め安定
的な相互信頼関係の醸成に努めてきたわけでございます。特に、国家貿易品目であります小麦・
大麦につきましては、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きております。
ただ、農産物の貿易は、基本的には民間ベースの自由な取引のもとで行うということで、政府レベ
ルによる直接的な対策には限界があります。  

 今後の対応の方向でございますが、輸出国との良好な関係の維持を図るための食料外交の積
極的な推進を基本としながら、世界の食料需給の動向に関する情報の収集・分析体制の強化、そ
れから、食料・農業分野における国際貢献の拡充等の施策を組み合わせていくことが必要ではな
いかと考えております。  

 11ぺージ目は、備蓄の関係でございます。我が国におきましては、昭和47年の世界的な異常気
象による食料需給のひっ迫を契機として、昭和40年代の後半ごろから本格的な備蓄に取り組んで
きているわけでございます。また、米については現在の食糧法の中で法律上きちんと位置付けら
れている状況でございますが、世界の食料需給が今後、短期的な不安定さを増すということも踏
まえますと、引き続き備蓄の実施が必要ではないかということでございます。  

 現在の備蓄制度の概要を右の方に表でお示ししております。  

 以上が、現在の豊かな食生活を維持するための対応でございますが、その下の２番目以降は中
長期的な需給変動への対応ということで、もう少しタイムスパンを長くとった場合の対応ということ
でございます。  

 まず、中期的な需給変動への対応の関係でございます。どういった事態を想定するかということ
でございますが、例えば世界同時不作による国際農産物市場の大幅な縮小のように短期的な需
給変動に備えた対策だけでは対応できないような事態をどのように想定し、どういうように対応す



るかということでございます。  

 12ぺージ目でございます。こういった事態に備えて、備蓄の活用のほかに米麦等の緊急な増産
とか、畜産についてと殺等による一時的な縮小等の対策が必要となってくるのではないか。また、
国民に対する適正な価格での円滑な食料供給が行われるようなシステムが効果的に機能する必
要があるということで、こういった観点から生産面、流通面での対応策についていろいろ検討して
おく必要があるのではないかということでございます。  

 その下に、シミュレーションの提示と国民の理解の促進を記載しております。このような事態にお
いては、食生活自体についても、内容の切換え、場合によってはカロリー水準の切下げ等の緊急
対応が必要となり、必要最低限の栄養水準の確保を前提とした食生活とともに、具体的なシミュレ
ーションを行って国民に提示し、食料安全保障についての国民の理解を促進する必要があるとい
うことで、具体的には次回以降の場において、こういったシミュレーション等を示したいと考えてお
ります。  

 13ぺージ目は、長期的・構造的需給ひっ迫への対応ということでございます。世界の食料需給
が長期的・構造的にひっ迫することになりますと、国内の生産にシフトした格好で想定せざるを得
ないわけでございますが、最低限必要な栄養を国内だけで供給できるような国内での食料供給力
が確保されていることが、食料についての国民の安心の確保につながるのではないかということ
で、基本的には①から④にありますように、①優良農地の確保・整備、②水利システムの維持管
理、③担い手の確保、④農業技術の開発・普及、等により、必要な生産基盤を確保していくことが
必要ではないか。  

 特に我が国の場合は、その下のフレーズに触れておりますが、農地面積が、他の先進諸国と比
べて極めて乏しいという厳しい条件にあります。したがいまして、農地は、一旦毀損された場合そ
の回復は非常に難しいことから、必要な農地総量を明確にした上で、良好な状態で確保していくこ
とが必要ではないかと考えております。  

 それから14ぺージ目でございます。そういった場合の生産・流通面での対応策の整備ということ
で、最低限必要な栄養水準の確保を優先した農業生産へ迅速かつ的確に転換させる必要があり
ます。また、そのような事態においては、国民に対して適正な価格での公平な食料供給が円滑に
行われるようにするためのシステムが効果的に機能する必要があります。こうした観点から、長期
的・構造的需給ひっ迫時における生産・流通面での対応策についても、あらかじめ検討しておく必
要があるのではないかと考えております。  

 ４番目は、自給率の取扱いでございます。この点につきましては、先の中間取りまとめにおきま
して両論併記となっているわけでございます。地方公聴会においても、この問題についてはいろい
ろな御議論が出ております。この問題につきましては、いずれ食料安全保障政策を全体としてど
のように構築していくかという観点から、別途検討を行う必要があると考えておりまして、この点に
つきましては改めて資料を整理させていただきたいと思います。  

 以上が、資料４でございます。  

 続きまして、資料５の「食料・農業分野における国際貢献の今後のあり方」について御説明させ
ていただきます。  

 まず１ぺージ目でございますが、左上の方に、現時点においても多くの開発途上国では、人口の
急激な増加ということで、穀物の純輸入国となっている。ただ、外貨準備等が不十分であり十分な
食料の輸入が困難であることから、FA0等の調査によりますと、現在においても、世界の人口の７
分の１である８億４千万人の方々は飢餓ないし栄養不足に苦しんでいる状況だということでござい
ます。  

 また、昨今、大規模な緊急食糧支援ニーズの発生ということで、その下に御紹介しております



が、インドネシアでは、エルニーニョ現象による影響等により、米の生産量が大幅に減少しており、
記録的な食料不足に見舞われております。異常気象により地域的に深刻な食料不足が生じ、大
規模な緊急食糧支援が必要な例がみられるようになってきております。  

 一方、２ページ目は、先程御紹介しておりますように、世界的に食料需給は中長期的にはひっ迫
する可能性があるという状況でございます。  

 ３ページ目は、近年伸び悩む世界の食料・農業分野におけるODAでございます。最近、世界の
食料・農業分野におけるODA実績は伸び悩む傾向にありまして、ODA全体における食料・農業分
野のシェアも低下傾向にあるということでございます。  

 さらに食糧援助の実績も、1990年代の前半においては、全世界で1,500万トン程度の実績があっ
たわけでございますけれども、昨今は余剰穀物の減少とか、主要援助国の財政事情の悪化等に
より、ピーク時の３分の１程度である  

500万トンを切るような状況になっております。  

 ４ページ目は、一昨年の11月、ローマで開かれた「世界食料サミット」の状況を御紹介しておりま
す。一昨年の11月に、初めて「世界食料サミット」が開催されたわけでございます。この「世界食料
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年までに栄養不足人口の半減を目
指して「ローマ宣言」が出されております。また、その具体的な方策を示しました「世界食料サミット
行動計画」が採択されまして、こうした目標を達成するために、各国及び国際機関が協調して取り
組むことが宣言されております。  

 ５ページ目以降は、こうした食料・農業分野における国際貢献の今後のあり方を示しておりま
す。  

 まず１点目は、ODA大綱等における位置付けの明確化でございます。食料・農業分野における
国際貢献は、今後ますますその重要性を増してくると考えられますが、ODA大綱等の我が国の
ODA政策の基本方針の中において、その意義、重要性が必ずしも明確に位置付けられていない
ことから、我が国の基本方針を明確に位置付けて、内外に示す必要があるのではないかというの
が１点目でございます。  

 ２点目は、具体的な技術協力、資金協力の強化・充実でございます。基本的には、世界の飢餓・
栄養不足問題の解決のためには、開発途上国自体の食料生産力を持続的な形で高めていくこと
が基本になります。このために我が国としても、食料・農業分野における技術協力、資金協力の強
化・充実を図る必要があるのではないかということでございます。  

 具体的には技術協力の強化ということで、その下のアの①から③に具体的に例示しております
が、こういった事項について検討し、その体制の強化を図る必要があるのではないかということで
ございます。  

 また、資金協力の充実については、その下にイでお示ししておりますけれども、円滑な資金投入
を促進する観点から、適用利率の問題、対象国の範囲等の融資条件の見直しについて検討する
ということで、内容の充実を図る必要があるのではないかということでございます。  

 ３点目は、７ページ目に食糧援助の拡充ということで示しております。従来、食糧援助について
は、国際穀物協定の食糧援助規約に基づくKR援助と、国連の機関であるWFPに対する拠出によ
って実施してきましたが、今回のインドネシアのように、既存の援助スキームでは対応できない大
規模な緊急食糧援助ニーズも生じているということでございます。  

 こうした食糧援助の関係では、先の中間取りまとめでも、この援助の拡充についての検討の必
要性が指摘されたことも踏まえまして、今回、インドネシアに対して、政府米の貸付け50万トン、無



償資金協力による国際市場からの調達10万トンということで、食糧支援を行うことを決定したわけ
でございます。これに合わせて、今後の大規模な緊急食糧支援ニーズに円滑に対処するため、政
府米の貸付けによる緊急食糧支援を実施するための新たな仕組みを創設し、食糧援助の抜本的
な拡充を図ることとしたわけでございます。  

 具体的な仕組みは、右の方に表でお示ししておりますし、それから、お手元の資料６でそれを若
干敷衍した説明ということでお配りしておりますけれども、その説明については省略させていただ
きたいと思います。  

 以上が、今日お配りしております資料の概要でございます。  

   

４．質  疑  

   

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、ただいま御説明いただきました問題について御質問、御意見、それから資料の御要
求等、自由に御発言いただきたいと思いますけれども、二つのテーマがございますので、まず、食
料安全保障政策の中で本日議論することにしました、現在の食生活の維持を前提とした、つまり
これは平常時におけるということでございますが、平常時における食料の安定供給の確保のあり
方について御発言いただきたいと思います。  

 これまでに出た主要な論点を若干整理させていただきますと、まず、国内農業に重点を置くとい
うことでございますけれども、国内農業生産を平常時の食料安定供給政策の中にどのように位置
付けるかということが第１点でございます。  

 ２番目、平常時において国内農業だけでは十分な供給をすることができない。これは皆さん御承
知のとおりでございます。輸入しなければいけない。この輸入の安定について何か具体的な対策
は考えられるかどうかということでございます。  

 ３番目は、輸入と国内生産の両面に、気象変動その他さまざまな短期的な変動があった場合に
備えて備蓄が必要でございますけれども、この備蓄について何か具体的に新たな方策が考えら
れるかどうかということでございます。  

 なお、本日御欠席でございます専門委員から、これらの問題について意見書が出されておりま
すので、最初に、事務局の方から専門委員の意見書について御紹介いただきたいと思います。  

○事務局 お手元に４枚紙でお配りしてあると思いますが、前段２枚が「我が国の食料安全保障
政策の今後のあり方について」ということでございます。読み上げさせていただきたいと思います。 

 １番目の国内農業生産の位置づけについてでございますが、地球規模での人口増加や環境悪
化など、食料消費と生産をめぐる世界的な状況を考えると、中長期的には食料需給のひっ迫が懸
念されます。  

 また、現在でも、８億人を超える飢餓人口があるということを考えると、食料安全保障を達成する
ために、今後とも、農産物貿易が一定の貢献を果たすにせよ、その不安定さを否定することはで
きません。  

 さらに、食料の輸出可能国が偏っていること、わが国の主食である米の場合、貿易量が世界的
に見て少ないことなどから、輸入に対して今以上に依存しすぎることには不安があるというのが、



私たち国民の多くの声だと思います。  

 しかし、いかなる事態に至っても、国民生活に必要最低限の栄養水準が国の責任によって確保
される必要があることを踏まえると、米をはじめとする基礎的な食料については、国内生産を基本
とするという基本理念にもとづいた食料政策を確立する必要があると考えます。それによって、安
全な食料を安定的に供給していくことが可能となり、国民の期待に応えるとともに、地球規模での
食料安全保障の達成に寄与することにもなります。  

 ２番目の安定的な輸入の確保方策のあり方についてでございますが、農産物貿易は、地域的・
短期的な需給ギャップを調整するために行われるものと認識しています。このため、農産物貿易
については。中長期的な食料安全保障の観点から言えば、限界があると言わざるを得ません。  

 また、将来の地球規模での食料需給の不安定性、農業生産に伴う環境問題の高まり等に配慮
するとともに、農産物貿易は輸出国の食料事情や国際市場動向により影響を受け易いというこ
と、しかも、食料輸出可能国が偏在しているということを踏まえた輸入対策を検討することが必要
です。  

 ３番目の備蓄のあり方についてでございますが、食料安全保障を達成するにあたっての備蓄の
目的は、短期的需給変動に対する調整であると認識しています。このため、備蓄については、農
産物貿易と同様に、中長期的な食料安全保障の観点から言えば、限界があると言わざるを得ま
せん。  

 国土条件に制約のあるわが国で、現在の高度化・多様化した消費者ニーズにこたえつつ日々の
生活に欠かすことのできない食料を安定的に供給していくためには、こうした限界を踏まえたうえ
で、国内農業生産を基本に、一定量の備蓄と安定的な輸入を組み合わせた食料供給を行ってい
くことが必要であると考えます。  

 また、あるべき備蓄の量や内容については、食料危機に対する具体的認識や緊急時の農業生
産の回復の可能性、食料生産を市場原理に委ねることの問題点等を検討する中で明らかにすべ
き事項であり、米など基礎的食料の安定供給に欠くことのできない部分は政府の責任で備蓄を確
保することが必要であると考えます。  

 なお、食料安全保障を考えた場合、国内農業生産体制の強化が重要で、備蓄および輸入は、そ
の補助的位置付けであるべきです。  

 以上であります。  

○部会長 どうもありがとうございました。以上が専門委員から提出されました意見でございます。 

 それでは、御出席の委員の方どなたからでも御自由に御発言ください。最初に申しましたが、い
ろいろな御都合で６人の委員の方々で非常に少のうございますので、割り算しますと存分の時間
がございますから、どうぞ存分に御発言いただきたいと思います。委員からどうぞ。  

○委員 存分の時間がある割には申し上げることが余りない感じで、中長期は次にやるんです
ね。今日はやらないのでしょう。そうすると、先程から私大変当惑して資料を拝見したのですけれ
ども、７ページぐらいまでは、去年の部会でもいろいろ資料として出していただいて、ある程度の共
通認識で持っているところだろうと思いますので、そんなにどうこうという段階ではないわけです。  

 先程事務局の方で、こんなふうにまとめられたという具体的施策とはおっしゃっているわけです
けれども、これを拝見していると、総理大臣の施政方針演説みたいで、細大漏らさず書いてあるよ
うな雰囲気で別に文句を言うところは何もないという感じがしまして、これで具体的な方策としてア
ピールしていくことができるのだろうかというのが率直な印象なのです。  



 さはさりながら、そんなことばかり言っていても仕方がないのでもう少し水面下にもぐって考えて
みますと、この資料では一応国内農業生産を基本に位置付けということで、幾つかの留保条件も
含めてそういう書き方をしておられるわけですけれども、中間取りまとめでは国内農業生産を基本
にするかどうかについては、ほとんどの人については――ほとんどという表現だったかどうかは、
今日うっかりして持ってこなかったので不確実だったら失礼しますけれども、国内農業は基本だと
いう意見がかなり多かった。だから、これは両論併記というよりはそっちの方が多いのだけれど
も、しかし一方では、コストだって少し考えなければいかんよという意見もありました、という表現に
なっていたと思うのです。  

 そこのところが、これはかなり後の方にコスト等は捨象して、国内農業生産を基本に位置付けと
いうことでまとめておられるわけですが、去年の部会で、コストであるとか、国民の負担であるとか
そういうことを主張された御意見について、あるいは、そういうことを発言された委員の方、現在そ
ういうことをある程度を持っておられる方、そういう方々はこういうまとめ方でいいのかどうかという
ことを一応確かめて、それで前に進んだ方がいいのではないかという気がします。今日おいでに
なっている方々でそれが全部カバーできるかどうかわかりませんけれども、私の感じとしてはそう
いうことです。  

 それから、これは農業部会との関係で考えなければいけないことですけれども、先程、いかにも
総理大臣の施政方針演説みたいで、別に文句をつけることはないのだけれども、特にアピールす
る点でどうかというふうに申し上げたのは、例えば前回の農業部会で議論した農産物の需要と生
産の長期見通しについてはどうするのか。それは次回におそらく関係することだろうと思うのです
が、それにしても、この資料の中にはそういったことについては何もないということもある。  

 それから、国内農業生産を基本に位置付けとはいうものの、米は十分にありますが、ほかの主
要作物については依然として軒並み少ない。そこは、あるいは技術の開発とか維持で、少し小麦
とか大豆のことに触れたという意味なのかもわかりませんけれども、そういうところについての位
置付けが、つまり次回のことを見通したとしてもどうもないというのは、これから２回にわたって食
料安全保障政策を考える上で、少し食い足りない気がするというのが私の感想です。ですから、こ
のことについて委員の方はどういうふうに思っておられるか少しお聞きしたいという気がします。  

○部会長 総理大臣演説に匹敵するということで、まことに名誉でございますが、第１点は、一応
両論併記の論点でございますので、こういうまとめ方で、委員の間の意見の取りまとめはとれてい
るかどうかということですけれども、今日御出席の委員の方々で、このような取りまとめでは納得
できないという御意見がございましたら、まず最初にお伺いしたいと思います。資料で言いますと、
資料４の８ページの下の方、それから９ページの全体にわたる部分です。  

 それでは、今日御出席になっておられない委員の方々のことも含めまして、事務局から御説明
があればお願いします。  

○事務局 ９ページの点でございますけれども、次のような理由から、国内農業生産を基本に位
置付け、可能な限り云々ということで、確かに理由の点につきまして①～⑥まで触れておりますの
で、こちらの方が主体みたいな感じになっているかと思いますけれども、一番下に、「ただし、消費
者・食品産業が」ということで、これは前提条件のつもりで書いておりまして、「農業構造の変革等
による生産性の向上に一層努める必要がある」ということで触れておりまして、背景となる理由は
①～⑥でございますけれども、そういうものの前提条件的に、こうしたものは当然構造変革による
生産性の向上に努めなければいけないということで、私どもなりにそこの点のバランスというか、
一方的に無条件に国内農業生産が基本であるということではないというつもりで、ここら辺は触れ
ているつもりでございます。  

 また、先の農業部会の資料は、お送りしたばかりでございますので各委員の方々まだお目通し
ではないのかもしれませんが、再三にわたり価格につきましては、国民が納得するような価格の
供給での国内農業生産の重要性、あるいは生産性向上の必要性は触れているつもりでございま
して、資料の作り方がそういう意味では少し気配りが足りなかったのかもしれませんけれども、意



図するところでは、委員がおっしゃったようなことで整理したつもりでございます。  

○部会長 その点いかがでしょうか。先程私は８ページと申しましたが、８ページからスタートして９
ページに、つまり国内生産、輸入、備蓄という三つの要素の最初の国内生産を、三つのうちの基
本に位置付けるということが書いてあるわけでございますけれども、これについてこういう取りまと
めでよろしいかどうか。委員、どうぞ。  

○委員 私は基本的に国内生産をもって基本とするとか、位置付けることは、非常に大事なことだ
と思うのです。というのは私の全く個人的な考えで申し上げますと、ここでこういうことが論議され
ているのは、農家のためというよりは、農業とか農村社会というのが国民とか国民生活にとって必
要なのだ、だからこういうことが論議されているのだというふうに理解しておるわけです。そういう
観点からいくと、国内農業を基本とするというのは、そのウエイトがどうであれ、内容がどうであ
れ、ここはこれでいいのではないか、はずせないのではないかと思うのです。  

 ただ、それから以降の安全保障がなぜ問題になってくるのかというと、国民が安いものを食べて
いれば、このまま続けたい。しかしながら、そんなことをしていたら不測の事態が起きた時に大変
なことになりますよと言われると、そのときも十分とは言わないにしろ、最低生きられるというもの
は欲しい。そういうことを両立できるようにしていただきたい。そういう趣旨から、うまく説明ができ
ているかなというふうに考えると、説明の仕方に少し工夫はあるかなと。安全保障問題というの
は、国民の不安感を払拭するところにあるのだというふうに考えるべきではないか。こういうふうに
考えると内閣総理大臣の演説ではないでしょうが、もう少し何か別な表現はあり得るかなという気
がします。  

○部会長 ありがとうございました。ほかに御発言ございますか。専門委員どうぞ。  

○専門委員 ９ページの一番下のただし書きのところですけれども、先程御説明で、このただし書
きのところが全体の背景の中にあってということでございましたが、私はここは、ただし書きではな
くて、例えば異常を踏まえてか何か、とにかく全体の中でこの一番下のただし書きのところが、もっ
と強く明確に出てくるような形で表現されることが必要ではないかと感じます。全体的にはこの内
容で表現されていると思いますけれども、何となくどこか物足りない感じはしますけれども、全体的
に私は、これでいいの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。今、委員、専門委員のお二人から御意見が出ました。  

 委員、どうぞ。  

○委員 私も国内農業生産を基本に位置付けることにつきましては、基本的に異議ありません
が、ここのところで農業構造の変革等による生産性の向上の内容をもう少し具体的に、どういうこ
とがその中にあるのか、また、そういうことは具体的に触れた方がわかりがいいのではないかとい
うことが一つございます。例えば単収の増加だとか、もう少し大規模にしなければいけないとか、
あるいは農地の確保と同時に有効利用ということで高度な農業への発展とか、そういうことがいろ
いろあるのではないかと思います。前の問題もたくさん出ておりますので、その辺についてももう
少し触られたらどうかという気がします。  

 もう一つは、シミュレーションという言葉でいろいろと出ておりまして、例えば12ページには、「食
生活自体についても、内容の切換えや場合によってはカロリー水準の切下げ等の緊急対応が必
要となる」と書いてあるのですが、お米が急に不作になることもあり得るわけです。そうすると輸入
が足りなくなってどうのこうのではなくて、実際にそういう問題が起きたわけであります。先般はお
米の輸入によって対応しようとしたのですが、結果としてはお米が余ってしまった。どういうことが
起きたのかというと、ほかの食料に移って、それがなくても済んだという実態があるように思いま
す。そういうことがどうして起きたのか、そういうことで日本の人々は満足するのか、その辺のとこ
ろを最終的なシミュレーションだけではなくて、現実の起こり得る事態に対するシミュレーションも
必要ではないかという気がしますので、そういうことを対応として考えておかれたらどうかと思いま



す。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 専門委員、どうぞ。  

○専門委員 私もこの位置付けについては、これまでの議論も踏まえて基本的にはよろしいと思
います。ただ、個別なことですけれども、⑤番目に、輸出国において国内の供給不足が生じた場
合云々とありますけれども、我が国の輸入が確保されるとは限らないというのは、このほかにもい
ろいろなことがあるのだろうと思うのです。今度のインドネシアのはこれに当てはまるかどうかわか
りませんけれども、こういうところで政治的なこととか、アメリカがかつてやったような、食料外交の
部分かもしれませんけれども、輸入が確保されるとは限らないという部分に、もう少し国と国との
関係について、具体的な言葉はわかりませんが、経済とか単なる穀物、あるいは食料不足の問題
だけではないということを多少国民にもわかるようにしたらどうかと思います。  

 それから、これからの農業は、確かに農業をやっている方達だけではなくて、消費者の立場から
も、環境とのリンクの中でどういうふうに考えるかという視点が非常に大事ではないか。ここにも地
球社会における各国の責務ということで書いてありますし、その下にも、農業の外部的な経済効
果といいますか、このようなことを果たしているのだということだろうと思いますが、そういう環境の
部分と、外部的な農業の持っている経済だけではない効果みたいなものを、少し位置付けていっ
たらいいのではないか。  

○部会長 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。  

○専門委員 私はこの会議に参加させていただきまして、それを機会にというわけではありません
が、あちこちの会議にも参加させていただいております。その中で資料等をほかの農家の人達が
見た時に、国内の農業生産を基本とするか否かという両論併記で、すごく失望感というか、国内の
食料を国内で生産するのを基本にすることもしないことも、そういう基本的なところからも話が割れ
ているのかということで失望感の声が多々聞かれました。今回のこの資料の中で、国内生産を基
本とすることは非常に喜ばしい限りだと思いますけれども、そこの国民が最低限生きていく上で必
要なカロリーは国が生産力なりを維持しなければいけないというのは、日本だけではなくてどこの
国も絶対に持たなければいけないと思います。それを踏まえた上で短期的に日本国内の食料事
情を考えるならば、輸入と自国の生産をミックスした形で食を営まなければいけない。これは日本
だけではなくて、これからアジア諸国で油脂等が増えていけば、そういった国々はたくさん増えてく
るかと思います。  

 そうこう考えるうちに、輸出する国はだんだん限られていくという背景を考えるならば、食料外交
というふうに食料を国と国との交渉の中で一つの武器として使われるというのは非常に危険なこと
だと思うのです。それをさせないような国際的なルールを日本からでも提唱していくべきではない
か。それは短期的なことと中長期的なものを踏まえて、この資料の中でそこまで踏み込んで書い
てないように思うのです。下手に出て食料外交するわけではなくて、食料というものを外交上、武
器として使うのはやめさせるべきだと思います。  

 現行の価格の中で、妥当な価格、適正な価格という形で、だんだん国際価格に引っ張られる形
で国内の農作物の価格が低下している現状なのですが、これがひとたび不測の事態に陥ったとき
に価格が当然高騰していくわけです。高騰する時に国の力で強力的にその価格を抑えつけるの
は、余りにも市場原理に反したことになるのではないか。安いのは幾らでも安くてもいいけど、高い
のは抑えつけるぞと言わんばかりの書き方も、非常に農家側の反感を買うのではないかという気
がしました。  

 以上です。  



○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 12ページのシミュレーションのところで思い出したのですが、「食生活自体について
も、内容の切換えや場合によってはカロリー水準の切下げ」という表現がありますけれども、この
場合に、食生活自体について内容の切換えはわかるのですけれども、カロリー水準の切下げとこ
こに書いてしまう前に、例えば保存技術の方をもっと進めて、加工技術の方で。例えば濃縮保存
ができる可能性を模索するとか、それからこれは厚生省の管轄になってしまうのかもわかりません
が、補助食品もいろいろ開発されているわけですから、そういったものを補うことでカロリー水準も
下げないでやれることを考えるのが先ではないか。いきなりこれを下げるという表現は、今のいろ
いろな技術がある中で、もう少し考えてもいいのではないかと思いました。  

○部会長 どうもありがとうございました。今の御発言の点は、先程も少しどなたかから言及があ
りましたが、シミュレーション等も含めて中長期の問題は次回に議論するということでございまし
て、今日は８ページの１に属する、したがって（１）、（２)、(３)、(４）までの範囲で御意見をいただき
たいと思います。  

 ほかに御発言ございますでしょうか。備蓄なり、先程の専門委員の御発言の中には輸入の問題
にも言及がございましたが、そのほかのところでも御発言がございましたら。委員、どうぞ。  

○委員 食料の安全保障政策ということなのですが、この考え方は少しややこしい考え方なので
すけれども、国と国との関係をどのように維持するかという考え方において、今日実はアメリカの
小麦を売る方の人とお会いしたのですけれども、その人にこのことを聞いてみたら、基本的にはオ
ープントレードを維持することだという言い方をしていました。それをどういうふうに考えたらいいか
ということで考えておりますが、今専門委員がお話になったように、食料を武器とすることを禁止す
べきだというふうに言っても、やってしまうものに対して、ノーというわけにいかないと思うのです。
幾ら条約でやってみても、それで抑さえられるものでもないと思います。とすると、やらないように
自らがするということしかないというふうにも考えられる。  

 国と国との関係をいかにして円滑に、そして緊急のときに優先順位で扱ってもらえるようにする
かという考え方を、ただ闘いで、あるいは条約で勝ち取るだけではなくて、もう少し良い道を見出す
必要があるのではないかという気がするのです。それがオープントレードと関連してくるのかなと
思うのですけれども、最後まで自由を維持したがゆえに、自由を維持する方向を努力する。自由
であればどんな厳しい時にも入ってくるわけです。そういう意味で考え方の上で、ただただ条約に
よって約束事をすれば守られるというふうに考えるのはやや危険で、自らがそういうものを守るよ
うな努力をする必要がある。  

 そうすると逆に今度は、WTOの2000年の問題にもかかってくると思うのです。自らが自由を維持
するように努力しない限り、いざというときには自由に入ってこないという考え方もしっかり持ってお
く必要があるのではないか。今日アメリカの人と話している時に、オープントレードという話があり
まして、それを維持することが基本的に大事なことなんだという発言がありましたので、私の感じた
ことを申し述べさせていただきました。   

 以上です。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 委員、どうぞ。  

○委員 資料の２ページに、耕地利用率は134％から平成８年では96％まで低下してきたと書いて
ありますが、その利用率が134％から96％まで下がったのは、例えば品目で言ったらどういうもの
が下がったんでしょうか。つまり国内供給力を高める上から、何か一つのヒントになり得るかどう



か。なぜこういうものが減ったのか、何が減ったのかということであります。  

 次に備蓄の問題でございますが、備蓄は相当コストが高いものだと聞いておりますが、そのコス
トはどのぐらいかかるものなのかということと、ただ、コストが高いばかりではなくて、古米とか古々
米になると、もうそれだけでも消費者は安くしか買わないということで、そういう面でのマイナスも大
きいというお話です。例えば加工用とか、場合によったら業務用も含まれるかもしれませんが、そ
ういうのは品質さえ変わらなければ古米、古々米というのは余りこだわらないのではないか。した
がって、先程もお話が出てきたように備蓄の技術が向上してくれば、加工用とか一部業務用に向
ける限りは古米、古々米のハンデは非常に少なくなるのではないか。つまり備蓄の持つ意義が広
まる可能性はありそうだという気がして、これも質問と意見を兼ねたようなものでございます。  

○部会長 今の御質問について二つございますが、もしできましたら。  

○事務局 まず、前段の耕地利用率ですが、昭和35年度が134％が平成８年は96％ということで、
100％を切っておりますが、基本的には裏麦等を全然やらなくなりまして、例えば昭和35年の麦類
の作付面積152万ヘクタール、平成７年と８年が少しずれていますが、これが26万ヘクタールぐら
いに減っていることが大変大きいわけでございます。それから、稲が330万ヘクタールから転作で
210万ヘクタールに減っているということはありますが、作付自体としては転作の影響による作付
率の低下、一方、最近は耕作放棄地、不作付地ということで全国に少しずつ広がっておりますけ
れども、そういった影響等もあって耕地利用率が低下しているということが言えるのではないかと
思います。  

 それから備蓄については、これは昨年も資料でお示ししたと思いますが、純然たる金利・保管料
で、米では150万トンベースにしますと年間約210億円ぐらい、食糧用の小麦で75億円ぐらい、飼料
穀物が105億円、食料用大豆が約９億円ぐらい、これが年間の純然たる金利・保管料の費用にな
ります。  

 最近は御指摘のように保管技術等も進歩しておりますので、保管技術の上昇に伴う品質劣化の
抑え方は技術的にはかなり上昇している面があろうかと思います。問題は現実の売れ行きで、ど
の程度の価格で売れるかという問題ではないかと思います。先程申しました金額はあくまでも金
利・保管料見合いのベースでございまして、品質劣化などを加味しない純然たる備蓄ということ
で、年間に要している金額ということでございます。  

○部会長 委員、どうぞ。  

○委員 私も国内農業生産を基本に位置付けという形でまとめるのは反対ではないし、それは次
の世紀の農業基本法の話をしているわけだから、国内農業はまず第一に大事だということを前提
にしなければ話にならないと思いますから、それを反対はしませんが、ただ、９ページのところをず
っと読んで10ページまで行って、読んでどうして心を打たないのかということを先程から考えており
ました。先程はああいう表現をしましたが、それは恐らく、国の食料の安全保障のためには、このく
らいのコストはかかるのだよと、国民に対してそれを訴えるようなところがないからなのかなという
気がするわけです。  

 それから、９ページに書いてある表現でも幾らか矛盾するような側面があって、例えば食料自給
率が低いのに輸入への依存度をさらに高めることは危険だと言いますけれども、しかし、輸入へ
の依存度を高めるというのは、半分以上消費者のニーズで高まっていく部分があるわけですか
ら、国がそうやって誘導していくことではないわけで、それは確かに食料供給構造の危うさなのか
もしれないけれども、何か高めていくところに少し行政の意思が感じられて、どうかなという気がす
るのです。  

 もう一つは備蓄ですけれども、備蓄は品質やコスト面からおのずと限界があるということと、次に
備蓄の項目のところで、引き続き適切な備蓄の実施が必要であるということは矛盾はしないのか
もしれませんが、限界があるのだったら、適切な備蓄というのはどういう意味なのかということも感



じるわけです。  

 この備蓄については、コストという面から言えば一番わかりやすいし、国民にどういうことを今考
えていて、そのためにはこのくらいの金がかかるのですよということを示す意味では非常にいいか
ら、こういうところはもう少し具体的に。それでこの考え方ですけれども、お米については大体わか
りますよね。150万トンはどのぐらいの意味なのかということはわかりますけれども、一般の方には
あるいはわからないかもしれないから、そこから必要なのかもしれませんけれども、食料用小麦が
例えば2.6カ月分で、餌用の穀物が１カ月分で、大豆が20日分というのは一体どういう根拠なの
か。あるいは、予算が頭打ちだから、これしか持てないんだということなのか。  

 それから、備蓄についてはスイスなどがやっているように、何も国が全部面倒見るのではなくて、
流通段階で本当に若干の補助をしながら持ってもらうことだってできないことではないし、例えばそ
ういうことをやれば国民の備蓄に対する意識が高くなるかもしれない。そういう考え方を打ち出す
可能性はないのかとか、少し踏み込んだ形で安全保障を訴えかけることをしないと何となく響かな
いのです。その大切さみたいなことを私は今少し感じているのです。  

○部会長 ありがとうございました。委員、どうぞ。  

○委員 例えば、お米の品質は備蓄によって下がる。私ども現実にお米やら小麦にしても使う方
なのでありますが、何で最高のものでなければいけないかといいますと、お店の最前線でその味
に差が出るという場合があるのです。その時は一番いいものでないと困るのです。現実の問題と
して、それが隠れるようなものにはそんなに必要はないのです。ところが、あたかも全部が最高の
ものでなければいけないような感じが現実にはしているのではないか。  

 小麦の場合も、100の小麦から幾つとるかということがあるわけで、60とる場合もあれば、65とる
場合もあれば、62～63でおさめる場合もある。私は経済的なことも考えて、余分にとってくださいと
お願いをしたことがあります。それで売り上げが上がらないかというとそんなことはないのです。確
かに少なくとった方がきれいな粉が上がるわけですから、それがいいようですけれども。イギリス
でベーカーズプライドという、パン屋さんの誇りというような意味のブランドがあるのです。それは
少し黒いのです。余分にとっているから黒いのです。そういうものも自信を持ってやっていくと。  

 備蓄したものであっても、適切な使用の方法を考えれば、何も恐れないでやっていけるような道
を考えることが大事なのではないか。それを質が落ちたから使いようがないと、そんなことはない
わけです。その辺のところも急に処理しようと思えばなかなか難しいかもしれませんが、時間をか
けながら定例的に出てくるのであれば、それはそれなりに道があるのではないか。最高のもので
なければ原材料として使えないのだというふうに考えたら、もう何も手がないのですけれども、チャ
ーハンみたいに味つけしたら何が何だかわからないわけです。いろいろな方法があるのです。  

 粉にしても、最高のものでなければいけないというふうにパン屋さんの方は言ってないのです。
粉屋さんがそう言うわけです。粉屋さんはパンを作って売ってないのです。実際売っている者とし
ては必ずしも最高でなくたって、最高のものもあれば、中くらいのものもあれば、もっと下のものも
あってもいいと思っている。そういうところをお役所としてお考えいただけると大変ありがたいと思
います。  

 以上でございます。  

○部会長 専門委員、どうぞ。  

○専門委員 先程委員が御発言になって、私も少し同じ認識なのですが、輸入については、こちら
に盛り込まれているように良好な国際関係をどう維持していくか、輸入先をどう多元化していくか、
一種の食料外交を中心に取り組んでいくことが大事だと思います。  

 この備蓄なのですけれども、先程委員もお話になりましたように、スイスのような、あるいはドイツ



も最近、食料準備法を制定したりして、これは中長期になるのかもしれませんけれども、しかし中
長期と言っても、この備蓄というのは万一の場合の食料供給をどういうふうに体制的なシステムと
して作っていくのかということが、単なる数量の問題よりも、備蓄の持つある部分の危機のシナリ
オに合わせた措置というかシステムが非常に大事だと思うのです。  

 そういうことからしますと、この備蓄も平時の時、危機の時、あるいは中長期的な時といろいろあ
ると思いますけれども、平時であっても、危機の時に準備がなされているのだという考え方はもう
少し具体的に示される方が国民にもわかりやすいし、また、そういうような理解を求める。その場
合はコストの問題もあるでしょうけれども、こういうことのためにこういう備蓄があり、こういうシステ
ムを持っているのだ、持つべきなのだという構想を打ち出しておく必要があるのではないか。委員
のお話を聞きながら、ある部分では同感も含めて、スイスという例もありますが、日本としてそうい
うものを考えておく必要があるのではないかと思いましたので、つけ加えさせていただきます。  

○部会長 どうもありがとうございました。大分活発な御意見をいただきまして、委員の数はこれく
らいがちょうどいいのではないかという気もします。私なりに整理しますと、一つ私が感じました点
は、短期の問題と言っても国内生産を基本に位置付けるということは、あるいは備蓄の問題にして
も、中長期の問題と必ずしも切り離して議論することはできないということが一つの重要な論点とし
て出されたかと思います。  

 もう一つは、コストの問題等含めて、もう少し具体策に突っ込んで提示ができないのかということ
でございます。  

 ３番目は、９ページの二つ目の○のただし書きのところについて、これは事務局の方からも御発
言がございましたが、ただし書きというような軽いものと見ることはできないのではないかというよ
うな御発言であろうかと思います。事務局としてもさらにお考えいただきたいと思いますが、本日は
何か御発言ございますでしょうか。  

○事務局 若干、今回の短期的なと申しますか、現在の食生活前提ということで議論していただき
ますけれども、いずれ中長期的な話になってきて、こうした備蓄の問題、輸入安定化の問題とも関
わるというただいまの部会長の取りまとめもありましたので、次回において若干これに追加してい
ろいろと資料も出さなければいけないと思っておりますので、ただいまの御指摘の点も踏まえて少
し資料を整理しまして、次回に出させていただきたいと思います。  

○部会長 それでは、会長の方から御発言あるようでございますので、よろしくお願いします。  

○調査会長 私はどういう立場で発言したらいいのかよくわからないのですが、この食料安全保
障政策の今後のあり方について、今日のペーパーは、全体として危機感が非常に薄いのではな
いかという印象が否めないのです。これは委員のおっしゃったことと関係すると思いますが、全体
に今度の調査会は2010年ころを一応の目標にしているはずなのです。この間に何が起こるかそ
れはわかりませんけれども、しかし、先進諸国において経済成長率が６％も８％も高まるということ
は、まず絶対に考えられないということです。つまり画期的な新技術、新工業製品が出てくる可能
性がないということでございます。   

 したがって、今のG７とかG８みたいなお互いの提携が必要になるわけですが、その分発展途上
の国では大いに活性化してくるわけです。つまり先進諸国の抑えつける力が弱るわけですから、
東南アジアであれ、アフリカであれ、ラテンアメリカであれ大いに活性化してきて、内紛、民族対
立、地域紛争が今後数限りなく起こってくる可能性がございます。  

 世界戦争はありません。これは絶対ありません。先進諸国は技術と軍事力、経済力はあるんで
すが、しかし気力がありませんから、なかなか自分では戦争を起こせない。つまり戦争は最後は
地上戦ですから、空爆でテレビゲームの感覚で爆弾を落としても、そこでは結論が出ない。人間は
地上に住んでいますので、地上戦が大事になって、最後はどっちの国の兵士が銃剣つけて突っ込
んでくるか、これで決まるわけです。アメリカは全世界に海兵隊を配置しておりますが、海兵隊は



海の上にいるわけで、海から上陸するまでなので、上陸してから後の地上戦を維持する力はない
んです。瞬時にして上陸はできるんですが、それから先がうまくいかない。したがって、アメリカが
勝つとは絶対限らないわけでございます。  

 その分発展途上の国が活性化してくる。インドネシアは決して一時的な問題ではないので、こう
いったことがあちこちで起こってくる可能性があります。つまり発展途上の国は気力は逆に十分あ
るんですが、金と技術に乏しいものですから、これも世界戦争は起こせない。したがって世界戦争
はありませんけれども、地域紛争は起こってくる可能性があって、インドネシアは決して一時的な
問題ではないということです。韓国だって起こってくる可能性はないわけではないのです。  

 そういうことを考えますと、食料の安全保障というのは非常に大事なので、つまり今の国際情勢
をどうつかみ取るかによるわけですが、いざという時に我々がどうやって自分の身を守るか、その
緊迫感が少し足りないのではないかと思います。次の新しい経済のシステムが全世界的にできて
くるまで、かなりの波乱万丈があると思った方がいい。日本国内には直接の戦争はないでしょう
が、しかし、近隣諸国の問題が日本へ影響してくる可能性は覚悟しておく必要があるだろう。2010
年くらいまでは、みんないらいらしているわけです。もう少し長くなるかもしれませんが、先進諸国
も発展途上国もどこも成功しませんので、いらいらしているわけです。紛争が起こる可能性が、別
に起こしたいというのではありませんが、それは覚悟しておく必要があるだろうということです。  

 その意味では、今皆様方がおっしゃっておられる備蓄は、肉を切らせて骨を断つ式に犠牲を払っ
ても備蓄の量を増やしていくことは、無駄になっても安心のためですから、これは必要なのではな
いかということが一つです。  

 それから、米以外の品種を積極的に国策として増やすことは必要なんじゃないでしょうか。大豆
であれ。つい昨日一昨日、郡山に行きました。あそこは薄皮まんじゅうが有名なんですが、薄皮ま
んじゅうの材料は小豆ですが、今は小豆を作っておりません。北海道から買っているわけです。小
豆であれ、大豆であれ日本で作れるものは、これから国策として作っていくという基本方針を打ち
立てる必要があるのではないかと思います。品種を増やすということですね。  

 今日部会長さんがおっしゃったページを超えて申しわけないんですが、13ページに食料供給力
確保で①、②、③、④とありますが、もう一つ、品種を増やすということがあるのではないかというこ
とを実感いたします。この問題が私が申し上げたい一番大きなものでございます。  

 ９ページで、どなたも御関心がないので繰り返し言わなければいけないんですが、右の表の農
業・農村の多面的・公益的機能の中に「自然・文化資源の提供」とあって、一番下に「文化」とあっ
て、「伝統文化の保存の場」と書いてありますが、何も農村は伝統文化を保存する場だけではない
んです。自然と人間との関わりの中から、そこからこそ次の時代の文化を生み出すべき場なんで
す。今日の話とは違うので大変恐縮なんですけれども、伝統文化だけ保存すればいいというもの
ではないので、ここから次の文化が起こる創造の場でございまして、この会ではないんですけれど
も、ぜひこれは御認識いただきたいと思います。  

 もう一つ、９ページで一番大事な、その「ただし」のところですが、国内農業生産を基本に位置付
けるのは私も基本的に大事だと思うんですが、しかし、市場原理も地域によって、品種によって、
人によって、その方がいいという場合ももちろんあるわけで、そのような市場原理を行えるところは
行って、それを核として国内農業生産全体を活性化していく。単に保持するだけではなくて、活性
化していくための手だてを考える必要があるのではないか。全体に農業は落ち込んでおりますか
ら、何とか最後の「ただし」以下のところを、もう少し積極的に書く必要があるのではないか。これ
は個人的な意見でございます。最初の方に申し上げたのは、かなりまじめな、一般的な書くべきこ
とではないかと思っております。  

 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、二つの議題のうち、短期的といいますか、平常時の食料の安定供給に関してはよろ
しゅうございますか。委員、どうぞ。  

○委員 今日出席しておられないので伺うことはできないのですけれども、集約する時に少し気に
なるのは、専門委員の提案の中に、農協系の方はみんなこうおっしゃるんですが、米をはじめとす
る基礎的な食料については、国内生産を基本とすると。そのために国内農業を基本に位置付ける
のだという文脈になるわけですけれども、この米をはじめとする基礎的な食料というのは、伺って
もいつもわからないのです。一体、麦とか大豆まで考えてるのか。それを考えているとしたら、現在
の自給率の低さから言ってそう簡単に短期間でできるわけでもないし、一体基礎的な食料とは何
なのか。  

 今日のは農業委員会系の各地域からの要望書だから、また少し表現は違うんですけれども、農
協系の要望書はみんなこれになっているのです。だから調査会で集約する時に、そのことを表に
出すかどうかは別として、こういう考えも一つあるわけですから、これは一体何なのか。ただ表現し
ているだけ、言いたいことは本当は米だけではないのかとか、何かその辺ははっきりした方がいい
のではないかという気がしております。当事者がいらっしゃらないのでわかりませんけれども。  

○部会長 ただいまの発言のとおり基礎的食料という言葉はしばしば使われますけれども、これ
はどうなんでしょうか。農業関係の政府の公式文書でも使われる言葉でしたでしょうか。  

○委員 その時は違うのです。  

○部会長 専門委員の文章とはまた違うのですか。  

○委員 あれとは違うのです。  

○部会長 これは御本人の御出席がございませんので、もしこういう御主張をなさるのであれば、
改めてその意味を明らかにしていただきたいということでお願いしたいと思います。あと、よろしゅ
うございましょうか。  

 それでは、続きまして国際貢献の方の話題に移りたいと思いますが、これは皆さんもなじみの薄
い問題点になっているかと思いますけれども、ODA大綱において食料・農業分野における援助を
どう位置付けるかという問題、それから技術協力や資金協力のあり方の問題、それから、これも難
しい問題でございますが食糧援助のあり方の問題、これが大体大きな論点かと思います。  

 食糧援助につきましては、当調査会の中間取りまとめも踏まえまして、緊急食糧支援のための
新たな仕組みが措置されたということは、先程御説明もあり、資料６についております。なお、この
議題につきましても本日欠席の専門委員から御意見が寄せられておりますので、最初にそれを事
務局の方から御説明いただきたいと思います。先程と同じつづりの続きでございます。  

○事務局 先程の資料の３ぺージ目から国際貢献の関係ということで書いておられます。読み上
げさせていただきます。  

 １番目のODA大綱における位置付けについてでございますが、飢餓人口を多く抱える発展途上
国等に対し、人道的に、緊急を要する直接的な食料援助を行うことは先進国の責務としての貢献
といえますが、緊急事態だけへの対応にとどめず、可能な限り、自国内生産の拡大により食料供
給を図るための国際的な貢献を行っていくことを、食料・農業分野における国際貢献のあり方の
基本とすべきです。  

 このことから、わが国のODA政策の基本方針ともいえるODA大綱等の中にも、こういった基本
的な考え方を反映していただき、食料・農業分野において、先進国としての国際貢献を、これまで
以上に主体的・積極的に行っていく必要があると考えます。  



 ２番目の技術協力、資金協力のあり方についてでございますが、開発途上国において農業発展
が実現されにくい背景として、気象条件や輸送アクセスの劣悪さに加え、農業技術の遅れ等によ
る単収の低迷や、農業生産により生じた価値が生産者に還元されにくい社会構造等が挙げられ
ます。  

 このことから、これらの国々に対する国際貢献については、物資による支援に加え、対象となる
国々の発展の度合に応じた、農業生産拡大のための農業および工業技術の移転が必要です。ま
た、IDACA(アジア農協振興機関)やJICA(国際協力事業団)が現在行っているような、農民の組織
化による農業生産の向上と所得の確保を目的とした人材によるノウハウの移転等により支援を行
っていく必要があります。  

 特に、アジア地域などにおいては、諸条件が近似していることから、タイやフィリピンにおける農
民の組織化(協同組合の育成)などみられるように、効果的な支援が可能になり得ると考えます。  

 これを踏まえると、今後も、わが国において、農業技術向上に向けた研究や、専門能力を持つ人
材の育成等に対し、積極的な支援がなされる必要があると考えます。  

 なお、JAグループとしても、IDACA等における受け入れ研修を支援したり、JICAの専門家派遣
事業等により東南アジア諸国等へ専門知識を備えた職員を派遣するなど、積極的に国際貢献活
動を実施しているところであります。  

 ３番目の食料援助のあり方についてでございますが、このたび政府が、国内に備蓄されている
米を活用したインドネシアに対する食糧援助の実施を決定されたことは、(1)食料不足国等からの
要請に応じて人道的立場からの積極的な援助に取り組むこと、また、(2)わが国の国際貢献として
豊作等による各国の食料を有効に活用した相互扶助体制による「世界食糧備蓄機構」(仮称)の創
設を求めてきたJAグループの要請に十分応えるものであると認識しております。  

 とりわけ、このたびの食糧援助が一過性のものではなく、新たな視点から国際貢献策の永続的
な枠組みとして確保されたことは、世界の食糧需給ひっ迫等への対応の試金石となり、将来にわ
たって極めて有意義なものであると考えています。  

 そして今後は、この仕組みを充実・強化させながら、先進国の責務として、人道的な立場から、
積極的な貢献を行っていくことが重要であると考えます。  

 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、今度は資料の５でございますが、どなたからでも自由に御発言ください。委員、どう
ぞ。  

○委員 直接的なことと極めて間接的なことと二つ申し上げたいと思います。一つは、国際的貢献
の中に技術とお金のことが出ておりますけれども、専門委員のリポートにもありましたように、例え
ば農業協同組合とか、いわゆる制度的な問題について積極的なアドバイスをすることは役に立つ
のではないかと思います。技術の導入と制度的な改革がうまくミックスしたときに効果は上がってく
るのではないか。戦後、日本でも農地解放とか、協同組合法が実施されて随分変わったように、
そういう意味では制度的な面での援助ができればよろしいのではないか。特に環境に関連するよ
うなものであれば、その効果はさらに大きくなると思います。  

 その次に間接的な問題ですが、これはこの提案に盛り込めるかどうかわかりませんが、確かに
世界の食料事情を撹乱する問題として、大戦争は考えられない。地域的紛争は大いにあり得るこ
とだと私も先生のおしゃられたことは全く同感でございます。はしなくも、今度インドネシアにああい
うのが起きました。しかし動乱の根拠にあるものは何だというと、アメリカの短期的な金融資本の



投機的行為によって通貨が撹乱された。金融システムがおかしくなった。そこに貧富の差がいろい
ろ絡み込んできた。こういうことだとすると、その国の基本的なものがしっかりしないと各地の紛争
は相次ぐし、世界の食料不安にもつながってくる。だからこの提案の中に盛り込めというのは、少
し問題が大き過ぎるし、はずれているかもわかりませんが、長期的視点に立った時には極めて大
事なことではないか。資金的な援助の内容にも、それまでの大きさが含まれているかどうかわかり
ませんが、いずれにせよ、そういうことは大事なことであります。  

 それから、中長期的な観点で見た場合に、世界の人口増加抑制は、本当にその国の豊かさが
実現され、そして豊かさの意味を味わうことによって、もう一つ加えれば女性の地位の向上があっ
て初めてできてくる。中長期的に見た場合には、そういう面におけるいろいろの助言も非常に大事
なのではないか。世界的な食料の需給バランスという観点から見て。あとの二つは本部会におけ
る問題とは少しはずれるかもしれないけれども、基本的には私はその辺は非常に大事なことでは
ないかと思っております。  

○部会長 ありがとうございました。最初の御質問の中の制度的な面に関する援助というのはどう
でしょうか、援助の方の方どなたかお話しいただければと思います。  

○事務局 確かに最近の国際援助の中で、従来基本的には技術的な援助が主体だったというこ
とは事実だと思うのですが、ここ数年、特に制度面での援助、アドバイスを求めてくるケースはか
なり出てきております。それは確かに農民の組織の育成の問題、それから流通段階における流通
システムの勉強といった面の案件が増えてきていることは事実でございます。それは私ども政府
関係の者が出て行ってアドバイスする場合、それから系統組織で各国それぞれ交流もございまし
て、その中で組合運動、あるいは組合員の組織の育成についての案件も増えてきておりますの
で、そういう方面での援助はこれから増えていくのではないかと考えております。  

○部会長 言葉としては技術援助の中に入らないのでしょうか。  

○事務局 基本的には専門家の派遣の中には入っておりますので、そこまで分類して表現しても
いいかと思います。  

○部会長 委員の後の方の二つの御発言は、御発言どおり直接この調査会の答申に表現として
盛り込むかどうかは別としまして、バックグランドの中の大きなファクターとして当然ながら考えて
おかなければならないことだと考えますが、ほかに援助に関して御発言ございませんか。委員、ど
うぞ。  

○委員 少し具体的に伺いますけれども、新たな仕組みが創設されたわけですね。このインドネシ
アについて言えば、30年平準化で、年８億円と２億円を国際交流基金に積むということですね。細
かいことで恐縮ですが、これは実際に積むわけですから、交流基金はこの金を平時は積んでおく
わけだから、運用か何かするのですか。  

○事務局 当然30年積んでいるわけです。10年据え置きですから、  

10年後は一定の支払いが生ずると思うのです。そうすると当然一定の金額になります。その運用
は恐らく安全、確実ということになると思うので、一般的に言う金利をより多く得るためとか、もっと
金利のいいものとか、いわゆるファンドを利用して儲けるという運用は基本的にやってはいけない
し、そういう運用ではないと。言ってみれば非常に安全で確実な、元本がきちんと保証されるような
形での運用です。ただ積んでおくという必要はないわけですから、そういうことはやることになろう
かと思います。  

○委員 もちろんそうだと思いますけれども、一番安全なものは国債ですよね。確実で、決して心
配がない。だけど、その運用益はどういう処理をするのですか。そんなに金額は大きくないかもし
れないけれども、しかし予算は予算ですから、その分は積む金額をどうするのか、そういう操作は
やるのですか。  



○事務局 当然そういう操作はやることになろうかと思います。  

○部会長 委員、よろしいですか。  

 そのほかに何かございますか。それでは、会長の方から。  

○調査会長 少しお伺いしたいんですが、最近、アフリカに個人的に入って行って農業指導やった
り、東南アジアに定年の人が行ってボランティアで技術指導したり、それから、企業がアフリカその
他に木を植えたりという運動が非常に盛んになってきましたけれども、あれはどこに入ることになり
ますか。６ぺージにアとイがありますが、そういうところに入るんでしょうか。民間のボランティアみ
たいな動きが非常に盛んになってきましたけれども。  

○部会長 ここで書いてあるのはNGOも入れてないのですね。援助協力関係の方から御説明い
ただきたいと思います。  

○事務局 ここでお示ししている資料の６ぺージの特に右側の実績については、基本的には政
府、政府関係者、地方公共団体等からの専門家の派遣を中心に整理しておりますが、ただ、最近
特にNGOの活動がかなり注目されてきておることは事実でございます。私どもその点についても
予算面で配慮するということで、少しずつプロジェクトの中に取り込む、あるいは協力関係を推進
するという状況にございます。そういう意味で言えば、概念的にはアの①、②の双方に入るわけで
すけれども、確かに会長がおっしゃるように最近のNGOの活動を取り込む、あるいは政府関係の
活動とNGOとの活動の協力関係をより強化するという意味では、どこかでそういう表現を出すこと
は当然よろしいと思います。  

○部会長 NGOとODAの関係につきまして、たしか議論がございましたよね。統計等の問題につ
いても一度議論があったかと思います。  

 委員、どうぞ。  

○委員 私の方はNGOの一つを実際やっておりまして、ワールドビジョンという組織なのですけれ
ども、そちらの方から見ますと、食料だけを供給されても現実には問題が解決しないことから、個
人的に供給し、個人的に支えたり、あるいは食料を供給されても確実に現場に行くように見きわめ
るという仕事があります。それに加えまして、最近は地域を設定して地域全体を開発しようという
働きをしないと全然だめなのです。実際にやってみますと、非常によくなって、周りから見学に行き
たいということも現実に起きております。その開発が終了したので、さらに別のところへ行くというこ
とを現実にはやっております。  

 ここに食糧援助の実績が下がったというふうに書いてありますが、この原因が、本当に財政事情
によるものなのか、必要性、有効性に問題があるのか、検討を要するのではないか。食料がたくさ
ん来ても、受ける方がちゃんとしてないと何ともならない状況になるようでありまして、そういうこと
も十分考える必要があるのではないかと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。３ぺージの食糧援助の実績が減少していることは事実
でございますが、その原因がこの２点に絞られていいかどうかというのは、確かに考えなければな
らないことがあろうかと思いますので、少し御検討いただければと思います。  

 ほかに、専門委員どうぞ。  

○専門委員 この援助の中で、先程来お話がありますが、物で援助することはもちろん大事です
けれども、地域の活性化ということは非常に大事だと思うんです。あわせて技術の指導ですね。こ
れを国際的なチームで進められるような体系を作るくらいのものを考えていくべきではないかと思
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 その時に非常にややこしいのは、国と国の場合は、国の中に入って行けないという原則
があるようでございます。外務省は特にそうなんですけれども。ですから、地域の中に入って何か
しようとすると国としてはできないので、やはりNGOか何かでやらない限りはそれがうまくいかな
い。そういうことで逆に国から要請を受けて、世界的な規模でやっているNGOがそういうことをやっ
ているというのが現状ではないかと思っております。  

○部会長 会長の御発言、委員、専門委員等を含めまして、このペーパーは基本的にはODAに
限って書いてあるわけでございますが、NGOについてどういうふうに触れるか、いろいろなことが
ありまして、またNGOは非常にバラエティーに富んでいてなかなか難しいかと思いますけれども、
御検討いただきたいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。これは大分御議論もいただいて、特に食料・農業分野の援助につい
て、これがどんどん下がっていくようでは望ましくないということは大方の合意を得ているように思
いますけれども、よろしゅうございますか。  

   

５．閉  会  

 それでは、時間はまだ20分余残っておりますが、御欠席が多かったせいもありまして、ほぼ議論
が尽きたと思いますので、本日はこれをもちまして終了させていただきたいと思います。  

 最後に、何か資料の御要求がございましたら御発言いただきたいと思います。よろしゅうござい
ますか。御発言の中で多少それに類することもあったかと思いますので、よろしくお願いします。  

 次回の部会でございますけれども、６月８日に、食料安全保障政策のうち中期的な変動への対
応、それから長期的・構造的需給ひっ迫への対応、それから食料自給率の取扱いについて議論し
たいと思います。正式には、改めて事務局から御案内を差し上げることになろうかと思いますが、
時間はほぼこの時間かと思います。  

 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。  

   

      

   

   


