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１．開  会  

○部会長 それでは、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会食料部会の第11回目を開催
いたしたいと思います。  

 部会としてはこれが最後でございますので、十分に御議論いただきたいと思いますが、本日も委
員全員御出席の予定でございます。  

 本日は、「食料安全保障政策の推進について」ということで、いろいろと御議論がありまして、中
間とりまとめの時には両論併記というようなことになりました、食料自給率の取扱いの問題、これ
をどういうふうに考えたらいいかということを中心に議論を行いたいと思います。  

   

２．資料説明  

○部会長 最初に、事務局の方で資料を用意していただいておりますので、まず御説明をいただ
きまして、それから意見、御質問等をお願いいたしたいと思います。  

 それでは、資料の御説明をお願いいたします。  

○事務局 それでは、資料４でございますが、お手元の「食料安全保障政策の推進について」とい
う横長の資料につきまして御説明をさせていただきます。  



 まず、１ページ目に、１番ということで、食料安全保障政策の推進と食料自給率ということで表題
をつけております。これまで当食料部会におきましては、食料安全保障政策のあり方等につきまし
て御検討等いただいてきたわけでございますが、これまでの議論の概要については、食料安全保
障政策についての考え方と取り組むべき対策の概要ということで、右の方に縦長の形式で、食料
安全保障政策についての考え方及びそれを受けましての取り組むべき対策について、簡単に整
理をいたしております。  

 基本的に、この取り組むべき対策は非常に多岐にわたるわけでございますが、左の２段目に触
れておりますように、食料の安定供給の基盤は何といっても国内農業生産であるということで、農
業構造の変革等によります体質強化と国民のニーズに対応いたしました生産を推進していくこと
を前提といたしまして、農地、担い手、農業技術といった国内農業生産基盤の確保と、その有効利
用によりまして、国内農業生産の可能な限りの維持・拡大に努めることが根幹ではないかというこ
とが基本的な中身ということではないかと思います。  

 こうした政策の推進に当たりまして、国民各界各層から、食料自給率の目標を掲げて取り組む
べきであるという強い要請があったということで、これは再三にわたりまして部会等におきまして、
各地方におきますいろいろな要望書等をおつけいたしておりますけれども、今日もお手元に調査
会あての要望書ということでお出しをいたしておりますが、こうした要請書等を見ますと、自給率の
目標明示ということにつきましていろいろ触れられているということでございます。  

 ２ページ目でございますが、こうした自給率の目標設定の背景ということでございますけれども、
我が国の食料自給率、これはこれまでも再々にわたってお示ししておりますが、供給熱量ベース
でいきますと現在42％、また、重量ベースでの穀物自給率が29％ということでございまして、先進
国の中では極めて低い水準にあるということでございます。最近の数字ということでございますと
穀物自給率になるわけでございますが、世界の中で135番目という極めて低い順位であるというこ
とでございます。  

 左の２段目の文章で触れておりますけれども、これまで、こうした自給率の低さということ等も踏
まえまして、国といたしましても自給率の低下に歯止めをかけるということで各般の施策を講じて
きたわけでございますけれども、食生活の変化ですとか農地の減少、担い手の減少、あるいは耕
作放棄地の増加、いろいろな要因が総合的に影響いたしまして、このように食料自給率は低下し
てきているというのが実態ではないかということでございまして、この自給率の数字を１ポイント上
げることにも、後で出てまいりますけれども、相当の困難を伴うような状況になっているということ
でございます。  

 そこで、３ページ目でございますが、具体的にその状況について触れております。基本的に我が
国の食生活は、左の上にありますように、今後とも米消費が緩やかに減少していく、他方、畜産物
の消費の増加は継続するという見込みであるわけでございますが、こうした状況が続くということ
になってまいりますと、今後とも食料自給率は低下する方向への変化が継続していくということで
はないかということでございまして、先ほど申し上げましたような供給熱量自給率を１％引き上げ
るということのためには、国内生産の拡大、消費量の増減、これは国内生産によって供給されま
すものの増、輸入に依存するものの減ということになるわけでございますが、そういったことが必
要になるということでございます。  

 この自給率を１ポイント引き上げるために必要な増減量ということを試算いたしますと、①から③
に触れておりますように、小麦の場合で１ポイント上げるためには、平成８年の生産量のほぼ倍
増、すなわち42万トン、作付面積にいたしまして14万ヘクタールの生産拡大が必要になるというこ
とでございますし、大豆ということになりますと、平成８年度の生産量の３倍増、29万トン、作付面
積にいたしますと16万ヘクタールの生産拡大が必要になるということでございます。  

 なお、米の場合、平成８年度の消費量の４％であります38万トン、この消費量を増加させる必要
があるわけでございますけれども、他方、肉の消費量の73万トンの減少が必要になるということで
ございまして、１ポイント引き上げるということでも大変な取組みが必要になるという状況でござい



ます。  

 したがいまして、左下に触れておりますけれども、食料自給率を向上させるという目標達成のた
めには、単に国だけが旗を振りましたり、何らかの役割を果たしていくということだけではなく、生
産者であります農業者の方、あるいは消費者も含めましていろいろな方に取り組んでいただく必
要があるのではないかということで、この点について詰めた御議論が必要ではないかというように
考えているわけでございます。  

 なお、４ページ目に、近年、イギリスにおきまして自給率が向上しているということで、イギリスの
ように自給率を向上させた例があるという議論もあるわけでございますが、イギリスの場合、この
ように自給率が上がった背景ということで、４ページの左の方に整理をいたしております。イギリス
は、特にECに加盟いたしました1973年以降、食料自給率が向上していったわけでございまして、
供給熱量の自給率におきましては、これは1987年の数字しかないわけでございますけれども、供
給熱量自給率が73％、また穀物の自給率は1996年で130％ということで、高い水準になっている
わけでございます。  

 この背景といたしましては、一応①から④ということで例示をいたしておりますが、食生活自体に
大きな変化がないということですとか、２番目に、イギリスの人口は我が国の半分弱であるわけで
ございますけれども、農用地面積自体が我が国の3.4倍ということで、１人当たりの農用地面積が
非常に多い。我が国と比べますと７倍程度ということで、そうした土地条件に恵まれているというこ
とですとか、３番目に、経営規模の拡大が進んでおり、国際価格との差が我が国と比べて小さいと
いうことですとか、４番目には、ECの共通農業政策によります価格支持によりまして収益性が向
上し、小麦等の作付面積の拡大ですとか、あるいは単収等も上がったということ等によるものとい
うことでございまして、こうしたいわばいろいろな条件が恵まれてる中において自給率が上がった
ということでございます。  

 ５ページ目から、こうした中で食料自給率の向上を図る上で取り組まなければならない課題とい
うことで整理をいたしております。基本的に食料自給率というものは、左上の１行目に触れており
ますように、国民が実際に営みました食生活を国産でどの程度賄えているかということを示す指
標ということでございまして、いわば国ですとか生産者であります農業者の方々、さらには消費者
の方々の行動なり取組みの結果が反映された数値であるということでございます。  

 それをかみ砕いて申し上げますと、①に触れておりますように、まず、計算式の分子に当たりま
す国産供給熱量や国内生産量の動向には、国内農業生産基盤の確保ですとか、その有効利用
の状況、あるいは国民のニーズに対応した生産ということになっているのかどうかという状況、こう
いったことが反映されるものであるということでございます。  

 また、計算式の分母であります供給熱量や国内消費仕向量の方でございますけれども、これは
とりもなおさず消費者の方々の食生活のあり方が反映されたものであるということでございます。  

 したがいまして、食料自給率を向上させるということのためには、次のページ以下11ページまで
触れております大まかには３点、以下のような課題に取り組む必要があるということでございま
す。  

 まず１点目は、６ページ目に触れておりますが、農地ですとか担い手ですとか、こういった国内農
業生産基盤の確保とその有効利用ということでございます。我が国の農地面積自体は、国土が狭
い、あるいは急峻な地形であるということで、もともと狭小なわけでございますけれども、特に高度
経済成長の過程におきまして、農地から他用途への転用等が起こっているということで、農地面
積が減少してきております。また、近年では耕作放棄地も増加しているということでございまして、
農地面積は昭和35年の607万ヘクタールから、35年後であります平成７年には504万ヘクタールと
いうことで、35年間で100万ヘクタール減少しているという状況でございます。  

 この農地面積の今後の状況ということでは、これまで農業部会なり、あるいは先の食料部会、農



業部会の合同部会におきましてもお示しいたしておりますけれども、今後の転用でございますとか
耕作放棄地の発生状況、あるいは農家戸数の減少、いろいろな趨勢を見る必要があろうかと思い
ますが、こうした状況から、今後の農地面積、平成22年（2010年）におきます農地面積を推計して
みますと442万ヘクタール、あるいは農地利用という観点から推計してまいりますと、400万ヘクタ
ールを切るような水準まで減少する可能性があるということでございまして、特に中山間地域の農
地の耕作放棄地化、こういったことの進行が懸念されるという状況でございます。  

 また、他方、農地面積自体の減少の他に、裏作の減少でございますとか、耕作放棄地が増加す
ることによりまして耕地利用率も減っているということでございまして、昭和35年は134％の耕地利
用率だったわけでございますが、一番新しい数字であります平成９年には、95％になっているとい
うことでございます。  

 農地面積の推計の状況は右の方につけておりますけれども、これはこれまでに御説明しました
ものと同じでございますので、説明は省略をさせていただきます。  

 ７ページ目は、担い手の関係ということで数字をおつけしておりますが、これも同じく農業部会等
におきまして説明をいたしたものでございます。基本的には、農業就業人口は農業部門から他部
門へ大量に流出しておりまして、昭和35年以降、ほぼ一貫して減少しているということでございま
す。また、人数の減少の他に高齢化の進行が他産業等に比べますと著しいということでございま
して、全国平均よりも約20年先取りする形で進行し、いわば農業就業者自体の脆弱化が進んでい
るということが言えるのではないかということでございます。  

 ２段目にありますが、近年の農家世帯の状況から推計していきまして、今後の基幹的農業従事
者の総数の見込みでございますが、これも同じく平成22年（2010年）には、平成７年と比べまして４
割強程度減少するのではないかと見込まれる。このうち65歳未満の基幹的農業従事者は、さらに
半減と見込まれるということでございます。  

 したがいまして、食料自給率の向上ということのためには農地の確保、また、その有効活用を図
っていくと同時に、下から２段目の段落にありますように、新規就農者ですとか農業生産法人、あ
るいは地域の状況に応じました多様な担い手の確保、こういったことを図っていくことがまず重要
ではないかということでございまして、農地、担い手等の国内農業生産基盤の確保とその有効活
用を図っていくためには、農村地域社会自体が健全に維持されることが前提になるのではないか
というように考えております。  

 それから２点目は、８ページ目でございますが、農業構造の変革等によりまして、国内農業の体
質強化と国民のニーズに対応した生産の推進をする必要があるのではないかということでござい
ます。消費者あるいは食品産業は、適正な価格で安全・良質な農作物の供給を求めているわけで
ございますが、我が国農業自体の経営規模の拡大が遅れていたり、農業労働力の高齢化が進む
など体質強化が進んでいないという状況の中で、こうした消費者の方々あるいは食品産業サイド
からのニーズに対しまして、品質の向上等の取組みが十分に行われていない面があるのではな
いかということでございます。  

 近年の農家戸数の増減ですとか経営規模の縮小・拡大という趨勢から、平成22年の経営規模
の状況の推計ということで、左の①、②ということでお示しをいたしておりますけれども、北海道は
大規模層、これは30ヘクタール以上の農家層でございますが、これが戸数もさらに増加いたしま
すし、農地面積に占めますシェアも６割強を占めるということで、北海道におきましては経営規模
の拡大が一層進展するのではないかというように見込まれます。  

 一方、都府県におきましては大規模層、この場合は５ヘクタール以上ということになりますけれど
も、農家戸数自体は増加するわけでございますが、農地面積に占めるシェアはまだ15％程度にと
どまるということでございまして、一方、小規模の0.5ヘクタール未満の農家層は、戸数自体は減少
するものの、農地面積に占めるシェアは依然として１割強を占めるということでございます。特に中
山間地域におきましては規模拡大が遅れ、小規模層の農家の農地面積シェアは依然として２割



以上を占めるのではないかというように推計をしているわけでございます。  

 ９ページ目でございますが、先ほどの食品産業でございますとか消費者の方々の国産農産物に
対します需要を拡大していくということのためには、基本的には、法人化の推進をはじめといたし
ました農業構造自体の変革によりまして、国内農業の体質強化を通じまして内外価格差の縮小に
努める必要があるのではないかということでございます。また同時に、多種多様で良質・安全な農
産物の供給に努めるとともに、加工ですとか外食向けの安定的な供給体制の整備も図っていく必
要があるのではないかということでございます。  

 こうした取組みの中で、特に土地利用型作物であって熱量を多く含み、輸入品との置きかえも可
能であります小麦ですとか大豆、あるいは飼料作物、こういったことを中心に生産拡大を図ってい
くということが重要ではないかというふうに考えております。  

 それから３点目は10ページ目でございますが、食生活のあり方と食生活をめぐる状況について
の理解の促進ということでございます。我が国の食生活自体は、高度経済成長の過程の中におき
まして大きな変貌を遂げ、内容の多様化、高度化が進んだということでございまして、中身的に
は、炭水化物からたん白質、脂質への移行が顕著であったということでございます。  

 さらに具体的には、自給品目であります米の消費が減少する一方におきまして、畜産物ですと
か油脂等の消費が増加したということでございまして、いわばこうした国内の農業資源では対応で
きないような食生活へと大きく変化したこと自体が食料自給率の低下の大きな要因になっていると
いうことでございまして、右上の方に、昭和40年からこの30年間の国民１人１日当たりの供給熱量
を、おおまかな変化ということでつけておりますけれども、右下の方に、この食料自給率低下の要
因ということで、その分析をつけております。昭和40年度から平成８年度、30年少しでございます
が、73％から42％ということで31ポイント低下をいたしております。この要因のうち、先ほどありまし
た米の消費、それから畜産物の消費の増加、油脂類の消費の増加、この３つで大体６割を占めて
いるということでございまして、いわば食生活の変化ということがかなりこの自給率低下の大きな
要因になっているということでございます。  

 11ページ目でございますが、このような食生活の変化は脂質摂取過多の傾向をもたらしておりま
して、現状におきましては、栄養バランスの崩れですとか生活習慣病の増加等が懸念される状況
も生じているということでございます。右の方に年齢別のPFC摂取熱量比率をつけておりますけれ
ども、厚生省によりますと、適正脂質比率は、18歳未満で25～30％、18歳以上で20～25％とあり
ますが、平成８年の現状におきまして、20歳以上から49歳までは全てこの適正化比率の中におさ
まっていないという状況になっているわけでございます。  

 こういった中で食料自給率の向上を図るためには、消費者にも、食生活のあり方ですとか、特に
先ほど触れました米と畜産物、油脂の消費のあり方、食生活をめぐる状況、こういったことにつき
まして理解を深めていただくことが重要になっているのではないか。また、そのこと自体が、栄養
バランスの回復ですとか健康の維持にとっても重要な意味を持つのではないかと考えておりま
す。  

 以上のような状況でございますけれども、そういった中で食料自給率の目標の取扱いという関係
で、一応考え方の整理ということで左下の方に挙げておりますが、農業者あるいは消費者自身
が、以上のような具体的な課題に主体的、積極的に取り組みませんと食料自給率の向上は期し
難いということにつきまして認識が深まり、その上で食料自給率の目標を掲げることについて国民
的な合意が形成されてはじめて、国ですとか農業者、消費者の行動指針、あるいは努力目標とい
うことでの食料自給率の目標設定ということに意義が出てくるのではないかということでございま
す。また、そういったことによりまして、実質的に国民のニーズに沿った透明性の高い政策展開と
なっていくのではないかと考えております。  

 したがいまして、こうした点につきまして十分に御議論いただきました上で、食料自給率目標の
取扱いの方向を決定していただく必要があるのではないかというのが私どもの提起でございま



す。  

 それから12ページ目に、食料供給力の確保と食料自給率ということで整理をいたしております。
我が国への安定した輸入が困難となるような事態が生じた場合の国内の食料供給力、すなわち
国内生産だけでどの程度国民に対しまして栄養水準の供給ができるかということにつきまして、そ
れを検証し、その確保に努めていくことも重要ではないかということでございまして、この食料供給
力は、農地ですとか担い手あるいは農業技術等によって支えるものであるというようなことで、そ
れを確保することは、とりもなおさず食料自給率にも反映されるものではないかというように考えて
おります。  

 前々回、国民にとって最低限必要な栄養水準を確保するために必要な農地総量等につきまして
は、シミュレーションということでお示しをいたしたとおり、現状の農地面積495万ヘクタールにおき
ましても、熱量効率を最大化いたしましても、現在の供給熱量水準の約３分の２の水準の1,760キ
ロカロリー程度に落ち込むというふうなことでございまして、１人１日当たり最低限必要な栄養水準
の確保は現状でも難しいと考えるわけでございますが、現状の農地面積を極力減少させないとい
うことは極めて重要な課題ではないかというように考えております。  

 13ページ目に、前回の合同部会の際に、平成７年の12月に出しました長期見通しの際の数値
と、今回のシミュレーションということで出しました数値は、若干数字が違ってくるということで御質
問がありましたので、改めて数表の形で整理をいたしております。右の方の表に平成７年12月の
長期見通し、これは平成17年度を想定年度といたしました数値でございますが、この時の数値に
おきましては、農地の賦存量を480万ヘクタール、供給熱量水準を2,100キロカロリー程度というこ
とで出したわけでございます。今回は、2010年で一応現在の495万ヘクタールが賦存しているとい
う前提におきましても1,760キロカロリーということで、数値が逆転しているのではないかという趣旨
のお話だったわけでございますけれども、計算の前提ということで、大きくは３つの要素を変えてい
るということでお示しをいたしております。  

 すなわち、まず１点目は米の単収のとり方でございますが、前回の見通しの時は、水田の半分
に単収750キロの多収米が作付けされるということを前提に計算したということでございます。した
がいまして、平均単収を635キロで計算しているということでございます。今回の単収は、傾向とし
ての単収の向上を前提に一応年524キロ、これを前提に計算したというのが大きな違いの１点目
でございます。  

 それから２点目は、耕地利用率の違いということでございまして、前回の場合、裏作可能な農
地、これは関東以西の乾田におきまして全て麦類が作付けされるというようなことで、耕地利用率
も130％ということを前提にしていたわけでございますが、今回の試算は、水田の不作付地はなく
し、現状程度の裏作を行うことを前提に103％の耕地利用率としてあります。現状は95％に下がっ
ておりますけれども、103％ということで計算したということでございます。  

 それから３点目は、魚介類の国内生産量の扱いでございますが、一応平成17年の時点におきま
しては、1,000万トン程度の国内生産量ということを前提にしていたわけでございますが、今回は、
現状に近い680万トン程度の維持という前提で計算をしたということでございまして、こういった違
いから、供給熱量水準の違いが出てきたということでございます。  

 今回の資料ということで整理をいたしましたのは以上でございます。  

○部会長 どうも御説明ありがとうございました。  

   

３．質  疑   

○部会長 ただいまもお話のありましたとおり、日本の食料の自給の現状というのは甚だ厳しいも



のがありまして、自給率が非常に低いのは言うまでもなく、それを１％上げるのも甚だしく困難であ
るというようなことでありますとか、あるいは現状の農地で相当無理をして、目いっぱい生産しまし
ても、１人当たり1,700キロカロリーというような程度の生産しかできないとかいうような、あまり愉快
ではない数字が出されております。また、農地が減少を続けますと、そのうちには400万ヘクター
ルを割るようになるかもしれないというようなことで、いずれもあまり愉快とは言えない数字でござ
いますけれども、こういうのが事実でございますので、こういう事実を事実として認めた上で、いか
なる政策をとるべきかというのが健全な議論の仕方である。これは私が言うわけではなくて、食料
問題研究の最初の研究者であるともいうべきロバート・マルサスの「人口論」に書いてあることでご
ざいます。明快な事実というのを認めた上でなければ健全な政策というものを打ち立てることはで
きないというのがマルサスの人口論の基本命題でございますが、日本の食料事情というのは、こ
ういうように御説明いただいてみると、甚だあまり愉快なもの、あるいは明るいものとも言いかねる
ように思いますけれども、先ほど申しましたように最後の食料部会でございますので、それぞれ存
分に御意見を伺いたいと思います。  

 時間はいつものとおり、大体４時半までを予定しております。どなたからでも、どうぞ御発言下さ
い。  

 どうぞ。  

○委員 本日のテーマであります自給率論議というのは、いろいろ意見が出てくるだろうというよう
に思います。私は、人の意見に反対するよりは反対される方が気が楽なので、まず一番最初に申
し上げたいというように思うのでありますが、食料自給率を上げるということは、国民の安心感を得
る上で必要なことでございましょうし、あるいはまた、農業所得というものが生産国に残るというよ
うな意味でも大変重要なことだというふうに思うんですが、しかし、国民が期待しているような、満
足するような、かつまた合理的な自給率というのを示すということは、私は甚だ困難である、このよ
うに思うわけでございます。  

 その困難であるという理由は、まず、何を持ってよしとするか、どのぐらいの自給率であればいい
とするのかという根拠が極めて求めにくいということであります。強いて海外に求めれば、今日の
資料の２ページですか、海外の先進国における自給率というものが示されておりますが、一番低
い水準にあるスイスでも大体61％とか65％であると。だから、極力これに日本も近づくべきである
という意見もあるかと思うのでございますが、それはもうとても難しいし、かつまた国の生産の状
況、消費状況あるいはまた歴史というようなものがそれぞれに違うんですから、やはり海外がこう
だから日本もこうあるべきだというのは多少乱暴ではないかなというように思うわけであります。で
は、他に何か根拠があるか、これをもってよしとする自給率を示す何か根拠があるかというと、どう
も私には思いつかないわけであります。それが第１点であります。  

 それから第２点は、ここの資料にも書いてございますが、１％自給率を上げるということでも大変
なことである。今ここで増加が必要な作付面積を足してみましても、30万ヘクタールというのが出
てますけれども、私が時々聞くお話の中では、これから耕地面積を増やそうしても30数万ヘクター
ルだろうということでございますから、１％上げるだけでも30万ヘクタールが必要だというのでは、
もうとても10％上げるとか10数％上げるなんていうことはできないのではないか。それをどうしても
上げるということになると、やはり無理したコストがそこに必要になるし、それが国民の負担になっ
てくるということでありまして、国民は、安全保障という問題は言ってみれば保険料だと、保険をど
うするかということだという理解なのではないかというふうに思うわけです。そうしますと、保険料を
超えるような、国民が期待しているような、考えているような、保険料を超えるような負担というも
のがそこに出てきそうだなというような意味で、少しこれも、こういう面からも難しいと思います。  

 その次に、具体的な数値を示すのは難しいから、努力目標を示す方法ではどうかというような考
えはあると思うのです。これが11ページのところに書かれていることなのではないかと思います。
私は、政府が発表する努力目標というのは、いつの間にか責任がある目標ということに変わって
しまうだろうと、こういうように思うのです。そうすると、この数値がひとり歩きするおそれがある。そ
れで国民の負担が増えるという可能性が大きい。  



 こういうことでございまして、結論から言いますと、自給率の向上に向けて消費者にいろいろの
理解を求めるということは必要なことであるというふうに思います。あるいは生産者に新たな認識
とか意欲を持ってもらうということも、これも大事なことだというように思います。ですから、ここに本
日示されている部分については、かなり私もやってしかるべきだろうと思うのでございますが、た
だ、それが残念なことに、どのぐらい国民の負担になるかということが示されてないのです。です
から、今後、自給率を上げるということを論議する時には、それがどのぐらい国民の負担になるか
ということをぜひ示していただいて、その上で国民の理解とか合意を求めるという方向でお願いし
たい、こういうように思うわけであります。  

 大体以上でございますが、１つだけつけ加えさせていただきますと、食料安全保障論というの
は、私は究極のところ一種の危機管理と考えますので、前回、３つのケースというものを示されて
論議したことは非常に大事だと思っております。その辺については、また申し上げる機会があれば
申し上げるように致したいと思います。まず、概略そういうことを申し上げたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 私も、今の御発言を少し広げるような意味で申し上げたいと思うのですけれども、11ペー
ジですか、これからの取り扱いについて一応まとめてあり、生産者も、それから消費者自身も主体
的に取り組み、そして、その上で国民合意を形成して云々と書いてありますけど、まさにそういうま
とめ方で、資料としては、要するにちゃんと議論しろと、こういうことだろうと思うのですが、今の委
員の御発言にありましたように、例えば１％上げるというのは非常に難しいのだけれど、それを、
かなりコストを重視してやるのか、あるいは地域の主体的、時間的な取り組みを重視してやるの
か、どっちか100％で片っ方はゼロということはないでしょうけど、要するにそういう問題じゃないか
と思うのです。つまり、恐らく一般の国民の方々も、私なんかもそうですけど、幾ら金をかけても自
給率を上げればというものではないと思うので、また、それだけのコストを負担できる今の状況で
はないと思いますから、そこのところがまず１つ、どっちなのかということではないかと思います。  

 私は、意見を言えば、やはり地域のかなり主体的な自発的な取組みがうまく進んでいくような、
枠組みというのですかね、システムというのですか、そういうものができれば、ある程度その努力
目標みたいなものを作るということについてはやぶさかではありません。ただ、何回か前のこの食
料部会でも議論したと思うのですけれども、農業部会だったのかな、つまり、地域ごとにどういう農
業があるべきかということを検討していただくと、もう間違いなくみんな米ばかりになってしまう。米
が主体として出てくるというのがやはり一方現実であるわけで、そういう状況では、果たして地域
の主体的な取り組みというのは一体可能なのかどうか。さらにそのことが、９ページにございます
けれども、「熱量を多く含み、輸入品と置き換えが可能な小麦、大豆、飼料作物を中心に生産拡大
を図っていくことが重要である。」と書くことは非常に簡単ですけれども、これは、それぞれの自治
体なりあるいは生産組織の一番大きい団体である農協が本当に取り組んでいただけるのかどう
かということが、担保と言うと変ですけど、そういう気持ちが伝わってくれば、私はいいのではない
かと思うのです。  

 それに関連して、先ほども御説明があったように、各界各層からのいろいろな御要望があるとい
うのは、私は必ずしも各界各層とは思いませんで、農業委員会とか会議所とか農協とか、号令一
下要望書を出せるような、そういう組織がたくさんまとめて送ってくるだけです。そんなものは何万
通あっても、私は心に響くことはありませんけれども、だけど、一方で言えば、そういう組織が本当
にこのことを考えてるわけです。何も考えないで書くことはできないわけです。だから、そういうこと
に対して全く何もしないで、周辺のことはいろいろやるとしても、何もしないで進んでしまうというの
も、この調査会の仕事としていかがなものかという気もします。ですから、そこのところはある程度
柔軟に対応したいと思いますけれども、やはり一つは主体自身。  

 そして、その中でもう一つ気になるのは、この要望書の文面を読んでみると、少しは違いますけ
ど、ほとんど国にやって欲しいという言葉になってるわけです。国がそういう努力目標みたいのを



決めるのは、調査会の議論を経てやっていただければいいんだろうと思いますけど、ただ、いろい
ろな政策をとにかく国にやってもらわなきゃいけないんだということで、果たして地域の主体的な、
自発的な取組みということが本当にうまく進んでいくのか、ころがっていくのだろうかという危惧を
非常に持つのです。そこのところに実際の具体的な取組みの方向づけみたいな、それは実際、例
はありますから、そういうのを私も幾つか知ってますけど、そういうことをまず第一に考えて、努力
目標なりあるいは自給率の数値目標なり、そういうものを検討していくというのが必要なのではな
いか。もちろんコストだって、何も金かけないでできるということはあり得ないわけですから、どっち
に比重を置くかという点が大事ではないかなというように思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 私も続けて同じようなことを思っているわけですけど、農業団体からの要請は、確か全部
一律に同じようなことをおっしゃってるように思います。取組みを大変前向きにしているところもあ
るのですが、ただ、数字を示して欲しいというのは、本当は数字じゃなくて、心の中というか自給率
を目標としてほしいという心は、数字であるというよりも、将来、規模の持てる農業をしていきたい
ということで、それを言葉として数字にしか求められないので、そう言ってられるように思います。
だから、今委員がおっしゃられたように、主体的な、本当に自主的な取り組みをなさっているところ
は、特に数字を掲げなくても、努力目標でもやっていけるという考えでどんどん進んでいると思うの
です。  

 消費者の方はと言えば、消費者からもそういうお声がありますというように伺いましたけど、先ほ
どお二方からおっしゃられましたように、私どもにはコストが全くわかっていません。自給率をという
のは、国産のものが食べたい、今まで食べ親しんだものの味がいいということもありますし、目に
見えるところだったら安全衛生が確保されるかなと思います。ただ、今、日本のものが、世界のど
っかのよりも安全だというふうに全く過信しているわけでもないわけです。ですから、消費者も情報
が乏しく、本当によくわかって８割が国産を食べたいと言ってると思うと間違ってしまうかなというふ
うに思うんです。  

 だから、天候に左右される予測のできないような不可能な事態が起きた時に、国が再生産が可
能な農家へ支援するというのは必要なんですが、そういう場合に、今までどおりのやり方でやって
いくと、どうも自給率を要請している側はコストをもってくれとおっしゃっているような気がしますし、
消費者の側はコストが考えられなくて、ただ国産をと言っているような気がします。だから、そこら
辺の調整が必要だと思うのと、自給率を上げるには、今まで勉強させていただきましたが、何とし
ても食べる人の意識と作る人の意識と、お隣にいらっしゃいます食品産業に従事している方の意
識と、３者が一体になって考えて合意しなければでき上がらないなというように思いますので、これ
から率を掲げて、コストだけ確保すればいいということは少し納得できないのです。  

 それから危機管理のことについての御訂正がありましたけど、危機管理というのは本当の危機
ですから、今御説明を聞くと、いいお米をとるようになってから単収が減ったなんていうのは、逆か
なというふうに思います。だから、前に出ていた数字の方が、全面的に全部ということではないでし
ょうけれども、危機管理という時は、本当の危機ですので、みんな食べ方も変わるだろうし、努力
の仕方も変わるだろうし、今あるよりはずっと違った意味での増産が求められると思いますから、
こういうことであまり大変大変と言うのは、私も少し気になります。  

 ただ、危機管理の最低のことをするのは国の責任ですので、それだけの土地の確保というの
は、これからの農業の活性化というのは大事なのですけど、土地の転用がないようにしなければ
いけないのと、自給率のことについていろいろ方策が書かれておりますけど、やはり新規参入した
い方の芽が出てきたところで、新規参入を阻むものは何なのかとか。それから農地の確保の仕方
なんですけれども、権利を委譲するのがなかなか難しいようになっているところは、土地の集中を
第三セクターに預託するとか、全然放棄された時は売却するとか、何か１つのところに集めて持っ
ていく方策をしないと無理かなというふうに思います。  



 何か少しばらばらになりましたけど、持続可能な農業生産活動への転換というのが、今度ここに
掲げる国の政策としては一番大きなことじゃないかなというふうに思っております。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

○専門委員 全般的な話ですが、今、自給率の話が出ておりますが、私は最初から率ということ
にこだわっているわけではないのですが、やはり消費者は日本国内でできたものを食べたいとい
う非常に大きい希望を持っているわけなんです。それに応えるということが大切なので、私は数字
をここに挙げる必要はないかもしれませんけれども、非常に難しい話になるかもしれませんが、や
はり全般的に目標を立てて、目標というか、国内でできるだけ生産するんだということが言葉の
端々に見えてきて、だから、無理に率じゃなくてもいいけれど、そういう脈絡が見えてこないと、農
業基本法でもそう書いてあったけれどどんどんどんどん下がってきた、また下がるのねという、国
民が悲観的な気持ちになるのではまずいのではないか。それから生産者も、もう日本は農業は要
らないと言ってるんだ、海外に依存するんだというように言ってるんだというように思う、こういう形
になってはならないと思います。ですから、目標というのですか、単純に素人っぽく言えば、半分ぐ
らい日本の国で作ろうよというようなことでもいいのじゃないかと思うのです。そういう形で挙げた
方がいいのではないかなというように思っております。  

 それから内容的には、自給が問題になっているのに、畜産の話が全然具体的に出てきていない
わけです。畜産の場合、牛肉の自給率が39％と言われていて、それは海外から肉そのもので来る
ので39％と私は思っているんですが、それにまた飼料があると、ぐっと落ちてくるわけです。畜産と
いうのは、酪農も含めて土地の自給力、土地の確保についてはとてもいい農業ではないかという
ように思っているのですけれど、ほとんど触れられていないというところが気になります。  

 それから、この10ページには食料自給率の低下の原因が、米の消費と飼料である書いてありな
がら、他のところではほとんど畜産の問題に触れてないということが気になります。これは全般的
なことです。  

 それから、食品産業という言葉が全然ないわけです。例えば３ページ、５ページ、11ページには、
消費者と農業だけで真ん中がない。例えば３ページもそうですね。「国だけにその役割と責任を求
めるのではなく、農業者・消費者も含めて」というように、食品産業、食品企業が入ってない。全部
に２つしか書いてない。  

 これも気になっております。ここの「国だけにその役割と責任を求めるのではなく」という、この言
葉は要らないのではないか。だれもそれを別に今まで求めているわけではないわけですから、こ
の言葉は要らないと思います。  

 それから、「重要である」と「必要である」という言葉の使い分けはどういうようになっているのだろ
うというように思います。特に７ページの下から３つの○、真ん中だけは「重要である」ですね。例
えば一番下を見ますと、「なお、農地、担い手等の国内農業生産基盤の確保とその有効活用を図
っていくためには、農村地域社会自体が健全に維持されることが前提となる」と書いてあります
が、前提になるのは当たり前のことで、ここは「必要がある」というふうになってもいいんだし、その
上だって、「状況に応じた多様な担い手の確保を図っていくことが重要である」と。重要であること
は間違いないので、だから、それが必要なのか必要じゃないかと、こういうところはずばっと言った
方がいいと思います。  

 前に返って恐縮でございますが、２ページ、上から２番目の○、「歯止めをかけるための各般の
施策を講じてきているにもかかわらず」というのは、国の責任というのを非常にあいまいに言って
いるんじゃないかというように思います。一生懸命やったんだよ、でも、やはりあまりうまくいかなか
ったという表現にしないと。「施策を講じているが」ぐらいに、ここは変えた方がいいというふうに思
います。  

 それから、ここに「農地の減少、担い手の減少・高齢化」のようにいろいろ書いているのですが、



食生活の変化とかいろいろありますけど、その結果、本当に一番きつかったのは、安い農産物が
大量に輸入されてきたからということになるのではないかというふうに思います。例えばミカンなん
かも、グレープフルーツがいっぱい入ってきてみかん畑を全部つぶしてしまったとか、レモンもそう
ですね。そういう安い農産物の輸入というところがここに入っていないのが非常に気になります。  

 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。  

 今の御意見の中には、幾つか御質問に類するものも入っていると思いますので、できれば事務
局の方から、例えば畜産物と自給率との関係とか、あるいは今の最後の輸入農産物の関係等々
幾つか、お答えといいますか、御説明いただければと思います。  

○事務局 畜産物の関係は、資料では供給熱量自給率の算出の際の国産畜産物の取り扱いと
いうことで、５ページ目の右下の方で概略を御説明させてもらっております。下の表でごらんいた
だきますと、品目別に重量ベースで自給率をとっていきますと、牛肉の場合は38.7％ですとか、豚
肉の場合は59.3％ですとか、鶏卵で95.9％、こういった実態であります。これが餌の関係をいわば
寄与率みたいなことで乗じてまいりますと、供給熱量ベースでの自給率ということでカウントされま
す数字は右のような数字になっていくということでございまして、例えば鶏卵でございますと95.9％
が10.2％になるというふうなことで、こういう差が出てくるということでございまして、42％という数字
は、この一番右の数字を基礎として計算をされているということでございます。  

 それが事実関係でございますけれども、もう一つ畜産関係が、御指摘のように、例えば飼料の
生産が土地の自給力に役立つのではないかというようなことですとか、特に耕地条件が不利であ
ります傾斜地なんかも使えるというふうなメリットがある点は御指摘のとおりでございまして、確か
に今日の資料におきましてはそういった点についてあまり触れていないわけでございますけれど
も、農業部会や農村部会等の資料につきましてはこれまでも触れてきたつもりでございますし、先
の12月の中間取りまとめの際にも、そうした必要性等については触れられているところでございま
して、こういった点につきましては、改めて最終的な答申をまとめていただく段階におきまして、各
委員の皆様方の御意見等も反映した形で最終的な報告書で触れていくという格好で整理をさせて
いただけたらというように思っております。  

○部会長 今の畜産物の点はおわかりいただけるかと思いますが、５ページにありますように、例
えば卵はほとんどが国産、卵は国内で鶏が生んでるわけですけれども、その餌はほとんど外国か
ら買っているので、供給熱量ベースの自給率ということになりますとほとんど輸入と、こういうこと
になるわけであります。  

 肉等についてもほぼ同じようなことになる。それから畜産の場合、実際に畜産を通して自給率を
上げるということになりますと、餌の自給率の問題というようになってまいりまして、これは餌の生
産、飼料作物の生産ということで農業部会等で議論はいろいろ行われて、資料も出されていると
いうようなことであろうかと思います。  

 食品産業について触れられていないという点はいかがですか。  

○事務局 確かに食品産業の点につきまして、消費者でございますとかあるいは生産者と並べて
の取扱いというようなことはしてないわけでございますが、これまでの当部会におきましても、食品
産業の委員の方々という言い方は大変失礼でございますが、いわば食品産業サイドも実需者で
あるというふうなことにおきまして、原料農産物の調達という点におきましては消費者と同じである
という観点から、例えば価格関係でございますとか品質の関係でございますとか、供給のロットの
単位の関係ですとかいろいろなことにつきまして、国産農産物が輸入農産物に負けないような格
好で供給すべきではないかという趣旨の御発言が再々にわたって行われたところでございまし
て、いわばそういう意味におきましては、国内農業生産者も消費者の方々も、あるいは食品産業
の方々も、同じような次元におきまして努力する必要があるという意味におきましては同じようなこ



となのではないかということで、あえてそこは特記をしてないということでございまして、関係しなけ
ればいけないというサイドにおきましては、ある面においては生産者サイドに、ある面においては
消費者サイドにおいて、食品産業サイドの方々の方でもいろいろと考えていただく必要があるとい
う点におきましては、まさにただいま専門委員が御指摘になったとおりではないかというふうに思
っております。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 これは食品だけではなくて産業全体において、流通の力が全体を左右するというと
ころが非常に大きいと思うのです。食品じゃないことを言ってすみませんけれども、例えば今ダイ
オキシンだとか塩ビは、消費者がやめて欲しい、流通がもう置かないよと言うと、製造は作らなくな
っているというような状況で、置かないよ、持ってきてという、そういう流通の力って非常に大きいと
いうように私は思っています。そして企業については、例えば国内生産者と契約栽培するとか、そ
ういう面で生産の面に非常に力を注げるのではないかというように思いますので、全部農業者、消
費者でくくらずに、自覚していただくというか、本当に力があるのですよということを示すためにも、
食品産業という言葉を少し入れた方がいいのではないかというように思っています。何か関係ない
みたいな感じになっておりますので。責任を負わすという意味でなくて。  

○部会長 それでは、どうぞ。  

○委員 少し食品産業のことが出ましたので。今、事務局の方からは実需者というお言葉があっ
たのですが、どうも私どもとしては、実需者という感覚はあまりないのです。実需者というよりも、ど
ちらかと言いますと、いかにしてどういうようなものを使うかという、技術革新といいますか、そうい
うようなものを積極的にやっていきたいというような感覚で、何か与えられたものをそのまま使うと
いう感覚は非常に少ないのではないか。  

 もう一つは、品質もそうでございますし、それから価格もそうと。ですから、やはり価格が大きな要
因になりますので、安い方がどうしても先になってしまう。最終製品が安くなりますから、そちらに
行きますけれども、しかしながら、例えば国産品をさらに活用しようというようなことであれば、積極
的にそういうような技術を開発していくというようなことが幾らでもあり得るわけでございまして、今
日こんなことをお話ししてはどうかなと思うのですけれども、例えばフランスパンとかドイツの黒パ
ンなんていうのは、カナダとかアメリカのような小麦ではなくて、弱い小麦を使ってその国特有のパ
ンを作っているわけです。そういう意味では、日本でどういうパンがあるかなというふうに考えてみ
ると、我々パン屋でございますけれども、蒸しパンなんていうのはその最たるものなのです。日本
独特の国内産の小麦を使って、一番作りやすいものを作っている。現実にそういうものが売れてる
のです。ところが、実際に今日も少し調べてみたら、国内産が50％、外国産が50％、そういう割合
の粉を現実に使ってるわけです。それはどういうことかというと、やはり品質を安定させるためと
か、そういうようなことがいろいろとあるのです。  

 ですから、実需者というような形で、何か同じものが来ればそれを全部使うというのではなくて、
その中でいろいろと工夫もし、また、いろいろな目的を持って仕事をするという意味では、やはりこ
こに、農業者と消費者の間に食品産業を入れてもらう方がいいのではないかと、こういうような意
見でございます。  

 以上です。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 別に反対意見を申し上げるわけでもないのですけれど、この問題はたびたび発言を
させてもらってるわけですけれども、１ページに整理してございますように、今までの議論の中で、
生命、健康維持に重要な物資である食料を安定的に確保していくことが、国民に対する国の基本
的責任であるという、そういう大前提のもとに、その下にありますように、国内農業生産を基本とし
て、可能な限りその維持・拡大を図ることによって対応していこうという整理が、今までの議論の中



でだんだん形成されてきたのではないかという認識でいたわけでございます。  

 そういう中で自給率をどうするかということなんですが、１つには、今まで言われてるように、食料
の供給力、国内供給力をどうするかという議論がございまして、それは農地とか担い手だとか、あ
るいは農業技術というものがそれなりに国内できちんと残っておれば、それで一旦緩急あれば対
応できるじゃないかというような意見もあるのではないかというように思うのですけれども、現実問
題としては、そういうものが現実に稼働していかないと、いわば錆つくというのですか、そういうこと
では、農地自体あるいは担い手自体維持できないというようなことも現実としてあるのではないか
ということになりますと、先ほども申し上げたような論議の中で、国が食料の安全保障なりあるい
は食料の安定供給という施策を講じる上で、これは結果には間違いないのですけれども、食料自
給率について一定の目標を持つことは、私は必要ではないかというように思うわけでございます。
そのことが、農業者に対する意欲を持たせることにも作用するでしょうし、国民に対しても、消費者
に対しても一定の安心感を与えるということにも作用するのではないか、そういうように思います。 

 そういう中で、この資料の中にいろいろ分析してあるように、そうは言いながら、１％でも引き上
げるのは大変な困難が伴うのだということがるる書いてあって、私も、事実そのとおりだと思うので
す。それは、国のみならず農業者、消費者を含めて、それぞれがその気持ちでやらないとなかな
かできないよと。11ページの一定の方向、取りまとめもそういうことではないかなというように私も
思うわけでございます。  

 農業生産サイドにはコストの問題もあるよということで、確かにコストの問題もあるわけでござい
ます。それは、コストも減少しながらやればいいと思いますけれども、御指摘のように、農地の利
用度を上げるだとか、あるいは体質を強化して規模拡大を図っていくとか、あるいは内外価格差
の問題とか、消費者ニーズに対応した生産等々、幾つかの課題が提起されているわけでございま
して、これも農業者単独でやれる問題とそうでない問題があると思いますけれども、御支援なり激
励なり御指導をいただきながら、それはそれでやっていく必要があるのではないかというような感
じがします。  

 片や消費の面ですね、いわゆる分母の消費の面におきましても、るる指摘のように、現在みたい
な食料のとり方というものが、健康その他にとって果たしていいのかということになりますと、それ
はそれなりに、改良と言っては大変語弊がありますけれども、指導なり啓発なり誘導という領域で
まだやるべきことが幾つかあるのではないか。前に会長代理からだったですか、アメリカのフード
ピラミッドについて御紹介もあって、そういうような取り組みを諸外国でやってる例もあるわけでご
ざいますから、農林水産省のみならず厚生省も文部省も、みんなその気になって取り組んでもらっ
てやるべきことがあるんじゃないかと。そういうことの両面でのもろもろの努力というものが、現在、
先進国111番目の自給率を、しかも年々下がっていくという自給率に何とかここで歯止めをかけ
て、幾らかでも上げていこうという方向に向かわせるための努力をやる必要があるのではないか
なというふうに私は思うわけでございます。ここでどのぐらいの自給率を設定すれば一番合理的か
という根拠というのはなかなか見当たらないと思うのです。多けりゃ多いほどいいのだけど、それ
はコストも含めて我々の努力の及ぶ範囲はどこまでかということを見定め、目的をどう立てるかと
いう、目標を立てるかという、そういう問題じゃないかというように思うわけでございます。  

 以上でございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○専門委員 今日お示しいただいたこの資料の５ページに、「食料自給率は、国民が実際に営ん
だ食生活を国産でどの程度賄えているかを示す指標」というふうに書いてありまして、全くそうだと
思うのです。この前、６月17日の合同部会の時に専門委員が、食料自給率というのは、消費者が
何をどれだけ食べるかということが分母で、消費者が国産品をどれだけ選ぶかが分子で決まるん
だと、消費者の選択が自給率を規定しているという御発言がありました。私もその分子、分母とい



う問題では、専門委員のお考え方、認識に賛成なので、恐らくこの６ページから９ページまでが分
子の問題点であって、10ページと11ページが分母の問題点だろうと思うのです。  

 それで、委員が以前、食料自給率に係る数値目標達成のための政策手段というのを、やはり分
子、分母という形で、分子が増えればいい、分母が減ればいいという発言をしましたが、こういうこ
との中で食料自給率の向上というのがあるわけです。分子が大きくなって分母が小さくなれば、食
料自給率は向上する。その場合の問題点を、可能性という部分で分子、分母について詳細な点検
をされたのを、改めて拝読をいたしました。委員のこれを見ましても、今の現状ということの中で、
それが今、この自由主義社会の中でどのくらい可能なのかということになると、もう分子対策でも、
委員の示されたものでも間接的支援措置ぐらいが丸で、分母の方も食料廃棄物の削減、つまり食
べ残し等の問題もあるのでしょうけれども、そういうものとか教育とか、そういうものについてはそ
れぞれ分子の増加、分母の減少というようなことは可能性があるけれども、その他の問題につい
ては非常に厳しいという御指摘で、私も、この委員がお示しされたことについては非常に勉強にな
りました。  

 それで、私なりに分子、分母ということを考えてこの自給率というものを考えていった場合に、今
の時点では、数字としてトータルに数値目標を示すのはなかなか難しいのじゃないか。それは食
生活の変化というものに左右されて、しかも分子の方の農業は、このシミュレーションの中で書か
れておりますけれども、こういうことで、ますます衰退、衰弱化が一方で起こり、食生活の方はどん
どん飽食が続くというようなことになりますと、これをどういうふうに解決していかなければいけない
のだろうというふうに思います。その中で、特に分子の国産というものですね。これは安い・うまい・
安全であるということであればいいんですけれども、海外のものに比べてもなかなか太刀打ちでき
ないいろいろな問題がある。それを本当にやるとすれば、言葉は悪いんですけど、米中心のばら
まき農業政策みたいに予算措置とか保護措置みたいなものを講じていかないと、なかなか分子の
増加というのはできないのではないか。そうだとすれば、やはり分子の増加のために、農業団体と
か農家だとかという人達が、今も御努力されていることはわかるんですけれども、ある部分の意識
革命、改革というものを明確に受けとめるべきではないかと思うのです。  

 そのためには、ここにも書いてありますけれども、法人化の問題とかいう形での指摘があります
けれども、今日、少し一部の新聞に株式会社の問題が出てましたけれども、この辺のことについて
はわかりません。今、論議の最中なんですけれども、しかし、やはり私は、公益的機能という部分
の農業の分子の部分とあるのですけれども、競争原理というものをどういうふうに導入をしていく
かということは、担い手の確保だとか今の現状の問題の中から、これはストレートに株式会社を賛
成しているとかっていうことじゃないんです、ただ、そういうようなある部分、農業が拒もうと、今の
農業者が反対している問題だというのはわかるんです。しかし、そういったものにもある程度の理
解を示しながら、そういうものを導入していくということも分子の問題としては非常に大事なのでは
ないか。私は、一連の改革をやって、守るべきものと変わるべきものというのが今度の問題であっ
て、変わるべきものをどういうふうに我々は設定していくのかということが、この調査会が国民に向
けて示していく、提示していく、これが非常に大事な問題で、守るべきものをいくら打ち出してても、
これは、私はこの調査会のあり方としては何だという話になると思う。  

 もちろん分母の方の消費者というか、特に食生活ということであれば、これまでも主張してきまし
たけれども、本当に食べ残し、残飯の問題とか、こんなのだって、これを残せば３％上げるとかい
うお話もありましたし、食生活の教育の問題というのは、本当に皆さんからいろいろな意味でお話
がありました。つまり、もしこの食料自給率というものを、ある部分、国民運動的な課題として理解
させるためには、そういった分子、分母、それぞれ痛みが伴うと思うんですけれども、これについて
明確なアジェンダといいますか、ある部分の課題設定をしっかりしていかないと、この食料自給率
というのをただやっても、それは何か予算を通して前の通りになってしまうのではないかという、国
民はそう思ってしまうだろうと思うのです。  

 ですから、少し長くなりますけど、一つの農家、農業団体の意識改革だけではなくて、私達消費
者を含めての意識改革というのは大事だと思うのです。それを明確にして政策目標というものをも
し立てるのであるとすれば、その政策目標に伴い変わるべきものの姿、それを打ち出しておくのが
非常に大事ではないかなと思います。  



 ただ、私はこの部会でも常に、一つ覚えのように危機管理、危機管理、食の危機と繰り返してお
りましたけど、こういうふうに分子、分母の問題はありますけれども、危機への対応という面は、こ
れはやはり食料自給率とも連関しまして、あるいは自給力と言ったらいいのでしょうか、潜在生産
力と言ったらいいのでしょうか、この危機への対応ということについては、別の形で考えておく必要
があると思う。それはもう世界が食料危機に万一なった時に、果たして他の国が、日本の食料は
私達が面倒を見るよと本当に言ってくれるのかどうかということを考えますと、シミュレーションの
第３番目はともかくとして、私はある程度深刻に受けとめた対策というものは当然とるべきだろうと
思うので、これは一省庁の問題だけではないと思いますけれども、そのことはまた、この食料自給
率、自給力とはリンクしながら、別個の問題として設定しておく必要があると思います。  

 少し長くなりましたけれども、最後のところに書いてありますけれども、もし国民全体に食料自給
率を示すとするならば、食料の意味とか農家・農村の価値とかというものを全体的に問い直すこと
をしっかりとやって、どういうふうに課題設定をして、具体的には、株式会社なんてあんまり言い過
ぎましたけれども、分子の面ではそういうような問題とかというものも示したところで自給率というも
のが設定されるべきだろうと思います。私も、今の42％であっても、高いのか低いのか、何となく心
配だなというような感じはします。だけど、これもやはり食生活の変化で左右されているとすれば、
今の時点でトータルの数値目標を示すのは非常に難しいし、また、今の時点で示す必要はないの
ではないか。ただ、政策目標として何が変わるべきものなのか、変えるべきものなのかということ
を明確に示すことによって、自給率という面でのかかわりについてもある程度見えてくるのではな
いかなと、そんなふうに思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○専門委員 ２点ほど申し上げたいと思いますが、１つは自給率の問題で、今までのいろいろな議
論を踏まえて、また、示された多くの資料を拝見いたしまして、私も、数字で自給率を示すというの
は非常に困難なことであろうというふうに思います。といいますのは、今後、生産者がどういう方向
に向けて生産するかということによっても、自給率というのはまた動く部分があるのではないかと
いうことを感じます。しかし、これを読んだ時に、最低限、現在の耕地面積は守らなければいけな
いという雰囲気が感じられるところがないといけないのではないかなと思うのです。健康面から考
えましても、これ以上の摂取エネルギーのバランスが崩れるということは全くよくないことでござい
ますので、そういう面からも感じます。ですから、現在の耕地面積が崩れてはならない、そういう雰
囲気を感じられるような内容のものが欲しいというように思います。１点です。  

 それからもう一点は、先ほどから消費者の教育と、皆さん簡単におっしゃいますけれども、本当
にこれは大変なことで、例えばテレビの番組で、ブロッコリーを食べるとがんにならないと聞くと、そ
の日は店頭からブロッコリーがなくなるそうです。しかし、それはその日だけという、そういう流され
方をしている多くの消費者が現実です。しかし、健康教育はきちんとやっていかないといけないと
いうことはとても感じますけれども、これは先ほどどなたかがおっしゃったように、農林水産省だけ
では済まされない、いろいろな省庁が協力してやらないといけないことであろうと思います。  

 そして、今、まわりにこれだけたくさんの食料、食べ物がある中で、消費者に、日本は非常に食
料の危機の状態であるみたいな意識は全くないと思うのです。そういう意識をどういう形で持って
もらったらいいんだろうかということも考えないといけないと思うのです。こういう会議では、自給率
について非常に真剣に専門に考えていますけれども、一般消費者の方は、自給率ということをど
のくらい意識して毎日の食生活を営んでいるかというあたりも、とても疑問を感じます。私どものよ
うな大学の専門の分野では、そういった教育はしておりますけれども、そんなのは本当に一握りの
教育でございますので、これは日本全体として取り組まないといけないというように思います。  

 それで、最初の問題に戻りますけれども、耕地面積をとにかくこれ以上崩さない努力をするため
には、先ほどどなたかおっしゃいましたように、地域が主体になって取り組むシステムづくりという
ことが非常に大事なことであると思うのです。そういった方策をこれからぜひ考えていただきたいと



いうこともあわせて感じているところです。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 どうぞ。  

○委員 よく拝見しますと、自給率を上げるのは食べ方によるということなのですが、食べ方も、今
の栄養の状態というのは大変食べ過ぎであるというふうに言われましたけど、日本は外国に比べ
ましてまだまあまあのところで、確かにこれ以上脂質が増えるとかということは危険視しなければ
ならないのでしょうけれども、割合自覚も今出てきた段階で、これから栄養素、カロリーをもっと倹
約しなければならないというような状態には至ってないように思っております。  

 ただ、自給率を上げるためのことで考えますと、先ほど専門委員から指摘があったように、まず
輸入肉にしろ国産肉にしろ、肉を食べることがひどくマイナスに働いているということで、日本の畜
産の飼料の問題というのが大きくはね返ってくるところなのですけれども、確かに日本の畜産は、
土地を守るためには、循環型社会を作るという意味合いにおいては大変貢献しているようです。ま
ず、この農基法の一番の転換は、私は持続可能な農業への転換とか循環型社会に貢献していく
農業という形で、そういう形をとった場合に、もしかしたら自給率は下がるかもしれませんけど、土
地をまず確保しておく、いい土地を確保しておくという考え方の上に立ちますと、そういう形でどれ
だけ日本型農業が保持できるか。それで、冒頭にありますように、確かに輸入をしていかなければ
国民の基本的なカロリーは確保できないというのは、示されましたことで大変よくわかっております
ので、海外とも摩擦のないようなお付き合いの仕方をしていくということも大変大事な問題だと、片
一方に置いておく必要があると思っております。  

 日本の農業は、まず土地と技術者と跡継ぎをする働く方がいないとできないわけですので、そこ
ら辺で、どういうふうに抱えていくかというのは、畜産は、国産のお肉を食べたらものすごく自給率
が下がってしまうということの他に、やはり土地に与えているいい影響とか、循環型の農業をする
ためには、やはりそれも役に立つのだというようなこともよく計算に入れた上で浸透をさせていた
だきたいよ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、どうぞ。  

○専門委員 私は、初期にこの委員会で、自給率のことについて個人的な意見として、半分ぐらい
国産で賄っていくべきではないかと思うし、そういうことを望んでいるという意見も述べた記憶があ
ります。ただ、ずっと約１年近く御議論を皆さんとしてきて、それから特に手元に寄せられてくる御
要望を見てますと、少しこの形のままでは私が望むような形にはならないなというような感想を率
直に持つわけです。私は、政策的に自給率を決めたことは過去の失敗だったと思いますし、それ
では今後変わっていかないだろうと思います。いくら目標を作ってみても、それはやはり念仏に終
わってしまうような気がするわけですね。構造が変わらない限り自給率は変わらないと、ここが今
回の議論の中でどうしてもまだ一致を見ていないというように思うわけです。ですから、先ほど専
門委員も言われましたけれども、生産と流通と消費のところが変わらないと、今までと違う発想を
してもらわないと、結果的には自給率にもいい影響は出ないと思うのです。私は、それがうまくい
けば自給率は変わるというように思っているわけです。  

 どうしてそう思うかといいますと、今、農業に携わっている皆さん方が、何を作ったら一番効率的
かというようなことは恐らくわかってないと思うのです。そして、これから何を作ったらいいかという
こともよくわかってないと思うのです。お米だけは、作っていれば間違いがなかったからお米を作っ
てきたのであって、お米をやめたら何を作ったらいいかがおわかりになってないと思うのです。これ
から何を作って日本の農業を守っていこうかということになると、消費から逆に発想してみなけれ
ば出てこないわけです。その時に、コストはどうなるのか、品質はどうなるのか、安全性はどうなる
のかと、そういうことを本当に理解して物を作っていかないと、いくら我々が使おうと思っても買え



ないわけです。今、我々の机の上には、世界中から情報が飛び込んでくるわけです。カボチャな
ら、どこから、どういう品質のものが幾らで、安全性はこうでって、ぽんと来るわけです。そうする
と、購買担当者はそれを見て決めれば、次の日からどんどんカボチャが入ってくるわけです。それ
では、いつまでたっても日本のカボチャを使おうなんていう意識は出てこないわけです。  

 ですから、例えば農協なら農協が、今度はこういうカボチャができたから使ってくれませんか、と
いうようなこととか、ジャガイモがこうなったから、アメリカのジャガイモやめてくれませんか、という
ような提案があって初めて、日本の農業の中に国産がもっと増えてくるわけです。そういうふうに
考えますと、今の段階で自給率の目標を作っても、あまり意味がないかなと私は思うわけです。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○専門委員 自給率の問題について、私も、数値を明確に設定してやるというのはあまり賛成で
はないのですけれども、自宅の方にも要望書等が多数送られてくる中身を見ると、そういった関連
の要望意見が多数寄せられてきておるわけなんです。今の会議の流れから言うと、全く要望書か
ら逸脱した内容になってしまいそうな雰囲気があるわけですけれど、同じ農業者として、こういった
世の中の流れを全く認識しないで、農業という小さな枠の中で考えた結果がこういう要望書になっ
てしまったのかなというふうな、同じ農業者としての反省もあるわけなのです。ただ、示し合わせた
わけでもなく、各都道府県から寄せられる要望書の中身がほとんど同じ、同じような要望が上がっ
てくるということを考えるならば、こういった要望をまるっきり無視した形でここの会議の中身ができ
上がってしまうというのは、やはりかなり問題があるのではないかなと。やはりこういった要望書の
中身を考慮した形での最終的な答申作りということを考えなければいけないのではないかなという
ように思うわけなのです。  

 あと、食料自給率を上げるに当たって、麦とか大豆とかというような形にすぐ話がいってしまうわ
けなのですけれども、どうしても土地柄とか気象条件によって、それをなかなか全国一律で考える
ことができない。国がああせよこうせよと言って農業政策を投じて、農業がそれで動いていくという
時代ではもはやないというふうに感ずるわけなんですけれども、農業という産業が、ほんとに産業
と言われる、自立して歩いていけるような産業になるような、展望が開けるような答申なり今後の
施策を打っていただきたい。  

 今ほど専門委員が言われたように、農業者というのは本当に小資本で経営を営んでいる方が多
数おられます。あと、数字なんかで見ると、５ヘクタール以上の大規模経営農家の農地面積シェア
が15％ぐらいとか、北海道は30ヘクタール以上の農家が60％という、数値の上では、全国的に見
て専業でやられる方というのは少ないかと思うんですけれども、実際、農村社会においてその方
達がその農村社会に占めるウエートというのは、単に農業という産業にかかわるだけでなくて、村
が機能する上で、かなりボランティア的に村の活動に参画しているというところもあるかと思うので
す。  

 今後、その人達が農業で自立していけるようになる上で、どうしても今、何となく腑に落ちないな
というように感じている部分は、国が過去投じてきた補助金等で区域内にでき上がっている農業
施設等が、本当に産業として自立経営を営んでいる方達に利用されているのかなということを考
えますと、あまり利用されてないかと思うのです。ということを考えると、国が農業を活性化するた
めに投じてきた、やってきた施策というのは、本当に農業を活性化させる施策であったかどうかと
いうことを再度見直して、今後、本当の意味で農業を活性化させていくような施策になるような形
にしていただきたいなというように思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  



○委員 先ほど来、農業側からの御意見を伺って、その中には、ごもっともと思うところもありま
す。ただ、一つ私は、先ほど頭の方でも申し上げましたけれども、先ほど専門委員が、こういう数
値目標みたいなものを掲げる必要性を訴えられて、その場合には、生産者側もそういう方向に向
かって努力していく気持ちを持ってというようなことをおっしゃいました。私は、先ほども少し言いま
したけど、これは別に善意を疑うわけではありませんが、気持ちだけじゃなくて、本当に農業者側
がこれだけいっぱい陳情書を送ってこられるのであれば、それをもし設定したとして、その中で具
体的に、一体どんなふうにしてその努力目標に向けてやっていくか、そういう体制作りをするのだ
というお考えが、私は欲しいと思うのです。  

 というのは、どんな商品でも同じですけれども、世の中で足りないものを作っていくというのは、こ
の部分はニーズが当然あるわけだから、当たり前の話なのです。ところが、これまではそうではな
かったわけです。足りないものに対して別に気持ちが向かないで、どんな状態になったって作りや
すい米を作る。食管がありましたからそうなのですけれども、食管がなくなっても、その延長線の気
持ちは変わってない。今度はそうはしませんよと。努力目標は、これからの農業保護をさらに強め
ていただくため、あるいは維持していただくためではなくて、我々自身が日本の将来的な食料の供
給力のために、こういうように体制をしていきます。それで、その具体的なものは、先ほど申し上げ
た地域の中の農産物の組み立てだし、もう一つは、農地を一体どういうようにして守っていくのか。
ごく最近、やや遅きに失した感はありますけど、全中が、耕作放棄地をこれ以上増やさないための
手当てをしていくと、ちゃんと調査をしてやっていくと、そういう方針を決められた。私は、それは大
変結構だと思いますから、例えばそういうこと。平場の転用問題についても、どういうように対処し
ていくかというようなこと。それからもう一つは、畜産のことが出てますけど、大家畜の飼料につい
ては、もう少し国内でも確保できる余地が可能性としてあるわけです。それは少なくとも自給率を
下げる方向ではなく上げる方向に働くわけだから、それは例えばどういう手だてがあるって、我々
自身でこういうことを考えているというようなことを打ち出していただく。  

 それがあって初めて、これはコストがゼロということは、もちろん先ほども言ったようにあり得ない
わけで、その時に、例えば国としてやることは、大豆とか小麦の技術がもう長年落ちてしまったか
ら、そこのところは研究体制をきちんと整備するとか、それについては予算がかかるかもしれない
けど百年の計でやらなくてはならないとか、そういうことが当然起こってくるわけですから、まず、現
場のそういう強い意思みたいなことをあわせて最終報告書の中に上手に書き込むことができれ
ば、努力目標ということ、数字は明確にしないでも、例えばかなりおかしな表現でもいいから、そう
いうことを訴えるということはあり得ると私は思う。ただ、問題はやはり大前提のところで、そこのと
ころがはっきりしないと、ただ努力目標だとかあるいは自給率の数値目標だけを先に掲げることを
旨として議論するというのは、いささか無理があるのではないかというように思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 今の点、何か御発言があれば、もう一度はっきりおっしゃっていただきたいと思うんです。  

○専門委員 私が農業界を代表して、責任を持つとか持たないとかいうことを申し上げる立場では
ないのですけれど、委員の御指摘の意味は十分わかるのです。何もせずに自給率ばかり言って
いるなというような話だろうと思うのです。ただ、先ほど専門委員も言われましたように、要請書は
それなりに、その集まり集まりで十分な議論をしながら、十分なものかどうかわかりませんけど、そ
ういう中で作り上げた要請書ということで、上から流して、そのとおりみんな書いてきたというもの
ではないということは、まず御理解賜りたいということです。  

 この資料でも御指摘のように、先ほど分子、分母論が盛んに出ておりましたけれども、農業サイ
ドも努力すると、それから食生活の面でもいろいろな改善、工夫等もできるだけやってみるという、
両方の努力なくしてはこの問題は片づかないというのは重々認識しているわけです。例えば農地
の問題一つとっても、先ほど委員から御紹介ありましたように、農業委員会と全中を中心の農協
組織が、やや遅きに失したという言われた方もあると思いますけれども、耕作放棄地の実態調査
から始まって、不在地主に対してはアンケートでどうするんだというような対策をやったりとか、い
ろいろな努力も始めておりますし、それから専門委員からも再々、食品産業のニーズに合ったよう



な生産が果たしてできるのかどうかということ。仮に生産があっても、それをつなぐ、例えば経済連
とか全農、我々の組織でも言われているのですけれども、そういうことが十分機能してるかという
ような問いかけがあるわけで、確かに遅れてる部分はありますけれども、何回も御答弁申し上げ
てるように、今そういう方向に進むことがぜひ必要だということで取り組みを始めてるところでござ
いますので、それは若干時間がかかるかもしれないですけど、だんだんそういうように向かってい
るということで御理解を賜りたいと思うのです。まだ足らざる点は、いろいろおしかりを受けながら
努力をしていくということで。ただ、こういうことになって農業はどう変わるんだというのをしゃべって
みろと言われても、私の立場で、ここでとうとうと申し上げる材料も持ち合わせてませんので、この
くらいで御辛抱賜りたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 どうぞ。  

○委員 最初に申し上げましたように、農家の方、農業団体の方からたくさん要請書が来てますけ
ど、皆さんきっと、農業をこれから続けられるかどうかという不安感の中で、自給率を上げてくれと
いう、自給率を示してくれという、その言葉しかなかったのであって、私は、心の中では、もう少し農
業に対する夢とか何かが持てるようにということなんだと思うのです。お金があればいいということ
では、今までどおりの補助が欲しいということではないような気がする。だから、本当に多角的に
自立しようと思ってやっていらっしゃる方達というのは、もうそういうことがなくてもできるんだという
動きがちゃんと見えていると思うのです。そこら辺で受け取りますと、何も皆さんが自給率と言って
いるから、数字を挙げなきゃいけないもし挙げるにしても、この困難さを見たら、１％上げるのにこ
んなに大変だったら、自給率をもし掲げるとしたって、何％も掲げられないだろうと思うのですね。
そうすると、目標という形で、もっとみんなの気持ちが１つに向くような何かインパクトがあった方が
いいのではないかという感じがします。  

 それで、私が先ほど申し上げたように、どうも食べ方というふうに言われますと、肉をやめて米を
食べろ、そうすれば自給率が上がるという解答が出そうな数字が掲げられているのですけれど
も、やはり肉も必要なものです。９ページに用途別食料輸入額の推移というのがございますけど、
これは畜産でも出せませんか、肉でも。９ページに水産物だけ出てるのですね。  

○事務局 農水産物です。  

○委員 そうですか。ごめんなさい、漁業だけじゃないのですね。全部入っているのですね。そうで
すか、わかりました。失礼しました。  

 そういうことで、先ほど専門委員から、誘導してでもというお言葉が出たのですけれど、私ども消
費者から一言言わせていただきたいのは、今まで情報を乏しくさせられて食べさせられてた部分
が随分あるのです。輸入食品を、どなたが輸入なさったか知らないけど、やはり見てくれがよくて
価格が安ければ消費者は買うだろうと思ってお持ちになった方達がたくさんいるのだろうと思うの
です。その時に、国産品であるか輸入食品であるか私達はわかりません。それから食がこれだけ
外部化いたしました。特に外部化したものについては、ほとんどわかりません。いくら表示を求め
ましても、表示をしたがらないのが業者です。  

 そういうことで、私どもがどれを食べるかは、それは一人一人の消費者の意向があるでしょうが、
私どもの教育というか啓発活動もそんなに進んでおりませんので、必ずしも８割が国産がいいと言
ってるから国産を買うだろうというふうに期待的には見られません。何でも表示を正しく書いていた
だければ、選択するのはこちらで、教育によって、啓発によって、その表示を見て買うという行動が
生まれてくるのですけれど、まず情報を乏しくしておいて、誤認で買わせてしまおうというような態
度が随分あったわけです。何年か。ですから、そういうところもやはり考え直してほしい。そして、
消費者に正しい情報を与えて、正しく選択する教育も流していただきたいと思います。  

○部会長 それでは、どうぞ。  



○委員 自給率につきまして、以前、先ほど専門委員におっしゃっていただきましたように、実現
の可能性につきまして、分母、分子に分けまして具体的に議論した方がいいのではないかというこ
とで表を出させていただきましたけれども、そういう意味では同じことを申し上げると思います。分
母対策である、今議論されております国民の食べ方について、実際この自由な社会の中で、どこ
まで干渉できるかというと、非常に余地は少ない。表示して教育してということもあろうと思います
けれども、実際上、それの効果というのは非常に少ないのではないか。そうすると、やはり分子対
策ということになると思うのですけれども、分子対策につきましては、これは国産のものをどう食べ
てもらうかということだと思いますけれども、これは２つだと思うのです。１つは、輸入物に変わらな
い品質、価格のものを作るということで、要は今の農業の生産性を非常に国際競争力のあるもの
にするか、もう一つは、今までの補助対策が不十分だったので、もっと補助しようと。ですから、補
助金、価格支持制度をもっと分厚くして、国民が食べざるを得なくするか、このどちらかだと思うの
ですけれども、私はこの後者の方は、これもまた非常に難しくなってきている。  

 したがいまして、分子対策としましては、農業の生産性をどれだけ高めるかということに焦点を合
わせていかざるを得ないだろうというように思っております。  

 そういう中で一つ疑問に思いますのは、過去10年、20年と自給率が下がってきた過程で、例え
ば価格支持制度というものが存在するために自給率が下がったというようなことはあるのではな
いだろうか。政策を変えることによって、もっと生産者が消費者に直結する。支持制度があると、何
を作ってもいいんだということになるわけですけれども、そういうものがなければ、消費者は一体何
を望んでるかということを生産者はもっともっと敏感に学んで、それに応じようとする。これを言い
ますと、また市場経済の話になってしまいますけれども、そういう対応が今まで生産者になかった
のではないかと思うのです。そういう意味で、支持制度というものを早急に見直すことによって、自
給率の改善、生産と消費との密着、市場への接近ということがずっと図られるような気がいたしま
す。  

 そういう意味で、私はこの分子対策にもっと知恵を絞るべきではないかということと、何々率とい
うパーセンテージで定めるということはほとんど不毛の議論になるのだろうということは、私はほと
んど確信できるような気がいたします。数字を作っても、恐らく意味はないのだろうという気がいた
します。  

 最後、少し要らぬことを申し上げますけれども、要望書がたくさん来ておりますけれども、全て生
産者団体を代表される要望書でございまして、消費者側からの要望がないというのは非常に奇異
に感じられますし、内容はほとんど同じであり、ほとんど説得力がないという気がいたしました。実
は私も全く別の審議会で、いろいろな産業からどーんと要望書をいただくことがございますけれど
も、全部同じ意見の要望書というようなものにつきましては、これは考慮すべきでないと。ここで
は、もっと本当にこういうものとは別に、きっちり日本農業の21世紀を見据えた議論をすべきでは
ないかというように思います。  

 以上でございます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 今の御意見の中で要望書の件でございますけれども、これは実にさまざまなものが来ておりまし
て、必ずしも農業の生産者なり生産者団体だけではございませんので、少し事務局の方から御説
明をいただければと思います。これは、お手元にお分けしてあるわけですよね。  

○事務局 要望書は今日もお手元にお配りしておりますが、基本的には、各月末までに来た当月
の分をまとめまして配付するということにしておりまして、これは６月分の６月末現在までのもの
を、来た順番に印刷いたしましてお配りしているという性格のものでございます。  

 少し冒頭は、確かに農業委員会ですとかそういったものが多いような感じでございますが、３月
末ですとか４月末ですとか、それまでに参りましたものは全部一括して既にお渡ししてあるかと思



いますが、そういったものの中には、例えば生活協同組合関係でございますとか消費者団体関係
の方々からの御要望ですとか、いろいろなものが来ているのではないかと思います。どういったも
のが多いかというのはまた別でございますけど、そういう意味では、何も特定の生産者団体の方
だけから要望書が寄せられているということではないのではないかというようなことで申し上げさせ
てもらいたいと思います。  

○部会長 今の点は、よろしゅうございますか。今日お配りいただいた分の最初のところを見ます
と、農業委員会という名前が大分並んでおりますけれども、その下を見ますと、これは市町村であ
ります。市町村が農業団体であるということになりますと、これは市長さん、そうじゃないという御議
論になると思います。その他にもさまざまなところから来ていることは事実でありますので、農業団
体だけであるという点は少し御了解いただきたいと思います。  

○専門委員 一つは要望書の件だったんです。全国消費者団体からも出しておりますよということ
を少し申し上げたかった。  

 この価格支持制度についてですが、委員と昔からいろいろと論争しているわけですが、例えば価
格支持制度があるために、米ばかりが農業みたいに進んでいったということ、これはあると思うの
です。先ほどから、私は畜産の話をよくしてるのですが、お米を畜産の飼料にして豚を飼ってると
ころから私は豚肉を買って食べているのですが、それがいつまで続けられますかと言ったら、やは
り今は価格支持があるから、それを補助金というのか価格支持というのか私はよくわかりません
けれども、要するに、何らかの税金の補てんみたいなことがあるから続けられるけれども、これが
なかったら、お米を豚に食べさせるというようなことはできないかもしれないというようなことをおっ
しゃっているわけです。ですから、私達がいくら飼料を国内産でと一生懸命言っても、やはりそこに
はある一定の限界があるのではないか。限界があった場合は、そこは国民的に理解しながら、そ
ういう政策も必要ではないか。だから、価格支持は全部だめだというふうには、私は消費者なんで
すけど、言い切れない。現に、米で豚を飼ってる人達のものを食べてるものですから。そういうふう
に感じております。  

 それから、先ほど２ページのところで、安い農産物の輸入が入ってないって言いましたが、こうい
う言い方ではなくて、要するに貿易の問題、国際貿易の問題が入ってないのではないか、これが
大きいというように私などは感じております。お米は日本でいっぱいできて、余って減反してるの
に、何で輸入しなければならないのかというのが国民の素朴な疑問なのですが、これは実は貿易
問題、国際貿易の制度の問題であるというように思います。そういう部分も非常に大きい。輸入も
自由化されましたね。おかげさまで安いものをたくさん食べさせていただいておりますけれども、そ
れもやはり貿易の問題だというふうに感じております。  

○部会長 それでは、どうぞ。  

○委員 私が最初に申し上げましたことは、自給率というのを具体的に示すということは甚だ困難
であり、かつまたやるべきではないという慎重な意見を申し上げたわけでありますが、こうやって
皆さんといろいろお話をしてきますと、自給率を高めることによる安心というのは２つあるんだな
と。１つは、生産者として安心を得たいということと、消費者として安心を得たいという両面があると
いうことが大変わかりました。私は、生産者として安心を得たいということについて食品産業界とし
てやり得ることというのは、原料関係が一番中心になるわけでありますけれども、今後の食生活を
考えてみますと、消費者は原材料そのままを買うということには、もう量的に限界に来てると思う
のです。農業生産者としていかに付加価値を高めるかということが大事なことになってくる。そうい
うような時に、いろいろの食品産業との提携というようなことも十分考えられるのではないか。  

 したがって、そういう時大事なことは、品物の売り買いばかりでなくて、相互に情報を交換し合う、
お互いに経営に役立つような提案ができるということが非常に大事なわけでして、そういう活力あ
る農家とか産業としての農業という方向に脱皮してもらうということが非常に大事なのではない
か。そういう面では、我々食品産業界が何も助けるとか何とかということでなくて、こちらが逆に助
けていただくというような意味合いで提携していくということは十分あり得ることだと、こういうふうに



思うのです。  

 その次に、消費者としての安心という問題については、私はやはりここで大事なことは、いかなる
事態が発生しても、飢餓の発生というようなことは絶対に防ぎますということですね。そういうこと
にはならぬということをはっきりとうたうべきではないかというように思うのです。そういうことについ
て全く不可能なのかというと、私はそうではないように思うのです。そんなに大きな金を使わなくて
もやれるのではないか。それはこの資料の13ページ、先に平成７年の12月時点で見たのと、今回
のシミュレーションの場合と２つあるわけですけれども、これは完全に輸入がなくなった場合にどう
するかということ、そういう時にどのぐらいまでカロリーの確保ができるかということを対比している
わけですが、私は例えばこの中を見まして、先ほど委員からもお話がありましたが、米の多収穫
米を作付けることを前提に平成７年度の時は試算していた。私は、今回でも非常事態を前提とし
た場合には、多収米を作付けることを考えるべきなのではないか。こういう事態においては質より
も量的な確保が大事なのですから、もう、うまいまずいを言ってられないと、飢餓するかどうかとい
うことなんだから、こういう観点が一つ大事なのではないかと思います。  

 その次に、耕地利用率というものを見た場合に、裏作可能の農地の乾田に全て麦類を作付ける
ことを前提に130％ということがあります。この130％というのをやはりやるべきではないか、やれる
のではないか。これは、食べ物のない時代になったらインセンティブが働いて、当然やってくること
だと。今回の試算では、それが103％になっているのですね。文章の中では、ぎりぎりの努力だと
いうことの中にもこれは含まれると思うのでありますが、130％の裏作というのは、昭和35年の時
の耕地利用率と同じなのですね。昭和35年というのは、ようやく食べ物も安定してきた時であっ
て、食料増産の時代を抜け出したころなんではないかなと思うのです。そのような時でさえも、裏
作130％をやったということなのだから、ぎりぎりの場面においては130％以上の作付というものが
考えられるのではないかというような気がいたします。  

 それから魚介類の面についても、680万トンというのは現在の漁獲量そのままを持ってきている
わけです。先の1,000万トンというのは、私も少し大きいかなというふうに思います。それは、200海
里水域設定によりまして300万トンぐらいとれなくなってますから。ですから、やはり700万トンぐらい
が一つの目処になるということはわかるのですけれども、ただ、これからこういう非常事態に至っ
たら、ミールとして使ってるようなものを食料に回すとか、あるいはその他の未利用資源を活用す
るとか、あるいは可食部分を多くするかとか、あるいは今200海里内の問題について韓国との間の
漁業条約も結ばれようとしている、あるいはロシアとの北方四島の問題も解決されようとしている、
そういうことを考え、あるいは沿岸をいかにきれいにして養殖をやるかというようなことを積み重ね
ると、現在の674万トンそのままということはないのではないかというような気もするわけです。  

 あるいは、この表には書いてないですけれども、その前の表でしたか、畜産のところがあるので
すが、畜産の場合も、一定の畜産の維持というふうに書いてございますけれども、これは何を前提
にしているのですか。私は、非常事態においてはブロイラーの生産が中心になるべきだと。要する
に飼料効率のいいものであって、牛肉とか飼料効率の悪いものは当然作れなくなってくるのでは
ないか。そうすれば、牧草地はあいてくる。牧草地にいろいろなものを植えるということも可能にな
ってくるのではないか。アメリカでさえも、戦争中は牛肉を食べさせられなくて、ブロイラーというも
のを作り出したわけですから。  

 こういうようなことを考えてきますと、今回の資料による1,760キロカロリー、前が2,100キロカロリ
ーと書いてございますが、私はこの差をいかに縮めるかということが、食料安保の上から言って一
番大事なことではないかというように思うのです。これには時間があるのです。言ってみれば、輸
入がゼロになるというのは10年か20年後に起こり得るかどうかということであり、かつまた可能性
も極めて低いということなのですから、10年、20年かけても、なおこの差は縮められないのか。こ
の間にいろいろ技術の開発も行われ得るでしょうし。そういう意味で、ぜひこの差を縮める努力と
いうものをしてもらいたいし、2,100キロカロリーあれば何とか生きられるのではないかというような
気がします。これが何とかクリアできれば、いかなる場合においても飢餓というような状態は発生
させませんと言い切れるし、私は、その姿勢が大事なのではないかというふうに思います。  



○部会長 どうもありがとうございました。  

 できれば今の２つの表につきまして、簡単で結構ですので、もう一度御説明いただけたらと思い
ます。  

○事務局 13ページの今の御指摘でございますけれども、１点目の米の単収でございますが、単
収750キロのいわば多収米という関係でございますけれども、これは現実的には、現在、試験田等
におきましては達成されるような水準でございますけれども、問題は、これを全国の水田の半分に
作付けするというような、実際のほ場において果たしてこういったことが実現できるかどうかという
段階には、まだ基本的には至ってないという問題もありますし、そういったものを水田の半分に作
付けするということになりますと、当然種もみの確保等もできるのかどうかという点でいろいろ問題
があるということで、今回のこのシミュレーションにおきましては、一応現状の単収の伸び等を前提
といたしました524キロということで計算をしているということでございまして、そういった前提は十
分に御理解いただきたいという意味において、あえてそこはきちんとさせていただいているというこ
とでございます。  

 ２点目の耕地利用率の関係でございますけれども、昭和35年時点の耕作体系と申しますか、そ
ういったことに戻せるのではないかというお話ですけれども、最近の稲作は、御承知のように作付
の早期化みたいなことが進んでおりまして、台風との兼ね合いですとか、あるいは新米競争みた
いな話ということでどんどん進んでおりますので、いわばそういった稲作自体の作付体系との兼ね
合いにおきまして、裏作が先まで延ばせるような状況になっているのかどうかということにおきまし
て、現実的な想定ということでやるのは若干無理があるのではないかということで、右のような想
定を行っておるということを補足させていただきたいと思います。  

 なお、魚介類の関係でございますが、この1,000万トンは平成におきましても実現している水準で
ございますけれども、400万トン強、500万トン近くはイワシであったという現実のもとにおける国内
生産量でございまして、現実的には近海、沖合漁業におきます多獲性魚の漁獲は激減していると
いうことで、当分の間、少なくともそう急激な回復は望めないであろうということで、こうした680万ト
ン程度ということでやっているわけでございまして、水産の場合は、それこそ持続可能な形で漁獲
が行われなければいけないという以上、単年度で一気に漁獲をするということは可能であったとし
て、持続するという流れにおきましては、やはり現実的なキャパシティーという点からいきました
ら、こういった程度がぎりぎりかということでお示しをしているということでございます。  

 なお、水産物の自給率は、実はイワシですとかそういったものについては、餌に回るものを除き
まして自給率を計算しているということではなく、現実的にイワシも生食用ということで食卓に回る
ものもございますので、餌に回るものを含めまして計算を行っているということをつけ加えさせてい
ただきたいと思います。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 例えば多収米といいますか、こういうものが現在、いわゆる研究所の段階では大体でき
ているということであれば、例えば10年後、20年後の問題として考えた場合、なおまだそれは実際
にはできないものでしょうか。  

 その次に２番目の問題で、耕地の利用率の問題というようなこと、昔と大分違っているといいま
すが、非常事態を前提にした場合には、農家のインセンティブが非常に働くわけです。そうすると、
大分その辺は違ってくるんじゃないかなと。要するに米を作る中身、どういう米を作るかということ
とか、どういう麦を作るかとか、その辺を少し私としては申し上げたかった。  

 それと同時に、逆に私１つ申し忘れましたけれども、やはり量的な確保ばかりでなくて、こういう
ぎりぎりの段階になってきたら、公平な分配をどうするかということですね、これについてのいろい
ろまた施策というようなものが、並行して非常に大事なのではないかなというようなことを申し上げ
たいと思います。  



○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、お待たせしました。  

○委員 分子論、分母論が交わされまして、大変貴重な御意見だと思いますが、それに関連して
申し上げますと、１ページの食料安保についての考え方と取り組むべき対策の概要という中で、そ
の取り組むべき対策の中には、つまり分子のことも入っいてるし分母のことも入っている、どっちか
と言うと分子の方がやや多いかと思いますけれど。この資料を前に見せていただいて話し合った
時にも申し上げたかと思うのですけれども、これでは、この取り組むべき対策のそれぞれ一つ一
つは何も文句をつけようのないことですけれども、かなり抽象的過ぎるし、一般の人にはわかりに
くいと思うのです。ですから、今度の報告書の段階では、これはもう少し一般の国民にもアピール
するような形の書き方にすべきだというふうに思います。  

 例えば一番最初の○の農地の問題にしても、農地というのは一体どのくらい必要であるのかと
いうようなこと。それから農業技術についても、何の技術が一番これから求められるのかというよう
なこと。次の○の国民のニーズに対応した生産の推進というのは、食生活が変わってきてて、米を
中心にした食生活でないものに変わってきているわけだから、そっちの方へ生産を推進していくよ
うなやり方にすべきだとか、そういうような形で書いていかないと、この書き方だけでは、率直に言
って、何か今までずっととってきた政策の延長みたいな感じがして、改革というスローガンからはい
ささか遠ざかってしまうのではないかという気がしております。  

 その時に、これは最終段階でいいわけですけれども、例えば食生活のあり方の見直し、○の上
から５つ目ですか、そういう中には、先ほどどなたかおっしゃったように、無駄をなくすということと、
それからリサイクルをもう少し考えるというようなことを新しい感覚として入れたらいいと思います
し、この全体がもちろん取り組むべき対策なんですけれども、私は一番最後でいいから、危機管理
の体制はきちんと作ると。平時には何も伝家の宝刀を抜く必要はないわけですけれども、とにかく
そういう場合には、危機管理の体制はきちんとありますよというようなことも、取り組むべき対策の
一番最後でいいから、それはきちんと位置づけるということが必要なのではないかというふうに思
います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 大分時間も過ぎておりますので、他にも御意見あろうかと思いますが、簡潔にお願いいたしま
す。  

○専門委員 簡単に申し上げますけれども、今、委員がわかりにくいというのをおっしゃって、もう
少しわかりやすくという。私も10ページの食料自給率の低下のとこで、お米の１人当たり供給純食
料がこういうふうに減って、何で寄与率が31％なのかなって一生懸命考えてたのですが、多分パ
ンを食べるから、小麦の輸入量が増えるわけです。これは私の想像です。もしそうであれば、ここ
へ小麦の問題を入れないと、この説明というのはわかりにくいかなというように思います。  

 それから専門委員が先ほど言われました、消費者といいますか食べる人達の教育を言われて
いますけれども、何十年て、専門委員は学校教育の中で、私達は社会教育の中で一生懸命やっ
てきたわけです。だけれども、まだまだ不十分だという認識はしております。ただ、食料の問題に
ついて、全体の食料供給の問題、世界的な問題についてまだまだ皆知らないのです。知らないか
らあんな行動をとるという部分があるので、もう少しそれを国民一般に知らせるという必要がある。
それをどういうふうにしたらいいかは、関係者の知恵を絞る必要があると思います。  

 それから食品産業は、委員は前に、消費者をだまくらかして売ってやろうなんて思ってないって
言われましたけれども、ほんとにそのとおりだと思います。あえてだまそうなんて思っていらっしゃ
らないけれども、気がついてない。こういうように言ったら、消費者は誤認するんだっていうのに気
がついてない。こういうところが必要だというようなこともお気づきになっていないという部分がある
のではないかと私は思っておりますので、やはり選ぶ側、表示の情報を得る側が、与えてくださる



方と一緒になって、ここはこういうように誤解するからこうして欲しいというような情報交流を十分し
ていかなければならない。それは、ここにいらっしゃる方は理解をしていただいていると思うのです
が、他の行政、一歩課が変わると、もうそこのところはだめというような部分。具体的に申し上げれ
ば、遺伝子組換え食品の議論をしておりますけれども、少し差しさわりがあって申しわけございま
せんが、なぜ私達はそういう表示を求めているかということの理解がまだ不十分じゃないかと思っ
ております。ですから、各行政も課を越えて、省庁全体でお考えいただく必要もあるというふうに思
っています。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 今日、自給率の問題というようなことでいろいろと議論がされているわけでありますけれ
ども、非常に難しいというようなことでありますけれども、総合的な判断というのもやはりあるべき
ではないか、このように思うのです。ですから、そういう意味では、50％が難しいというのは大方の
一致ということは感じます。では、現在の42％が維持できるのかできないのかということに関して、
やはりある程度目処を持つべきではないか、このように思うのです。そういうことも判断できないで
何か提案をするということ自体は、少し問題があるのではないか。できるとかできない、危ないとい
うならば、最低限でも現状維持を目標とするとか、何かそういうような指標があってしかるべきでは
ないか。  

 もう一つは、もう少し何とかいけそうだと、具体的な手法があってということであれば、中間的なも
のをもう少し考えることができるかどうか。よほど難しい問題があるのかもしれませんけれども、し
かし、現状の判断、一体何が問題でこうなったんだ、だからどうしなきゃいけないんだというような
ことについては、やはりある程度の見解を示さないと、何のために集まってたのかというようなこと
にもなるのではないか、このように感じます。  

 そういう意味では、難しいということはわかるのですけれども、最低限は現状を維持するような方
策を出さなければ、一生懸命集まりましたけれども何もいい案が出ませんでしたと、こういうことに
なるのではないかというように思いますので、その辺については、最低限、現状維持というようなこ
とを基本に考えるべきではないか。そのために、どういうことがあるんだ、手段があるんだというふ
うに考えるような前向きな考え方をすべきではないか、そんなようなことを私は感じております。  

 以上です。  

○部会長 最後のところで非常に重要な御発言があります。どうぞ。  

○委員 同じことばっかり申し上げて恐縮なんですけれどもが、今何らかの数値目標を置くという
ことは、私は現実的に不可能だと、意味をなさないんじゃないかということを何度も申し上げたと思
いますので、もう一度繰り返して申し上げさせていただきたいと思います。  

 それから食料というものは、一体ユーザーは誰かといいますと、国民なのです。今、食料を食べ
てる国民のうち、食べてみたら58％は輸入であった、  

42％が国産でしたというようなことだと思いますけれども、国民は、そんなことは何も知らないで選
択していると思うのです。国民がもしそれを知った時にどういうことを感じるかといいますと、あえて
ここの議論から逆サイドで申し上げますけれども、58％の輸入というものが我々の生命線ではな
いか、これが途絶えたら大変だ、安定的にきっちりと外国からこれだけすばらしいものを輸入して
いる、これをぜひ確保して欲しい、というのが一つの反応としてあると思います。  

 もう一つは、日本の食べ物は、海外に行って比べてみると、どうしてこんなに高いのだろうと。ひ
ょっとして国産というのは大変高いんだな、これは何とかならないのだろうかと、普通の消費者だっ
たらそういうような反応があると思うのです。そういう意味で、ここでは本当の消費者を代表してあ



まり意見が出ない。生産者というか、それを中心に議論がされ過ぎているし、申しわけないんです
けれども、消費者団体の方も、日本で国際価格の何倍もの価格で作った米を食べた豚を食べな
ければいけないとおっしゃられますと、本当に消費者はそんなことを望んでいるのだろうか、そうい
う議論の視点でいいのだろうかということを、いつもですけれども、非常にここで感じるのです。食
料というのは、最終ユーザーの立場で物を見ないといけない。そこのところの視点が欠けると、ど
んな報告書が出ましても国民から支持されない。とてもそんなの支持できないよと。また農業に税
金をつぎ込むのかというようなことになってしまうのではないかと、それを危惧いたします。  

 以上です。  

○部会長 少しお待ちください。最後の段階で、委員の方の前半の御発言はまことにごもっともな
御発言だったと思いますけれども、後半の方も、それは間違っているというわけではございません
が、42％というような数値目標をおっしゃいました結果として、委員の、ややと言いますか、感情的
反発を買った。委員が産業界の代表であると同じように、やはり委員、専門委員は消費者の代表
であるというふうに、これはお認めいただけませんと、少しそこの議論は進みません。委員、専門
委員の言い分を聞き始めますと、これはとめどがなくなりますので、それはもう消費者の代表であ
るということで、ここでもう議論は少しストップさせていただきたいと思います。  

 それで、少し委員から一言だけ伺わさせていただきます。  

○委員 私も事業をしておりますので、委員の言葉はよくわかるのですけれども、農業の一番の
問題は、生産者の方も少し反発されるのですけれども、生産性がほとんど向上してないということ
が問題なのであって、そのことに手をつけないということに一番の問題があるのです。それを温存
しておいたままで、何かいいことが起きるということはないということは、やはり認識しなければい
けないのではないか。それをそのままほっといて、何か改善ができるということはないと。そういう
ふうな現状の問題点を正確に認識した上で、今、分母の問題ではなくて分子の問題を改善するこ
とによって、何か手が打てるのではないか。今現状42％ですけど、何一つ手がなくて、何もよくなら
ないということではなくて、そこに何らかの道があるはずではないかということを積極的に考えてい
かないと、何もできませんということではまずいのではないか、そういうふうに思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 大体時間が来ておりまして、会長代理も御発言があるということでございますので、委員、一言
だけ。  

○委員 少し気になるから言いますけど、１つは、何回も部会をやって、何もしなかったということ
ではありません。ちゃんといろいろな案をみんな出して、分子、分母論をやっているわけだから、数
値目標が少し難しいといっても、何もしなかったわけではないということは、やはり我々の認識とし
て持つべきだということと、もう一つは、生産者寄りに議論が進んでいるというのは、私は中立委
員でその立場で申し上げれば、少なくとも自給率の目標とか努力目標については、私は生産者寄
りの議論で進んでいるとは思いません。むしろもう少し生産者側から、何回もいろいろな形で意見
を出していただきたいぐらいでありまして、全体のトーンが全部生産者の方に流されて引っ張られ
ているというのは、その点は少し違うというふうに思います。２点だけ、少し今議論を伺ってて気に
なりましたので。  

○部会長 委員もまたおっしゃりたいことはあると思いますし、あるいは委員、専門委員も当然な
がら御意見はあろうと思いますけれども、ずっとやってまいりましたことを思い返していただけれ
ば、既に相当なことは議論してきたことだということに思い至るところもあろうかと思いますので、ま
だ調査会としては議論の場もございますそうですので、本日は会長代理に御発言いただきまして
閉会にしたいと思います。  

○会長代理 二つ三つあるのですけれど、１番目は、今日御説明がありました資料説明を聞いて
の印象ですが、結論は、農林水産省は何を考えてるかわからないというのが私の印象でありま



す。例えば１ページ、今までの議論を整理して、国内生産を基本として可能な限り云々、あるいは
備蓄のことも触れておりますが、前段の方をずっと読んでいきますと、やはり自給率について大変
心配をして、これをできるだけ上げたいというような印象が１ページにあるのですけど、それ以降
は、そんなこと言ったって農地はないよ、何はないよ、何はないよ、だめなんだよという資料がずっ
と後に続くと、一体農林水産省はどっち向いているのかなということが非常に気になります。もちろ
ん審議会の議論に従うんだということになれば、それも一つの方法かもしれませんが、もうそろそ
ろまとめの段階でもございますので、農林水産省としてはこうだというような考え方がもう少し出る
ような説明ぶりであって欲しかったなというのが私の印象であります。  

 それから私自身の感じを申し上げさせていただきますと、自給率がこのまま減り続けていいとい
うことではないのだろうと思います。やはりどこかで歯止めがかかって、できれば少しでもというよ
うな感じだと思いますが、別にこの審議会で何％という数字を決めるということでは多分ないのだ
ろうと思います。とてもそんな時間もございませんし。そうではなく、そこでそういう自給率をもう少
し歯止めをかけて、少しでもできれば上げるように努力しろということ、努力する場合でも、負担の
方はいろいろ問題があるというようなことを、いろいろあわせて書くというような考え方にまとめると
いうことに多分なるんだろうと思いますが、目標というのは、結局農林水産省というか行政庁がそ
ういう目標を掲げるということに最後はなるのだろうと思うのです。  

 私もいろいろな仕事を知事としてやっておりますと、結構たくさんあるのです。直接法律に根拠が
あるわけではありませんが、間接的に法律に根拠があって、それを前提にして目標数値を決めろ
という要請は結構あるのです。栃木県の例で申し上げますと、栃木県は全国でも、気性が荒いの
か運転が下手なのか知りませんが、交通死亡率がずっと過去10年間、１位ないし３位なのです。
ものすごく事故が多くて、死亡者数が多いのです。当然知事としては、それを減らす目標を決めま
す。国も同様です。そうしますと、300人だとすれば280人とか決めて、３年間なら３年間努力をす
る。で、達成しなくともしようがないと。しかも、行政庁だけが努力しても達成できる性質のものでは
ございませんでして、ドライバーも県民も全部一緒になって努力して初めて交通死亡率の減少とい
うのは達成できるわけでありますが、共同責任だという意識がありまして、達成しなかったからとい
って別にしかられることもありませんし、達成するために、例えば交通信号の予算をべらぼうに多く
増やすとか、信号機の設置ですね、年間数十億ぐらいかかっているのですが、それとか、お巡りさ
んの数を増やすなんてことを別にやっているわけでもないのです。でも、やっと去年は、全国最高
の死亡率が、ワーストの方から数えて14～15番まで改善されたのです。金を使わなくても、一生懸
命努力すればそういう面があるわけです。役所とドライバーとが一緒になれば。  

 同じように生産者と農林水産省が一緒になれば、単年度ではもちろん達成できなくても誰からも
しかられないでしょうし、行政庁が掲げる目標というのはそういうものだということ、少し言い過ぎか
もしれませんが、そういうことでもあるかもしれませんし、何か非常にリジットにそこを考えて、何％
とか何かというようにだけする必要はないのではないかというような気がいたしました。  

 それからもう一つつけ加えさせていただきますと、全国知事会の中で、ある知事さんが非常にこ
の問題を心配しておられまして、国際的な問題もあるから、国民運動的なもので国内の農産物の
消費を増やそうではないかと。先々国際的に食料も絶対不足になるということは誰もわかっている
ことなので、とすれば、他の国から物を入れなくて済むように、できるだけ自分の国の食料資源を
活用するというのは今や国際的な義務ではないかというようなスタンドポイントに立ちまして、もち
ろん食生活の改善ということもありますが、米の消費について国民運動的なことをやらないかとい
うことで、たまたま私、知事会の中の農業担当になっておるものですから、私のところへ玉が投げ
られまして、つい１週間ほど前に、全国の知事会があった時にそのことが話題になりまして、趣旨
においては各県全部賛成だと。しかし、農林水産省もいろいろやろうとして考えていることもあるよ
うだし、各県も具体的にお金の負担をするということになりますといろいろ意見がありますので、も
う少し農林水産省の出方を見て考えましょうというような結論に一応なったのでありますが、そうい
う動きがあることを少し御報告しておきたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  



 これでおしまいと申しましたけれども、今の会長代理の御発言の中に、農林水産省は何を考え
ているのかこのペーパーではわからないという御発言がございましたので、事務局の方から一言
だけお願いしたいと思います。  

○事務局 今、会長代理の方からお話がありましたので、もう時間も経過しておりますので、一言
だけ申し上げたいと思います。  

 私どもとしては、大変これまでにいろいろな御議論をいただいて、自給率問題の非常な難しさ、
いろいろなクリアすべきことが多々あるということを最後に取りまとめて、そういう中でもう一度、本
日御議論をいただいた上で、私どもとして考え方を整理したい、こういうことで出した資料でござい
ます。ただ、私どもの気持ちといいますか、考え方の基本は、11ページの取り扱いというところにご
ざいますように、いろいろなクリアすべきことはあるけれども、やはり食料自給率の目標を設定す
ることが意義あるものになる前提というものはそこにございますようなことでございまして、これを
我々としてはいろいろな形でクリアをする。簡単に言えば、農業側もどんな努力をすればいいの
か。それから食生活という問題は非常に難しい問題ですけれども、私どもとしてどんなことが役割
として果たせるのか、本日いろいろな御議論をいただきましたので、こういうことを整理をして出し
たいと、こういうことでございまして、そういう意味では11ページに考え方の方向は凝縮しているつ
もりでございます。いろいろな御指摘を大変ありがとうございました。  

   

４．閉  会  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 食料部会としての議論はこれで最後でございます。これまで11回にわたりまして大変御熱心な
議論をいただきまして、本当にありがとうございました。部会長として厚く御礼申し上げます。  

 次回は調査会ということになりますけれども、８月７日の予定でございます。細かいことは、後か
ら事務局の方から御案内があろうかと思います。  

 それでは、本日はこれで閉会いたします。どうもありがとうございました。  

   

  


