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午後２時３２分開会 

○生源寺座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第３回食料の未来を描く

戦略会議を開催いたします。 

 本日はご多忙中にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。それで

は、まずこの会議の主催者であります若林農林水産大臣からご挨拶を頂戴したいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○若林農林水産大臣 本日は、お忙しい中、食料の未来を描く戦略会議の第３回会合にお

集まりいただき、ありがとうございます。 

 皆様とお会いしますのは、７月に私が環境大臣として出席した第１回会合以来ですが、

今回はこの会議の主催者として、委員の皆様方とともに食料の未来についての有意義な議

論を行いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 これまでも議論されてきたと思いますが、世界の食料事情は近年大きく変化しておりま

す。バイオ燃料向け農産物の需要拡大や異常気象の頻発による生産減少などにより、世界

の食料需給は逼迫の傾向を強めており、世界全体の穀物の在庫率が食料危機と呼ばれた

1970 年代よりも低い水準にまで落ち込むなど、厳しい状況が続いています。 

 今年に入ってからも、世界の穀物需給は逼迫しており、小麦、大豆などの国際相場が高

騰しています。小麦、大豆などの輸入価格の上昇により、パンや麺類、味噌、さらに家畜

の飼料である配合飼料などの価格が上昇せざるを得ない状況になってきており、家計や畜

産経営に大きな影響を及ぼしています。 

 本日は、このような世界の食料需給についての今後の将来見通しと、それが我が国に与

える影響についてご議論をいただきたいと思います。詳細は事務方の資料にありますが、

今後世界の食料需給は拡大する需要に生産が追いつかず、将来的には価格の上昇が続くこ

とが見込まれております。このような中で、我が国は「買い負け」と言われる購買力の低

下に直面する一方、自国の食料供給を優先するために輸出規制を導入する輸出国も出始め

ており、食料の６割以上を海外に依存する我が国の食料確保への影響が懸念されていると

ころです。 

 世界最大の食料純輸入国である我が国は、更なる食料需給の逼迫によって、どのような

影響を受けるのか、これに対して我が国はどのように対応していくべきなのか等について、

本日は議論を進めていきたいと思います。皆様方より多岐にわたるご意見を聞かせていた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 
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 以上をもちまして、開会に当たっての私からの挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここでカメラはご退室いただきたいと思います。 

 続きまして、資料の説明に移りたいと思います。本日のテーマはお手元に資料があると

思いますが、『これからの世界の食料需給は我が国にどう影響するのか』でございます。

事務局に資料を用意していただいておりますので、伊藤総括審議官の方から簡潔に説明を

していただき、その後、意見交換に移りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○総括審議官 総括審議官でございます。座って説明をさせていただきます。 

 お手元に第３回会合の資料といたしまして、『これからの世界の食料需給は我が国にど

う影響するのか』という赤い色の表題の資料がございますので、これに基づきましてご説

明したいと思います。 

 今日は３回目の会合ということですが、これまでは我が国の食料需要はどうなっている

のか、また、世界の食料に何が起きているのかについて、２回にわたりご意見をいただき

ました。今日は、そういったことも踏まえまして、若干おさらいも入り、少し資料も重複

するところもありますが、簡潔にご説明をしたいと思います。 

 資料の１ページをまずご覧いただきたいと思います。これは今までのおさらいでありま

すが、世界の食料需給を決める要因というものを基礎的な要因と最近起こっていることと

に分けて整理しております。 

 基礎的な要因としましては、需要に影響を与えるものとして、世界の人口の大幅な増加、

や所得の向上、それに伴う畜産物需要の増加といったものが基本的にあるわけですが、昨

今では、バイオ燃料向けの需要との競合ということが明確になってきたということであり

ます。また、所得の向上の一環ではありますが、特に中国等の急激な経済発展、これはイ

ンドも同様ですが、こういったことがかなり大きな影響を与えるようになってきていると

いうことがございます。 

 それに対して、供給に関しては、収穫面積がどうなっていくのか、また、単位面積当た

りの収量の増加がどうなっていくのかということが基本的な要因ですが、異常気象や砂漠

化、水資源の制約、そして家畜伝染病の発生といったことが最近大きな要因となってきて

いるということでございます。 
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 こういった点について、一つずつ触れていきますと、２ページ目ですが、世界の人口は

2050 年で 92 億人に増加し、現在の 1.4 倍となり、27 億人増加をするということでありま

す。先進国はほぼ横ばいということですが、途上国のインドやアフリカといった国々で大

幅な人口増加が見通されるという状況であります。右側の方は、中国、インドといった新

興経済国の経済発展の見通しであります。現在、日本は４兆 4,000 億ドルというレベルで

すが、2020 年の見通しでは、中国が日本を追い抜いているだろうと予測されております。

また、インドも現在と比べて、倍増以上の大幅なＧＤＰの増加というものが見込まれてい

る状況であります。こういったことが需要に与える影響は大きいと思われます。 

 次の３ページですが、これに加えて、最近の新しい要因として、バイオ燃料の生産増加

ということで、こちらの用途に向けての穀物需要というものが増えてきているということ

であります。左側の表に、2004 年で「16Mtoe」とあります。これは下の注にありますよう

に、石油換算で 100 万トンを１つの単位としまして、16 メガトンということです。ですか

ら、2004 年は石油換算で 1,600 万トンに相当するものがバイオ燃料になっておりますが、

2030年には9,200万トンの石油に相当するバイオ燃料の需要が見込まれるという状況にな

っております。 

 右側の方ですが、アメリカを見てみますと、トウモロコシのバイオ燃料に仕向けられる

割合が増えるだろうということですが、直近では 14％ですが、2016/17 年には 31％まで増

えるのではないかということが見込まれているという状況でございます。 

 ４ページですが、一方で生産の方でありますが、これはこの前お話ししたとおりですが、

収穫面積は若干の微増微減はありますが、ほぼ横ばいということで推移しており、世界的

に一応物理的に見れば開発可能な農地はありますが、実質的にはほぼ難しい状況になって

きております。これからもそれほど大きい伸びは見通せないのではないかと見込まれてお

ります。それに対して、右の方にある単位面積から収穫できる穀物の量というものを一生

懸命に伸ばして、増加する人口を養ってきたというのがこれまでの経緯ですが、その伸び

も随時落ちてきているという状況にあります。今後は１％程度しか伸びないのではないか

ということで、こういった今まで人口増加を支えてきた単収の伸びというものが、今後は

かなり鈍化すると見込まれております。 

 ５ページには、地球温暖化が今後どのような影響を与えるのかということが予測されて

おります。左上に 21 世紀末までに、色々な前提の下で平均気温がどう変化するのかという

予測がありますが、かなり努力した場合には 1.1 度、またそうではない場合には 6.4 度ま
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で上昇するということが見込まれています。そういう中で、農業生産がどういう影響を受

けるのかということですが、右上のグラフが全体についての予測であります。途上国では

一般的に農業生産がマイナスの影響を受け、先進国ではトータルではプラスですが、世界

全体では 3.2％の減少ということが見込まれております。 

 各大陸別にそういうプラスの影響とマイナスの影響が挙げられておりますが、赤い字で

書いてあるものがマイナスの影響ということであります。ちなみに日本についてまずご覧

いただきますと、気温が３度上昇した場合には、北海道では収量が 13％増加しますが、東

北以南では８～15％減少するであろうという見通しが出されております。アジアにつきま

しては、2050 年代までに 10 億人以上が水不足の影響を受け、また、南アジア、東アジア

等の人口密集地帯であるメガデルタ地帯では洪水が増加すると見通されております。東・

東南アジアでは、収量が最大 20％増加するという見通しですが、中央・南アジアでは最大

30％減少するといったような見通しになっております。オーストラリア・ニュージーラン

ドでは、かなり地球温暖化の影響が大きいということで、2030 年までにオーストラリア南

部やニュージーランド北東・東部地域では水関連の安全保障問題が悪化し、オーストラリ

ア南部・東部やニュージーランド東部の一部では干ばつや火事により農業・林業の生産が

減少するであろうといったようなことが見込まれております。左下のアフリカでは、かな

り大幅な生産の減少ということが見込まれており、途上国以外においても影響が出てくる

と見通されております。 

 ６ページですが、こういった要因を先々まで見通した上で、世界の食料需給や価格がど

うなるかという見通しを示しております。このデータは、ＯＥＣＤ－ＦＡＯによるもので

あり、別の機関による予測もありますが、ここではＯＥＣＤ－ＦＡＯによる長期見通しを

整理しております。 

 これをご覧いただきますと、2000年の需要量が 18億 8,700万トン、2005年で 20億 3,500

万トンとなっておりますが、このように需要が増加する中で、価格が 2005 年の段階でトウ

モロコシで３割、小麦で５割、米で５割という上昇が見られております。このようなこと

をベースに色々な要因を需給均衡モデルというものに投入しまして、見通しを立てていき

ますと、2016 年では需要量が 23 億トン強になるということで価格は更に上昇傾向をたど

るであろうということが見込まれております。ただし、実際には、2007 年の 10 月現在の

直近のデータがオレンジ色の線で囲まれておりますが、既に予測のラインを遥かに上回っ

た水準に高騰しているという状況になっております。トウモロコシは 163 ドルであります



- 6 -

が、予測のラインを遥かに超えており、特に小麦は大幅に超えております。また、米につ

きましても、予測のラインからは超えているという状況が現状で起きております。 

 このようなことは必ずしも世界の食料の需給要因だけではなくて、投機資金などの影響

も受けていると思われますので、需給見通しのラインとの比較を単純に行う訳にはいきま

せんが、現実に食料需給が逼迫傾向を強める中で、こういう価格上昇が起きているという

ことであります。 

 今後、2016 年以降にどういう動向をたどるかということですが、需要量の方はさらに 27

億トン、30 億トンというように増えていくと見込まれております。需給均衡モデルは、価

格で需給を調整するというものであり、必ず需給がバランスした数字で出てきますけれど

も、この逼迫度合いというものは価格になって表れてきます。この価格が更に大幅な高騰

をするということで、将来的にも需給はかなり逼迫をするということが見込まれるのでは

ないかと考えております。 

 ７ページですが、そういう中で、途上国を中心に栄養不足人口が存在しております。1995

～97 年では８億人が存在し、これを一番右側にあるように、1996 年の世界食料サミットに

おいて半減していこうということが目標として掲げられましたが、実際にはその後も増加

をする方向になっております。2001～03 年には８億 2,000 万人ということで、年間 400 万

人程度のペースで増加しているという状況にあります。食料の価格が上昇しますと、途上

国の購買力のない人たちは食べたくても食べられない、買いたくても買えないという状況

が出てくるということで、そういう形で栄養不足人口が増えているということが実態とし

て起きております。 

 ８ページですが、こういう状況を前提に置いて、日本の食料というものを考えた場合に

どうなるかということが示されております。左側に需要の見通しとして、先ほど申し上げ

たとおり、人口や所得、あるいはバイオ燃料といった要因で大幅な増加が見込まれており

ます。右側の供給の方では、農地面積の増加にはもう限界が来ていて、単収の伸びも減少

傾向にあり、更に異常気象が起きているといったことから、逼迫の度合いが強まるのでは

ないかと見込んでおります。こういった時に、我が国の経済力が人口減少や高齢化といっ

たような要因により低下した場合と、経済力が引き続き維持できている場合とでどうなる

かを整理をしております。 

 経済力が低下したという状況を考えますと、「可能性１」という一番左側のところです

が、経済力が低下していく中で他の国と食料を奪い合うという少し激しい言葉で書いてあ
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りますが、食料供給を確保するためにかなりの努力をしなければなくなるということです。

食料輸入の減少や価格高騰により、高いものを買わなければならず、現に先ほどの大臣の

ご挨拶にもありました「買い負け」と言われている状況が一部の品目で起きておりますが、

このようなことが主要な穀物でも起こる可能性があるということであります。 

 「可能性２」をご覧いただきますと、これは経済力が維持できたとしてもという場合で

すが、世界の食料需給が逼迫しますと、輸出国はやはり自国の国民への供給を優先すると

いうことで、最近も現に起きておりますが、輸出を規制したり、制限をして、自国の供給

を確保するという行動に出るであろうと考えられます。このため、食料輸入が凍結あるい

は減少するといったことが考えられるということであります。一番右の「可能性３」のと

ころですが、経済力を維持できた場合に、とにかく日本は自分の国に必要な分だけは確保

するという行動に出たとしますと、そういうことが実際に可能であったとしても、それが

結局途上国の食料というものを奪うということになってしまい、貧困国の食料供給にかな

り問題が出てくるということであります。 

 したがって、「可能性１」と「可能性２」の場合ですと、必要な食料が確保できず、食

生活を変えざるを得ないという状況が生まれてくるだろうと思われます。また、右側の方

で、仮に経済力に任せて食料を確保できたとしても、それにより貧困国の飢餓を増大させ

ることにつながってしまうという問題があるということであります。 

 ９ページですが、このようなことが現に起きかけているという例として示しております。

中国の年間所得 3,000 ドル以上の人口が、現在では人口の３％の 4,400 万人程度存在して

おりますが、3,000 ドルといいますと日本円で 30 万円強ですので、決して高い水準ではな

いと思われるかもしれませんが、中国の物価水準を考えますとかなりの所得水準になって

くると考えております。そのような年間所得 3,000 ドル以上の人たちが、2009 年には日本

の人口以上に増加し、１億 8,300 万人まで増えるであろうということが、野村総研の方で

推測されております。 

 このようなことが背景となって起きていることの例として、よく言われているのはベニ

ザケやマグロです。ベニザケの例が資料に書いてありますが、中国では最近、魚介類の消

費が大幅に増えており、30 年間で５倍増加したと言われております。特に沿海部のかなり

発展した都市においては、水産物の消費が増加しており、ベニザケは寿司等で大変好まれ

ているということであります。このような状況の中で、アメリカのベニザケが、かつては

90％程度が日本向けであったのですが、2006 年には 51％まで低下してしまいました。一方、
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中国はかつては１％しか輸入していなかったものが 15％のシェアを持つようになってき

ており、日本が思うままに輸入できていたものが、次第にできなくなっている状況が生ま

れております。 

 トウモロコシの例が右側にありますが、これはアメリカにおいて政府主導でエタノール

の生産拡大が図られてきた中で、テレビ等でも放映されておりますが、農家自身が生産さ

れたトウモロコシを食用に回すか、エタノール用に回すかを相場を見ながら決めていると

いう状況が生まれております。アメリカのエタノール会社と我が国の穀物商社との間で、

トウモロコシの奪い合いが起きているということで、ある会社では以前は翌年に必要な食

料トウモロコシの 95％を 12 月までに大体契約できていたが、今年の場合はまだ５％しか

成約できていないという状況になっております。このようなところで最近特に大きな基調

の変化が表れていると考えております。 

 10 ページですが、先ほど申し上げたように、自国の供給を確保するという動きに出る国

がかなり増えてきております。左上のウクライナのところをご覧いただきますと、ウクラ

イナ国内で不作に見舞われたということで、政府は小麦、トウモロコシ、大麦、ライ麦に

関して輸出枠を設定し、輸出を規制するということを始めております。 

 また、セルビアでは、国際価格が高騰し、輸出向けが過剰になってしまうことで国内供

給が不足するということがないようにということで、小麦、小麦粉、トウモロコシ、大豆

等の輸出規制を始めております。 

 インドにおいては、やはりインフレを抑制するために、米、小麦、乳製品の輸出を禁止

し、タマネギについても輸出禁止の措置を取っております。 

 農産物輸出国であるベトナムにおいても、台風による不作等により、国内の米価格が高

騰したということで、米について既に契約したものや政府契約のものを除き、輸出を禁止

するという措置を取っております。 

 アルゼンチンにおいては、国際価格の高騰に伴う過剰な輸出を回避するため、トウモロ

コシ、小麦、小麦粉について輸出承認の登録手続を停止したり、牛肉について 2005 年の輸

出量の５割までの輸出枠を設定するといったことを行っております。 

 中国についても、食料価格が非常に上昇しているということで、需給を緩和するために

輸出の制限や市場管理の徹底という物価抑制政策を打ち出しをしております。 

 その他、カザフスタン、ロシア等でも同じような輸出の規制を行い、国内の需給や価格

の安定を優先する政策を導入しております。今までは、このようなことはあまり行われて
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いなかったわけですが、急速にこのような状況が生じてきているということであります。 

 11 ページですが、こういう状況の中で、現在日本の農地面積は 467 万ヘクタールまで減

少してきており、かつて最大では 600 万ヘクタールを超えた時もありましたが、それより

も既に 100 万ヘクタール以上大幅に減少してきております。それを補うものとして、我が

国は海外から 1,245 万ヘクタールに相当する農産物・食料を輸入して、豊かな食生活を営

んでいるわけですが、結果として、食料自給率は現在 39％まで低下しているいう状況にあ

ります。この 467 万ヘクタールの農地面積は更に少しずつ減少していくであろうと見込ま

れており、一番下の注にありますが、450 万へクタールという水準にまで低下した場合に、

どのくらいのカロリーを確保できるかということで試算したものが示されております。結

果としては、2,000 キロカロリーを若干超える程度の水準で、しかも芋主体の食生活にし

なければ、必要なカロリーを確保するのが困難になってしまう状況に現在日本はおかれて

いるということであります。日本は島国であり、１億 3,000 万人の人口を養うような土地

ではないというのが実態であります。 

 12 ページですが、今申し上げたとおり、日本は大量の食料や穀物を世界から買いつけて、

豊かな食生活を実現しておりますが、例えば、小麦は 529 万トン、トウモロコシは 1,680

万トン、大豆は 418 万トンといったように大量の穀物を輸入をしております。これは右の

方にありますように、世界の輸出量のうち、特にトウモロコシは 20％を超える割合を日本

が買っているという状況にあります。その右の方に、ナイジェリアという国との比較を示

しております。これはアフリカの国でありますが、人口がほぼ日本と同じ１億 2,000 万人

程度であり、こういう国が消費している量の小麦では２倍、トウモロコシでは６倍、大豆

では 11 倍もの量を日本は世界から輸入して、消費しているということになるわけでありま

す。したがって、日本が今後どういう行動をとるかということは、こういった途上国の食

料の需給といったものに大変な大きな影響を与えるというのが実態であります。 

 以上、今までのおさらいも含めまして申し上げましたが、このように食料需給が今後一

層厳しくなると見込まれる中で、今後どのように対応すべきかということが最終的な課題

であります。13 ページに整理されておりますように、需要は大幅に増加する一方、供給面

での面積拡大の限界や今後の単収の伸びの鈍化等を考えますと、需要の増加に供給が追い

つけない可能性が大きいと考えられます。この結果、現在高騰している穀物価格が更に上

昇する可能性があり、更に、気候変動等の要因によって更なる需給逼迫や価格高騰といっ

たことが起きる可能性が見込まれるわけであります。 
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 このようなことを踏まえ、下の囲みにあるように、我が国は現在食料の６割を海外に依

存しているわけですが、今後どのように食料の安定供給を確保していくのか、また、その

ために政府は当然ですが、消費者、生産者、食品製造・流通・外食関係の事業者、そうい

った方々にも、どのような行動が期待されるのかということをまさに考えなければいけな

い時期に来ているということでございます。 

 この資料は以上でありますが、参考資料として、２枚の資料を配布させていただいてお

ります。これはご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、今年の 10 月 12 日にＮ

ＨＫで特集的に放映された、日本のこれから「どうしますか、わたしたちの主食」という

番組の中での視聴者アンケートの結果を取りまとめたものです。これをご覧いただきます

と、アンケート結果によれば、食べ物の多くを輸入しているということについて、「悪い

面が大きい」と考えている人が約９割で、海外の米をもっと受け入れてもよいと思います

かということについて、「受け入れるべきではない」と考えている人が約９割となってお

ります。もっと農産物の輸入自由化を進めるべきだと思いますかということについては、

「進めるべきではない」が 57％、「米だけは輸入自由化すべきではない」の 33％を含めま

すと、自由化すべきではないという方が圧倒的に多いということであります。 

 次のページの、私たちが米を食べなくなってきているということについてどう思います

かということについては、「問題だと思う」人が８割弱で、今後コストをかけて農家を支

えていくべきだと思いますかということについては、これは若干分かれておりますが、「も

っとコストをかけて支えるべき」が６割弱、「更なるコストをかけることには反対」が４

割強ということであります。それから、食生活を大きく見直すことはできますかという問

いかけに対しては、「見直すことはできる」が 43％、「難しい」が 44％、「見直す必要は

ない」が 13％ということで、食生活を見直すことは難しいと考えている方が多いという結

果が出ております。議論のご参考にしていただきたいと思います。 

 これに加えて、冊子が配付されております。これはこの戦略会議を開始する前に、専門

の方々に集まっていただいて、食料をめぐる国際情勢とその将来に関する分析を行ってい

ただいたものの報告書であります。これは特に今日は説明は行いませんが、私どもはこれ

をベースにしながら、この戦略会議を開催させていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、残り時間は意見交換を行いたいと思います。 
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 資料でございますけれども、２枚のものは別としてメインの資料前半は世界の食料需給

の見通し、今何が起きているかということについての資料があり、後半は我が国への影響

に関連する資料があるわけで、相互に関連しておりますので、特に分けずに全体を通して

いろいろご意見なりあるいはご質問をいただければと思います。どんなところからでも結

構でございますのでご発言をお願いできればと思います。佐々木委員どうぞ。 

○佐々木委員 昨年３月にオーストラリアとニュージーランドに行ってきました。ちょう

ど日本では、アメリカ牛のＢＳＥ問題がありましたので、オーストラリアから牛肉を輸入

しようと考えたわけです。またラム肉も健康にいいということでブームになっていました

ので、状況を確認するために行ったわけです。ところが、オーストラリアは大規模な干ば

つで、大変な状況でしたので、お隣のニュージーランドに行きました。ニュージーランド

というのはご存じかと思いますが、400 万人ぐらいの人口で、約１億ドル規模の企業とい

うのは少なく、そこでフォンテラという企業を紹介され、トップの方々とお会いして状況

を確認したところ、今、チーズが中国にどんどん輸出され、非常に高騰しているという話

を聞きました。私どもの取り引き先、例えば明治さんや森永さんもニュージーランドから

原料を輸入しているということもありまして、まさかそこまで中国の需要が拡大している

のかと、私も驚いたわけです。ご存じのように、チーズなどの乳製品は欧米では、おおよ

そ自分たちのところでつくって自分たちで消費してしまい、もうアメリカも含めて輸出は

できなくなるだろうということです。唯一、世界で輸出ができるのはニュージーランドで、

そこからの輸出がなくなると、全世界の相場が上がっていくということを聞きまして、コ

メントではないですが、そういう事実を知りまして、これは私たちが思っていた以上に非

常に大きな問題になってきているということを実感してきました。 

 そのとき私が思いましたのは、ニュージーランドはラム肉をヨーロッパを中心に輸出し

ているのですが、日本にも輸出をしたいという話を聞いてきまして、これはある意味では

国と国同士がいろいろなことで協力し合う際に、日本では、例えばチーズが輸入しづらく

なってきた、しかし相手のニュージーランドはそれらを輸出したいと考えている。日本と

しては、それらを買うかわりに安定供給をしてもらうことを考える。先日いただいた資料

の中にも今後どうしていくのか、ということが書いてありまして、実にそのとおりだと思

いましたが、やはり企業と同様に国と国同士も、いろいろな局面でコラボしながら、しか

し片方だけが得をするということではなく、双方にメリットがあるように、そういう問題

をしっかりと政策として取り組むべきではないかと思います。そうしたお話を耳にしまし
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て、感じましたことを述べさせていただきました。 

 以上です。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 そのほかにいかがでございましょうか。特に一問一答式に役所からお話を伺うという形

はとらないで進めてまいりたいと思います。 

 澤浦委員どうぞ。 

○澤浦委員 澤浦です。 

 この資料を見させていただいて本当に背筋が寒くなるような思いで聞いていたんですけ

れども、私は生産の現場にいますので生産という視点でお話しさせていただきたいと思い

ます。 

 たまたま今日午前中に生協さんの会合がありまして、そこで出た話なんですけれども、

10 年前から農業はこのままで行くと崩壊すると言っているけれども、今もまだ続いている

よねというそういう話が出て、はてなと自分でも考えたんですけれども、10 年前に言われ

ていた農業は崩壊すると言っていた中身というのは何だろうと考えたときに、これは特に

資料はなく私の感覚なんですが、農家数の減少と耕作放棄地の拡大、これが農業の崩壊と

いうふうに、その当時はたしか私はいろいろな方から聞いていたような覚えがあるんです。

実際、今になってみてそのとおりになっているんです。 

 今、では私たちがこのままで行くと農業が崩壊すると言っているのはどういうことかと

いうと、本当に生産活動が中止するというそういう意味の崩壊ということで、同じ崩壊と

いう言葉でも言っている中身が全然違うなというのを今日たまたま午前中感じてきたとこ

ろです。 

 では、その生産現場が今後どうしていかなければならないかということなんですけれど

も、自分自身やっぱり流通とか加工とか原料を仕入れて加工して付加価値をつけて販売す

るという産業の場合は、要するに現金商売の場合にはキャッシュフローがどんどんたまっ

て、それが効率的な経営ということで非常に評価されて今まで日本は来たわけですけれど

も、農業の場合、これはまず農業を始めようとしたときからお金が必要なんです。私の経

営の場合、今やっている仕事がお金になるのは３年後になるわけです。お金という経済と

いう部分で見ると、非常に生産性が悪いわけで、これは農業という職業、仕事のすごく特

徴的なことかなと思っているわけです。 

 自分自身そういうことをちゃんと分けて考えて、やはり政策なり今後の方針、生産にか
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かわることを打ち立てていかないと単純に生産性が悪いとかそういうことだけでやってい

くと、本当に今度加工メーカーさんであったり、販売者であったり、その仕入れ先、仕入

れて売るものがなくなってくるのではないかなというのを私は生産の現場にいて強く今感

じております。実は生協さんもそれを強く感じていて、今一番力を入れなければならない

のは生産の現場をどう再生産できるような形にするかという、そこに今日の話の議論が集

中しておりました。 

 以上です。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。米倉委員どうぞ。 

○米倉委員 本日の資料を拝見して、食糧需給の問題が大きな危機に直面しているという

ことを改めて感じました。世界経済は毎年５％程度で成長し、日本など一部の先進国を除

いて人口の増加も続いております。こうした中で、食料の需要が今まで以上に増えていく

のは確実なのに、供給はなかなか増加しない。これには最早短期的な解決はあり得ません。

50 年先の将来を見据えて、いかに安定させていくべきかという長期的な課題であります。 

 さて、日本はどうするのかということですが、国内で食料を全部賄おうとすれば、昭和

20 年代の食糧事情に戻ることを覚悟しなければいけない。ところが、そうはしたくない。

だからと言って、何をしたらよいのかと考えても、なかなか解決策が見当たりません。 

 減反の問題で休耕地は益々増加している。その一方で、わが国では１年間に、世界の食

料支援の実に３年間分に当たる 1,900 万トンの食料が廃棄されています。1,900 万トンと

いうのは非常に大きな数字です。まず、こうした廃棄食料をどうやって減らしていくのか。

家畜の飼料に回すなど、上手く活用する方法を考えなければいけません。例えば賞味期限

という考え方をやめて、製造年月日だけ表示することにして、それを食べるかどうは消費

者の責任に任せるというようなことも一つの考え方でしょう。 

 それから、やはり日本人の食生活が変わってきている点にもっと注意を払うべきです。

食生活が変わってきているのに無理にもっと米を食べようといっても、なかなかそうはい

かない。米を全部食料にしないで一部を飼料に回すことによって、トウモロコシなどの輸

入を減らす。そうすれば海外への支払いが国内の農家への支払いに回るわけで、たとえ支

払い総額が多少増加するとしても、わが国にとって、それはそれで有意義なことではない

かと思います。その上で、日本国民の食生活に合った生産体制を敷き、もっと付加価値の

高い農産品を作っていく。海外にも受け入れられる付加価値の高いものを輸出し、バータ
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ーで国内に必要な農産品を輸入する。最終的な形としてはこのようなものがあろうかと思

います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 それでは、ももせ委員、高田委員の順でお願いいたします。その後、大木委員。 

○ももせ委員 ありがとうございます。ももせです。 

 １つ私は質問があります。質問と意見を言わせていただきます。この報告書を見せてい

ただいて、今米倉委員のおっしゃったようにこれはかなり地球温暖化みたいなものばかり

が生活者の中では危機感が高まっていますが、非常に危機感の差し迫ったことだなと思い

つつ、具体的に、では今すぐ農林水産省さんの方で起こせるアクションというような、こ

ういう現実に向かってとりあえず今こういうようなところに着手する予定なのだというよ

うなことがあれば、ぜひそういう方向性があるのか、意見の後で結構ですのでお伺いした

いなというのが１つです。 

 あと、私は生活者の立場からいろいろものを考えるということで今ここにおりますが、

大木委員が以前記事の方でも書いていらっしゃいましたけれども、やはり食生活そのもの

というものを生活者がいろいろ考えなくてはいけない時期には来ているのかなというのは

すごく実感があります。 

 先ほどニュージーランドのお話がありましたが、私はどちらかというとＥＵに強くて、

ＥＵの方を結構回っています。今年もイタリア、フランス、ベルギー、ドイツ、チェコ、

ハンガリー、あの辺を大分回っていましたが、本当にここ二、三年で、今年なんか特に日

本食レストランの台頭がすごいです。パリなどはもう１年行かないとどれだけの数増えて

いるかという感じです。しかもそれが昔のようにちょっと町の端っこに日本人が食べられ

るようにちょこっとできるのではなく、私はプラハの日本食レストランなどはびっくりし

ましたが、物すごくスノッブでしかもきちんとおいしいお寿司とかサンマの塩焼きとか、

本当に日本と変わりないものを出すんです。それをＥＵの人たちは物すごく喜んで、おし

ゃれに健康であるということで食べているということで、中国などで大量に魚、チーズと

かが消費されるというのもありますが、ちょっとそういう現実があるというのは割と日本

にいると、この間ミシュランが東京が最高のグルメの町だというようなことで出ましたけ

れども、余り実感がないんですが実はそうなんだよということで、今お米をなかなか食べ

なくなっている日本人がいるということだとは思うんですが、私は逆に今、物すごく格好

いいことなんだよと。世界的に日本食が見直されていてとても格好よくておいしくておし
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ゃれであるというようなムーブメントみたいなものをとても作りやすい時期に来ているの

ではないかなというのは海外を回ってとても感じているところです。 

 そういう世界的な動向というのが生活者の立場から見ますと、すごく見えにくくなって

いまして、海外でそういうような動きがあるということと同時にやっぱりこの食料がかな

り危ないところに来ているよという実感がやっぱり生活者の立場ではとても見えない。全

くといっていいほど見えていないという気がしています。というのも先ほど米倉委員の方

からもお話がありましたけれども、食品偽装の問題ですとか、消費期限の問題でどちらか

といえば食料は廃棄しましょうと、期限が来たら廃棄して捨ててしまわないとすごく嘘つ

きだよみたいな傾向がありまして、一方でさっき言いましたミシュランですごく日本のご

飯はおいしい、とても恵まれているという、どちらかといえばマスメディアの中にひたっ

ている生活者としては非常にそういう方向の中にいて危機感が全く見えていないというの

が現実だと思います。なので、今農林水産省さんの方で、今後どういう方向でどんな動き

をされるのかというのを伺いつつ、やっぱりマスメディアとか生活者の立場としては今と

ってもいい時期、格好いいよとか、農業もすごくイメージを払拭して若者に対してとても

格好いいよ、やりがいがあるよ、ロハスとかそういうものもとてもムーブメントが高まっ

ていますから、今ができる時期ではないかなというのが生活者の立場としても日々思うこ

とです。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 それでは、今のご質問の点についてここでの議論のある意味では前提にもなるかと思い

ますので、これは伊藤審議官。 

○総括審議官 ももせ委員のご質問の件ですけれども、農林水産省の仕事の一番大事な、

また大きなウェイトを占めているのがまさに安全・安心な食料を安定的に供給するという

ことですので、ちょっと例を挙げていいますと、やはり生産面とそれから食べ方といいま

すか消費面と両方をとらえておりまして、まず生産面でいいますと貴重な農地をできるだ

け減らさないようにしながら有効に使っていく。実際には休耕地がたくさん生じておりま

すけれども、そういったものを有効活用していく。 

 また、さらに単に作るだけではなくてより生産性の高いやり方をやるとか、供給面でし

っかりある資源を有効に活用する。またはそれを活用できる体制をつくっていこうという

ことで澤浦委員の方からもお話ありましたけれども、担い手をどう育成していくかという

ことを、やはり農業というと土地と人と技術とか、あるいは水とか基盤整備も含めまして、
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いかに生産サイドで最大限日本にある資源を活用していくかに向けた対策をいろいろやっ

ているわけであります。 

 ただ、実際には耕作放棄地が大量に発生しているとか、高齢化が進んでいるとか、担い

手が必ずしも十分育っていないとかという問題がありますので、そういったことを目指し

て一生懸命政策を実施しているわけであり、また、当然国内だけで全部供給できるわけで

はありませんから、輸入をやはりどのように安定的に確保するかということも当然考えな

ければいけないということで、この部分は民間主体でやってもらっていますので、一部は

国が直接やっているもの、米とか小麦とかありますけれども、大半のものは自由な貿易の

中でやっているということで、今非常に世界の食料需給は逼迫に向かっている中で、どの

ように安定供給確保するかというのがまさにもう一度真剣にとらえなければいけない問題

ではないかと考えております。 

 また、そういうもののバッファーとして備蓄ということもやっておりますけれども、あ

くまで備蓄は短期間の変動に備えるだけということでありますので、それも含めて全体的

にどう安定供給確保するかでありますけれども、もう一つはやはり消費の面で今お話があ

ったように食べ方の面で考えることはないのかということで新しい基本法を作ったときも

ずっとそういう議論をしまして、みんなが努力する中に消費者の方もどうしても考えてい

ただきたいという中で今お話のあった、お米を、ご飯をもっと食べるということなどを中

心にした食べ方の問題も問題提起してきているということであります。 

 これも人の嗜好になかなか影響を与えるというのも難しくて、実際には米の消費はまだ

減少が続いているということでありますし、残念ながら自給率も若干低下をしたというこ

とであります。消費者の方、食べる方たちに、１つは今議論してもらっているような食料

の危機がある程度まで現実になりつつあるということについての認識をしてもらうことが

なかなか難しいということがありますので、この戦略会議のような形で皆さんにご議論を

いただいて、またメッセージを発していただきたいなと思っております。 

 お話のとおり環境問題までの安全・安心あるいは安定ということのほかに、健康にもい

いんだということを中心に日本型の食生活のことを言ってきましたけれども、それに加え

てエコという、環境ということも大変大きなかかわりがあるんだというようなことも我々

としてはぜひ訴えていきたいと思っております。そういったこともいろいろ委員の方のご

議論でぜひメッセージをまた発していただきたいなと思います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 
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 それでは高田委員どうぞ。 

○高田委員 高田でございます。 

 先ほど、ももせ委員がおっしゃっていたＥＵの話をされておりましたが、実はつい数日

前まで３カ月間主人のちょっと仕事に伴いまして、イギリスのロンドンの方で生活をして

おりました。そこでひしひしと感じたのが日本の食物がいかに優れているかということで

した。 

 まず、イギリスでは肉は固いです。柔らかい霜ふり牛なんてどこにも売っていません。

たまたま皇室ご用達という非常に有名な肉屋さんが家の近所にありまして、ロンドン一お

いしいという肉屋さんでしたが、そこには日本のような柔らかい肉はおいてありませんで

した。そして、野菜もキャベツは固くてキャベツ炒めにするにも一回ゆでてからしか使え

ないとか、本当にこう野菜はまだそのままの品種改良される前の状態の野菜が非常に多い。

果物も甘くないです。そして、輸入されたコシヒカリなどありますが、全くといだ感触か

ら違う。柔らかい。すぐ崩れる。炊いたときのにおいは強い。食べたときの冷めた後はも

う本当に日本人からすると同じコシヒカリと名前をつけないでほしいというくらいに違い

ました。そして、もう数を挙げたら切りがないほどに、いかに日本の食品がどれだけ品種

改良を重ねられ、おいしくつくられているかということがよくわかりました。 

 もちろんイギリスにもおいしい乳製品もありますし、そういった国独自のものというの

はありますけれども、やはり３カ月間だけですけれども、そうやって生活をしてみると本

当に日本の食料品のありがたさを感じたんですけれども、先ほどももせ委員がおっしゃっ

ていたように、やはりイギリス、ロンドンでも日本食レストランというのは非常にブーム

でランチタイムに予約なしでは入れないような状態です。どこもちょっと私的には首をか

しげるような日本食レストランも本当に人気で地元のセレブたちがよく通うという数多く

の日本食レストランがありました。 

 そして、本当に今世界的に非常に日本食材というのは目を向けられているというのをと

てもよく感じましたのは、私たち夫婦は非常に鍋が好きで、向こうで鍋をすることを楽し

みにしていたんですけれども、さすがにシイタケやシメジやエノキやハクサイなんか手に

入らないだろうと思っていましたら、ありとあらゆるスーパーでそういったものは普通に

買えるような状態でした。ジャパニーズ・シイタケといってシイタケは売っておりました。

そのようにあちらの国でも海外でもきっとそのように日本食材というのは今非常に注目度

が高まっていて、これから今ここで日本が世界に日本食、そして日本食材、そして日本の
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農業をアピールするとてもいいチャンスだと思います。 

 ですが、その一方で国内を見てみると自給率はそう上がることはない。そして、農村の

人口というのもやっぱり高齢化ということでなかなか若い人たちが農業につく機会が少な

い。その人口がなかなかふえていかないという、そういった現実的な問題も非常にあると

思います。私はその中で日本の食がどれだけすばらしいかを外にアピールするためにも、

まず国内の自給率を高めていくということがすごく大事になってくると思います。たしか

に輸入に頼ってたくさんの日本食は支えられているところはあると思いますが、それでも

国内の自給率を高めていくことで世界の食料難に立ち向かう日本ができる第一歩というの

はそこにあるのではないかと思っております。 

 農村人口を増やすためにも、例えば幼稚園などで今お芋掘りというのは非常にポピュラ

ーな行事だと思うんですけれども、非常に子供たち喜びますよね。それから、小学校など

の稲刈りだの田植えなど非常に体験として子供たちに教えることはいいと思うんですけれ

ども、それでは実際に自分たちの将来の職業にするかどうかという、そこに持っていくた

めには多分幼稚園のお芋掘りもイチゴ摘みも、小学校低学年の田んぼ遊びも、現実的な職

業選択にはつながらないような気がします。それは体験として非常にいい体験だとは思う

のですが、教育の一環として例えば中高生に実習の農業体験をさせ、農業人口をふやすこ

とを目的とした農業体験、そういったものを例えば東京都の幾つかの学校から始めてみる

とか、職業としての選択肢を中高生に示す、そのような教育をするということも考えてい

く必要があるのではないかと思いますし、今バイオ燃料などで非常に必要とされる農作物

があるので、ある意味ビジネスチャンスになると思いますし、また、地球の温暖化による

天候の不安定なことで生産が不安定という金銭面に対しても政府が最低限の保障をすると

か、国の経済的な面も含めまして、いろいろな切り口はあると思います。 

 まず日本でできること、それは今世界で一番注目されている日本食というそこのよさを

外に示し、そして、もうできることならば日本が食料の輸出国に転じられるように国内の

自給率を高める、そしてそのためには次の世代を教育していくと、そういった少しずつの

今日の明日にはできないことですけれども、道のりをつくって進めていくということはど

うかなというのが私の今回の意見でございます。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 それでは、大木委員どうぞ。 

○大木委員 先ほど澤浦委員がご説明を伺って本当に背筋の寒いというのは、同じ思いを
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しておりますけれども、６ページのところで国際的な穀物の農産価格が 16 年からずっと上

昇するという見通しの話とか、それから 10 ページのところでウクライナ始め各国がいざと

いうときは自分の国のものの輸出を規制する、こういう話を聞きますとやはり日本の国で

は食料の６割をもう海外に依存しているわけですけれども、やっぱり日本の国内で生産の

増大を図るということがやはりまさに大事なことではあると思っております。その中で今

月の 12 日でしたか、毎日新聞で記事を読んだんですけれども、飼料用とそれからバイオ燃

料用の比、食用の米です。これを低コストで生産している農家に支払いをする転作助成金、

こういう記事を見ました。これは本当に遅すぎる政策だと思いまして、いい政策だなと、

よかったなと、消費者としてもぜひそれはやってほしいと思った記事として私は見ました。 

 １つ、それにはデンマークのことをいつも思うんですけれども、デンマークというのは

えさの９割以上が自国でまかなっているというのはよく聞きます。そこから見ると日本と

いうのは逆ですよね。まさにそのくらいをほかの国からの輸入でやっているわけですよね。

それはコスト的に仕方がなかったからということはわかりますけれども、飼料の穀物を自

国でやっぱり生産するということには意味があると思うんです。消費者にとっても何を食

べさせてどう育てたかということがよく分かるということでも安心感というものもやはり

つながってくると思うんですよね。ですから、そういう安心感のためにも国内で作付され

た飼料米です。そういうもので肥育された豚肉や、そのような家畜、そういうものを生産

するためにはもっともっと収量の多い飼料米がとれる、そういう研究というものにはもっ

ともっと力を入れるべきだと思うんです。そして、国産のものを増やしていく。これがや

っぱり１つの方法ではないのかなと思ってご説明を伺っていました。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。まず、とりあえず、ではここのところで役所の方

から幾つかコメントをいただければと思います。 

○総括審議官 まず、お話のあった件を順番にご説明をさせていただきますと、冒頭佐々

木委員の方から安定供給をどうしていくのかと、中国がニュージーランドとの関係でもか

なりの影響を与えているというようなことでお話がありました。国と国がお互いにという

ことでありますけれども、まさに先ほど言いましたけれども、安定供給ということを考え

た場合に国内でまず生産をしっかりやっていくという体制をどう作るかということがまず

大前提でありますけれども、日本の場合はやはり輸入を一定程度安定的に確保するという

ことも大事な要因になってくるということでありますので、そのために何をしたらいいか
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ということは、これはずっと長い間いろいろ考え、また取組も推進しております。 

 正直言いまして、先ほど言いましたように米とか小麦、国家貿易でやっているものにつ

きましてはかなりの国が前面に出ていろいろ対策をとり得るんですけれども、ほかのもの

については必ずしもそういう手当が十分にできないということが今までの実態でありまし

た。今まではどちらかというと、そういうことの中でも合理化の方を選択させられてきた

というのが実態としてあったかと思います。今度本当に安全保障というものを真剣に考え

ていくとしたらどういうことが必要かということはぜひ我々も考えていきたいと思ってお

ります。 

 それから、澤浦委員の方から 10 年前にも日本の農業の崩壊という話があったが、質的に

変わってそもそもの農業の現場が崩壊するのではないかという話がありました。新しい基

本法を作るときの議論がちょうど 10 年前ぐらいに議論をしていたときでありまして、その

ときも農家の高齢化ですとか、担い手が減ってしまう、確保をどうするかとか、まさにそ

ういう議論がありました。 

 当時も世界の食料自給の見通しもやってかなり逼迫が予想されるということも当時実は

農水省自身がそういう試算を発表し、対応マニュアルも整備してまいりました。その後の

要因をいろいろ分析しますと、当時の人口と所得の要因のほかに、まさにバイオマスとい

う新しい問題が出ており、また、地球温暖化のような地球環境の問題がはっきりしてきた

ということで、また大きな新しい要因が入ってきたということを我々としても認識してお

りますので、そういう中で日本の農業をまずどうしていくのかというところを我々の議論

だけではなくて、国民的議論の中でぜひ方向を決めていきたいというのがこの戦略会議で

お願いしている１つの考え方であります。 

 それで、農業をやりたいという若者をいかに取り込んでいくような魅力あるものにして

いくかということが大事でありますので、そういった担い手育成、あるいは新規就農して

もらうという支援策はかなり充実はしているんですけれども、そういったもので十分かど

うかということも含めて議論をしていきたいと思っております。 

 それから、米倉委員の方から出口がない議論のような感じがするというお話がありまし

たけれども、確かにすぱっと単純に問題解決するような状況ではもうなくなっているとい

うことで、食べ方も含めて全体としてどうするかということを考えていかなければいけな

い現状であり、その中でも日本が今までのような楽観的なことではもううまくいかなくな

ってきたということは十分認識しなければいけないということだと思っております。 
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 その中で、食品廃棄をしているというお話、そういったことも当然取り組まなければい

けない課題だと思いますし、えさをもっと国内で増産するとか、これも非常に需要なファ

クターだと思っております。 

 ただ、期限表示の話については大木さんいらっしゃいますけれども、期限表示と製造年

月日というのはずっと長い歴史の中で製造年月日からむしろ始まって、消費者に分かりに

くいということで消費期限あるいは賞味期限という方に移行してきたという歴史があるの

で、これはもったいないという観点とどうするかという議論は大いにあると思いますが、

そこら辺もまた十分議論をしていく必要があろうかと思います。 

 あとは、ももせ委員のお話の中でお米を食べることはもう格好いいことと言えるように

なったのではないかと、我々もそのように思っておりまして、今まで安全保障とか健康に

いいというところまでは言っていたんですが、むしろ国産を食べる、あるいは地産地消と

いったことも含めてエコという観点から言っても望ましいという、今まさに時代に合った

考え方ではないかということもアピールできる点と考えております。今後さらに強調して

いけるのではないかということであります。 

 ただ、実際にはお米の消費はやはり減少傾向が続いているということですので、危機的

なことも十分理解してもらった上で環境問題を含めて新しい行動を起こしてもらうような

働きができたらと思っております。 

 高田委員の方から当の輸出というお話がありました。これは３年ぐらい前から日本の農

産物は加工食品とか輸出はできておったんですけれども、生鮮農産物についてははなから

もうできないと思い込んだ節もありまして、一部にミカンですとかナシとかごく一部長い

歴史を持っているものがありますけれども、まず無理だということでトライしていなかっ

たと。それはこの３年ぐらい前から輸出の価格差が数倍から場合によっては 10 倍、20 倍

をしてもそれを乗り越えられる品質のものがあるということを我々としても認識をして、

国としても支援を強化してきております。今、農産物食品の輸入が、７兆円のものを輸入

して、それは自給率の部分で言えば６割の部分を占めているわけですけれども、今、輸出

の方が当時 3,000 億円弱だったんです。しかも加工食品が中心でしたけれども、それを５

年間で倍増していこうというのをまずつくりまして、今かなり倍増のペースに近いペース

で伸びてきていると。さらに４年伸ばして１兆円まで拡大しようということで国もまさに

支援をしておりまして、これは金額で 1,000 万とか１億とか売れたとかいうものを超える

インパクトを農政に与えたという意味で、我々もそれをさらに推進していって、農地を有
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効活用するという面でも非常にいい意味があるものだと思っていますので、ぜひ我々とし

てもやっていきたいと思っております。 

 それから、職業選択につながるような体験、まさに食育ということで特に小学生ぐらい

中心に体験というものを力を入れていくということで来年度からそれにも当然つながって

くると思いますけれども、全国の小学生を１週間農村体験をしてもらうということを始め

る方向でおります。その中には自然体験もあるし、農村体験もあるし、農業体験も恐らく

あると思います。職業選択につながるようなもう少し上の年齢層の体験といいますか、そ

ういうことも実は個別のボランティア的に行われているケースは結構ありまして、東京で

も多摩の方とかでやられています。ただ、国があまり支援する形ではないのが実態ですの

で、そういったことも検討に値するのではないのかなと思っております。 

 それから、飼料用米等については岡島局長の方から。 

○総合食料局長 飼料用米について、米倉委員、大木委員からご指摘があったとおり私ど

もも同じような気持ちでおります。その中で、大木委員からありましたように、まず収量

をどこまで上げられるか、そういったことをやはりチャレンジしていかなければいけない。 

 一方で、やはり飼料用米ですから高田委員からありましたけれども、お米も非常に手間

をかけてつくっているところはあるわけですけれども、どこまでコストを下げられるかと

いったのも１つのチャレンジだと思っております。 

 それから３つ目として、これは長い食料管理法時代からの歴史があるわけですが、どう

しても主食の横流れすると、価格差がありますから、そこについてどのような横流れ防止

のためのシステムをつくれるのか、そういったことを総合的に私どもとしても農家の方々

とともにチャレンジしていく時代になってきたのではないかと考えているところでござい

ます。 

○生源寺座長 ありがとうございます。 

 それでは、大臣ご発言いただきます。 

○若林農林水産大臣 今、それぞれ審議官、局長からお話で皆さんがご指摘になった問題

に我々も同じような問題意識を共有しながら一生懸命やっています、一生懸命やっていま

すと、私にはそんなふうに聞こえるんですね。一生懸命やってその目標が達成できるよう

な仕掛けの中でやっているのかなと、これは仕掛けを作るというと大変なことに実は壁に

ぶつかってしまうと思うんです。今、米倉委員がおっしゃっていただいたんですけれども、

出口がないという課題に今ぶつかっているというのは実は私もそんな実感でございます。
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私は前にもお話ししたかと思いますが、学校出てすぐ農林省に入って 25 年間農林省の中で

いろいろな仕事を勉強した上で、政治の世界に入って 25 年。この 50 年間を振り返りなが

ら、農業というのは本当変わったと思います。変わってきたと思います。行政も大変変わ

ってきていると思うんですけれども、いろいろな条件として変わっていないのは１つはや

はり経済界の人やあるいは学者の方々が未だに古典的な世界の地域分業論といいますか、

生産性の高い国はその高いものを輸出すると。それぞれが分業すればグローバルにこの世

界経済というのはうまくいくんだと、こういうことがもう 50 年前から言われ続けて今日も

まだ基本がそういう中にあるような気がするんですよ。 

 しかし、果たして食料についてはそういう分業論でいいのかなという基本的な疑問を持

ち続けて今日に至っているんですけれども、しかし、これは世界的な確かに流れなので、

この分業論が世界的な流れとしてそれを容認せざるを得ないという中でどうするかといえ

ばやっぱり税金で生産者に、税金で負担してもらって生産者に助成するということですよ

ね。そこは。必ずその分業論というは国内的にも反発が出て、そんなに高いえさを作る人

たちに助成をするわけですよね。えさ米ならえさ米でも。そんな高いものを負担をしてま

でやるよりはトウモロコシやマイロなどが入ってくるんだから、安いものを使えばいいで

はないかという、そういうのが支配的ですね。いわゆるグローバリズムというのがこの農

業の世界にも支配的だという現実をどう乗り越えるかというのがあるというのは１つ感じ

ております。 

 それから、先ほど、最近輸出規制をかけている国が増えてきているということがありま

すが、このＷＴＯの中で日本が提案をしまして、輸入については自由化、自由化と言って

関税下げろ、関税下げろと、こういうことを言われて、輸入国でも自国の特徴のある農業

というものは維持してなければいけないんだといういわゆる主要輸入国が 10 カ国ほどグ

ループをつくってＷＴＯの中で交渉、主張し続けていますが少数意見です。どんどん追い

詰められてきておりますけれども、そのＷＴＯの交渉の中で日本が言っているのは輸出国

と輸入国とがやはりバランスのとれた規制あるいは受益をしなければいけないのではない

か、その意味では輸出国に対して輸出規制をするときには国内優先になってしまいますか

ら、それはＷＴＯにきちんと通告をして、それに輸入している輸入国側の意見を反映して

規制を輸出規制についてある種のブレーキをかけるような仕組みが必要なのではないか、

場合によっては国によっては輸出税なんていうものを考えていくところもあるわけですけ

れども、ロシアなんかそうです。そういうようなことをやはり国際規律のもとに置かなけ
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ればいけないのではないかということを主張しているんですけれども、余り議論にならな

いですね。議論が進みません。何とかそういうようなことを実現したいと思ってＷＴＯで、

もちろん今後も主張するんですけれども、なかなかうまくいかないというのが現実、壁と

してはあります。そういう世界的な発言力の強い国というのは先進工業国であると同時に

農業国であるというような国々の発言力が非常に強いものですから、日本の主張というの

は常にマイノリティになってしまっている。 

 そういう中でもやろうと思えば国民に理解してもらって、少し高くなっても税金を入れ

て生産を維持するということに踏み切っていかないとそういう現状は打破できないと思い

ます。 

 それから、もう一つは農地です。未だに経済財政諮問会議でも規制改革会議でも我々は

ここまで来れば農地というものは絶対的な水準というのは維持しなければいけないので、

今の農地の他用途への利用というものについては規制を強化しなければいけないのではな

いかということを言うと時代錯誤のように批判を受けるんです。どうなるかというと、地

方分権だから農林水産大臣の許可はやめて全部もう自治体に任せろというのが支配的で

す。名前は申し上げませんけれども有力な経団連の幹部の人も自治体に任せろと言うんで

す。これは私の長い経験からしますと、知事さんも市町村長さんも、ある企業を誘致すれ

ば点数になるんです。だから、平場のいいところで企業が欲しがっている農地を出そうと

するんです。農林水産大臣はいやいや、そんなところで土地改良投資をしたりして立派に

使える農地を転用することはまかりならんと、基準に従って言ってもこれはうるさくてし

ようがないと、だからもう自治体に任せろということになっております。現実に錦の御旗

は地方分権なんです。地方分権で知事さんや市町村長に任せていけというのが今、時事に

経済界などが言い、または自治体側が言っている今の状況なんです。 

 だから、ここで皆さん方がある種の危機感を持ちながら何とかしなければいけないとい

うようなお気持ちをどうやって世間に、経済界や世間の人たちにわかってもらえるのか、

これはやっぱりメディアの皆さん方への働きかけも必要だと思いますし、そういう国民的

理解というものがないと前に進めないなと感じております。私が弁解をし、局長や審議官

は胸を張ってご説明をしたというのでやや立場が違っているように思われるかもしれませ

んけれども、それほど苦しんでいるといいますか悩んでいるということであります。これ

はだれかを批判しているわけではないので、ではどうしたらいいんだろうということにつ

いていろいろお知恵をいただきたいと思います。 
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○生源寺座長 ありがとうございました。 

 それでは、まず川勝委員、それから養老委員の順番でよろしいですか。 

○川勝委員 どうすればいいかということですけれども、敗戦のとき日本に食料が不足し

て、皆、着物を売ったりできるだけのことをして農村に買い出しに行きましたよね。です

から、本当に国家が危機に瀕したときに食料というのがもう本当に今日明日のこと、３日

食べなければ死んでしまいますから、本当に大事なことで、したがって自給率が４割を切

っているということの危機意識はもっと持たねばならないということだと思うんです。 

 それでどうしたらいいかということで、若干遠回りかもしれませんが、どなたかがおっ

しゃっていましたけれども、やっぱり教育ですよね。単に食育というよりも日本の教育シ

ステムを単に国内に対して子供たちの教育をどうするかということではなくて、農業をベ

ースにした日本の教育体系を国際的にも通用するものにしていくという、そういうスタン

スを持ち得る時期に来ているのではないかなと思うんです。 

 といいますのは、ちょっと話が飛ぶようですけれども、『愛・地球博』というのが 2005

年にありました。そのとき総合プロデューサーは木村尚三郎先生だったんですけれども、

愛知県には見せるものがないということで、知恵者がいて、産業観光というのがあります

よと、日本の工場を見せればいいということになりました。工場が見られるに値するかど

うかということについて気がつきもしなかった。産業観光という言葉もなじみがなかった

わけです。しかし、トヨタを始め産業現場を見てみんな感動して帰って行ったわけです。

非常にレベルが高かったわけです。しかし、レベルが高いのは企業だけかというんです。

もちろん商業、おもてなしというのは茶の湯の時代からありますから、おもてなしをする

というのは日本のホテルやあるいはいろいろなところで旧ソ連と比べれば、旧ソ連なんて

いうのはサービスというサの字もなかったわけですから、いかに日本の心づくしといいま

すか、日本のサービスが行き届いたものであるかということは我々外に出ればすぐわかる

ことです。 

 それから、もう一つは農業です。この農業もどなたかがおっしゃったようにもう既に平

安の時代から水路を作ると、つまり自然農業ではないですよね。そして今は水路だけで 40

万キロくらいあります。ということは地球の赤道の４万キロの 10 倍以上あるわけです。そ

れぐらいの水路をつくって農地に水を供給してきたというのはもうほとんどこれは庭なん

ですね。要は芸術であると。 

 したがって、日本の農業が第一次産業というレベルでくくられる、それはもうそのとお
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りなんですけれども、一方で中国の、東南アジアの、ましてやアフリカの農業と比べたと

きにこれはもう非常にレベルが高い。土の分析から肥料から、それから年間を通じた管理

です。こうしたものは非常にレベルが高いので教えるに値するわけです。 

 そういうことを前提にした上で、ではどうするかということなんですが、まず国内的に

は地域分権に対して大臣は疑問を呈されましたけれども、私は今日 21 世紀になって、政令

指定都市になった静岡市にしても、あるいは浜松市にしても新潟市にしましても、さいた

ま市も若干そういうところがありますけれども、農業地域を含んでいるんですね。ですか

ら、浜松市などは 2,000 メートルのところから高山市に次ぐ面積を持っていますから、森

林地帯を持っている、農産地帯を持っていると、だから、そういう政令指定都市が新潟に

しても、あるいはこれからなるであろう、岡山にしろ、熊本にしてもさらに可能性として

は鹿児島市にしてもあるわけです。ですから、そういうところは旧来の川崎市とか横浜市

とか東京都とか工業中心のものとは違うものでもって自分たちの地域経営をしていこうと

いうときにやっぱり農業は大事なんだということなので、子供たちをそれに親しませると

いう、これは審議官の方から１週間と言われましたけれども、地域分権をするためには、

これは大臣がそれに反対されようが何しようが僕はこれは東京が欧米の文物を入れるとい

う器になる、そういう時代がそれなりに１つのサイクルを終えて、権限、財源、それに人

材がこれから地域に散っていく時代だと思いますが、そのときに、では何をもって地域が

自立ができるかというと地域にある宝以外はなく、その中には確実に農業が入ってまいり

ます。その農業を農水省は４年前に食料・農業・農村基本法というのを定められて、これ

はもともとの農業基本法が食料基地としての農業、農村であったのを、食料も供給するけ

れどもそれは伝統の保存とか水の保全だとか環境の保全だとかいろいろな多面的機能を持

っている国民全体の財産だというスタンスを出されたと思います。 

 しかし、それが十全に活用されていないと思うんです。だから、それは学ぶに値する教

材だと、テキストは本の中にあるのではなくて土地にあるということでそういう教育に変

えていく必要があると、それが徐々に土に水に、あるいは緑に親しむということを覚えて

いく。 

 その中で一番不利なのは東京だと思います。ですから、その危機感は東京において一番

強く持たれているので、例えば武蔵野市などはもっと前からそういう運動をなさっておら

れて、それが子供たちの活力を生んでいるわけです。ですから、私はもう食育というよう

なことではなくて、日本の教育のテキストを日本の大地に求めていくということだと思い
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ます。 

 それで一方、８億 2,000 万の人が飢えているというわけでしょう。そういうところに日

本がＪＩＣＡなど、いろいろ支援をしていますね。そうしてそこにはボランティアの人が

行っています。本当の専門家も行っているし、27 歳前後の青年も行っています。そういう

青年たちが行っている地域というのは生活環境、それから自然環境が非常に悪い。基本的

に第一次産業が非常にまずいんです。その人たちにとっては日本の農業というのはもう最

高のテキストです。ですから、その人たちを留学生として受け入れるというそういうシス

テムづくり、つまり農水省は、理事送られていると思いますけれども、基本的に外務省と

いうのが牛耳っていますので、そこには文科省と協力してＪＩＣＡグローバル農業学、大

学院というものをつくって日本の農業が世界から学ばれるというそういうものにされるべ

きではないかと思います。 

 話をもう一つずらしますと、日本の農業が今回の問題提起の背景にあるのはバイオ燃料

がトウモロコシとかサトウキビで使われて、それ自体の値段が高騰するのでそれを輸入し

ている日本の農産物も大変な危機に陥ると、そういうこと言われているでしょう。しかし、

どなたも言われていますけれども、肉を自由化するといったところで、日本の肉は舌で噛

み切れます、だからハンバーガーにするとかビフテキにするとかという、その場合と違う

わけです。だから、競争しない。つまり競争は価格だけではなくて品質と、価格と品質の

両方で競争力というのはつくられているということです。そうすると価格で日本は高くて

も品質で勝つという、ここのところをもう少し自信を持つと。そうするとお米ももともと

1994 年に輸入したときに１キロ 10 円でも売れなかったではないですか。捨てられました

よ。ブレンドを政府が指導したけれども、ブレンドをしたら早稲田の学生でもまずいと食

わないと。あの早稲田の学生がです。だから結局、すみません、ともかく田舎から出てき

ている連中です、安い方がいいと思っている。その連中ですらまずいと言って食わない。

つまり、味覚というのは我々の中にあるので、そうしますとそれ自体が非関税障壁になっ

ていると。サクランボもそうでしたでしょう。かんきつ類もそうです。ですから、この国

の持っている農産物は芸術品だと。だから芸術品は高いに決まっていると。そして高いも

のを買えるのが金持ちの国です。すなわち日本人です。 

 だから、低価格のものから高価格のものまであるけれども、高価格のものは高価格であ

るがゆえに売れないということには必ずしもならないんだと。むしろ高価格であるがゆえ

に中国のお金持ちや東南アジアのお金持ちやあるいはヨーロッパのお金持ちが日本の最高
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級品の果物や農産物を買い求めるとしますと、場合によっては思い切って日本の国を開け

るぐらいの度量があっても私は日本の農業はそんな簡単に負けるようなやわなものではな

いとこう思っているわけです。それはもちろん負けるおそれ、何とかすれば何とかするお

それがあると、何でもみんなおそれる。「おそれ学」と最近言うそうですけれども、そう

いう肝っ玉の小さいようなことだと結局人は行かないと思います。 

 それから、最後は農地ですけれども、農地がこれだけ遊休地というか公募地があってほ

ったらかされている。それはなるほど地方自治体に任せればそれが非常に勝手にされる場

合があります。農地が崩れるのは大変大きな問題です。したがってこれは農地でしか使え

ないというその規制を決めた上で、それを農民が持つと、あるいは政府がお持ちになると、

そして定期借地権で農業経営をする会社に貸すというふうにして、農産物をどのように売

るか、何を作るかというようなことはそこの役目になる。しかし、それは農地であるとい

うことで長期的には子供をそこに学ばせて、日本の大地それ自体をテキストにする。外国

人にはグローバルなＪＩＣＡのユニバーシティなものをつくって、そして日本の大地の農

法を経験的に、実践的学問として学ばせる。そして、日本の農産物に対してはこれが芸術

品であるという、そういう自信を持って、若干国が保護の立場から少し一歩踏み出して、

勝負してみなさいということを言われる。負けてきたときにお金を出されればいいと思う

んです。負ける前から初めから保護しろというのは違うのではないかと思っております。 

 ですから、土地については所有と経営を分け、所有については農地として 550 万ヘクタ

ールは最低限。あるいは今遊休地のところはそのまま農地として使うという規制のもとに

農民以外の方に農業経営をもっと活発に誘致するようなそういう方向性を出してみるとい

うことが必要ではないかと思います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 それでは養老委員、いかがでしょうか。 

○養老委員 川勝先生が元気よく言われたので、実は言うことを忘れてしまったのですが、

農林水産省が国民向け、我々向けにつくってくださった、ここの例えば昭和 20 年代の食事

のこれが出ていますが、結構ですね。僕らはこのときサツマイモとカボチャしか食ってい

ませんでしたから、これはそれ以外にちゃんとぬかづけとか焼き魚とか入っているよとか

思って。私は元気でその時代を生き延びてきていいますから、先ほど寒いとおっしゃった

けれども、人口と食料の問題はもうマルサス以来の話であって、いつだってこうなんです。

それをこういう形で農水省がお出しになるということは１つは農林水産省のあり方という
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か、意味というか、そこがやはり問題になっているんだろうなと私は勝手に推測します。

農業というものの社会の中における位置と農林水産省の規模ないしその働き方というもの

が合っているのか、合っていないのか。それこそパーキンソンの法則ではないんだけれど

も、国全体として見たときにそれがどのくらい重要なのかと。農林水産省の方は大事だと

思っておられるのだと思います。そのことを、つまり自分の省がいかに大切なことをやっ

ているかということをここでＰＲされていると私は理解しました。 

 そのＰＲの仕方はおどかし方では非常に下手です。今、川勝さんがかわりに言ってくだ

さったから、ああいうのをご利用になるのもいいし、私は本当に危機になれば、危機だと

思うなら、１つは一次産業は国家公務員みたいにしてくれと思っています。思い切ってお

やりになったらいいんです。つまり、例えば教員だって今はある意味では免許制みたいに

なっていますね。私が勝手に小学校の教師になれません。そういう形で本当に農業を大切

だとおっしゃっているんであれば、私は農業だけではないと思います。一次産業、つまり

自然にかかわって具体的な現場で仕事をしなければいけないような作業というのは、やは

りある程度全体が責任を持たなければいけない面があって、全部給料でやれとは言いませ

ん。そんなことしたら絶対さぼるに決まっているんですから歩合制でいいんだと思います

けれども、土地の所有問題についても私はやっぱりそういうところは国が責任を持てば今

の話は消えますよね、根本的には。 

 それから、水産業も今のように自由な活動でやらせていたら、根本的にはあれは自然資

源の収奪ですから、やっぱり具合が悪いでしょうね。そうかといって補助金とかそういう

形でやっているのは極めて半端です。中国はまだ農民が移動することを禁止しているんで

すかね。あそこまで極端にする必要はないと思いますけれども、何らかの意味で私はそう

いうものをひもつきにしてもいいのではないかと。それを、ほかのいわゆる商売と私は言

うんですけれども、そういうものと同じように一次産業を扱うということが幾つか弊害を

起こしてきたように思います。それを役所が法律で縛るということはうまくいくようで結

局現場から離れていますから、霞が関でどうして畑の、水田の話ができるんだよというこ

とにやっぱりなってしまいます。 

 １つだけ参考ではないんですけれども、つい最近出た本で『医者、用水路を拓く』とい

うのが。お読みになった方いるかもしれませんが、中村哲さんという方が、この方は脳外

科のお医者さんなんですけれども、アフガンの難民は政治難民ではない、アルカイダのせ

いではない、干ばつで難民が 100 万人出ている。それで、お医者さんで地域で医療をやっ
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ていたんですけれども、とてもこれでは間尺に合わないと川をつくったんです。用水路を

引いたんですけれども、水のある川がありますから。そのときに急流ですから、一番参考

になったのは故郷の用水路なんですね。九州の故郷の用水路を見て歩いて自分でも必要と

あればブルドーザーに医者が乗って、ついに完成したという本を書かれた。そのときの単

位が、でき上がった畑が何千町歩と書いてある。私、いいなと思いまして。 

 先ほど川勝さんもおっしゃいましたけれども、余りにも何か皆さん、日本のこと、戦後

ずっと日本人は悪いと言われてきたから、外に向かっていい顔するというくせがあって、

環境問題はこれ典型で、日本人全員が腹を切ったって世界の炭酸ガス５％も減りませんよ

と私言うんです。では、何で我々がさらに音頭をとってさらに６％も減らさなければいけ

ないんだと。そういうふうに霞が関が動いていたのでは、私はやっぱりこういう問題も国

民が安心しないですよね。それでしかも皆さん方にお願いしているんですからということ

で、農水省の評価を高くするということをやっぱり本気でかかる。どうせおどかすならも

っと乱暴なことを言う方がいい。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

○若林農林水産大臣 私、これから官邸で地球温暖化の閣僚会議というものがございまし

て、それにすぐ出なければいけないので、本当に残念ですけれども、これで退席させてい

ただきたいと思います。１つ、ちょっとある部分だけ申し上げたので誤解があるといけま

せんので、川勝委員がおっしゃられているのは、私は地方分権するべきだという基本的な

仕組みは政治家になってからも非常に強い推進論者なんです。 

 あと、分権をしたときの権限の取り扱い方についてどうしたらいいのかなという、そう

いう工夫がいるという考え方でございます。ただ、任せればそれで物事がうまくいんだと

いうような、そういうことについて、特に農業・農地について疑問を感じているというこ

とをちょっと申し上げておきたいと思います。 

 それから、米倉委員が一生懸命経団連の中で農業のことに御苦労になっていることに敬

意を表しておりますので、これは早急にはいろいろご理解をいただけるのは難しいので、

我々自身がやはりもっともっと経済界の人たちと意見の交換をしながら率直に異議、ご意

見も承りながらやっていかなければいけないんだろうと思っております。１つ申し上げて

退席をしたいと思います。 

○米倉委員 経団連の農政問題に関する最近の提言の中に、農地政策に関する国の責任に

ついても明記した一文がございます。農地の有効利用を高めるために国がもっと関与すべ
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きであるとしておりますので、参考にしていただければと思います。 

○生源寺座長 どうもご丁寧な発言ありがとうございました。 

 米倉委員もどうもありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。それでは米倉委員どうぞ。 

○米倉委員 農地政策についてのもう一つの問題として、前回、澤浦委員から、農地の集

積度を上げるべきではあるが、零細農家を犠牲にしてまで進めるのかという批判がある、

というご発言があったかと思います。けれども、65 歳以上の方が 60％を占めるという高齢

化の進んだわが国農業の現実に対して、そして高齢化は特に兼業農家で顕著なわけですが、

こうした農業をいかにすれば活性化できるかということについては、こうした課題を農業

問題から切り離し、社会保障の一環として解決するべきだと思います。そして、中山間農

地の問題や平坦地の集積度を上げるというような問題に専念するのがよいと思います。 

 先ほど大臣から経済界との話し合いについてのご指摘がありましたが、経済界と農業界

との話し合いは、生源寺先生をはじめ関係者の方々に御苦労いただきまして、今は非常に

うまく進んでおります。この夏に経団連でアンケートを取りましたところ、50 社以上の企

業が新種を開発したり、機械設備を開発したりといった、いわば農業に対する支援策を打

ち出していました。当社でも、トマトの糖度が４ないし６であるところを最大 10 まで上げ

るような新しい農耕法を、農家の方々へ普及する運動に注力しております。農業を活性化

するためには、収入面をはじめ、農業が若者にとって魅力ある産業になっていかなければ

ならないと思いますので、農水省におかれましてもできる限りの規制緩和をお考えいただ

ければと思います。 

○生源寺座長 それでは、川勝委員、それから澤浦委員の順番でお願いします。 

○川勝委員 生源寺先生の時間を奪っているのではないかと。大丈夫ですか。 

 それでは２つ。１つは地球環境問題との関係で森林の二酸化炭素吸収、これを日本が割

り当てが数千万とありますね。これで、企業が森林を今買い始めているでしょう。あるい

はそういう企業の貢献を森林による温暖化効果ガスの吸収分として。これは、ですから念

頭に置いていただいて、森林をこれまで放置してきました、それと同時に中国が木材輸入

の世界一になって、今は森林価格が上がっていますので、したがってそういう意味でも投

機の対象になりがちなので、森林管理というのは農水省としては今から十分に心してやっ

ていただきたいということです。 

 それから、もう一つはいわゆるサラリーマンが農業にどう親しむかということなんです
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けれども、第二種兼業農家すなわち非農業所得の方が農業所得より多い人が圧倒的なのが

日本の農業ですね、８割以上いらっしゃると。ですから、農業をしなさいと言うのではな

くて、サラリーマン小作をしたらどうかという提言はどうですか。つまり土地を持って、

五反の土地を持って自分で自給農業をしなさいというそういう指導は非現実的です。農民

自体の大半が非農業で所得を得ているわけですから。だからもちろん土地を集積して農業

の効率化を上げるということは一方でやらねばなりません。そうしたことが適している北

海道とそれ以外のところでは集落営農とかやり方はいろいろあると思いますけれども、と

もかく効率性を追求するということと同時に現実に即するならば農民にはなれないと、非

農業所得はあると、農業のまねごとができればいいという人の方が多いはずです。したが

ってその人たちに小作をすると。小作というと地主・小作で悪いというイメージがありま

す。しかしながら、サラリーマンとして所得を持っていて、従来の小作は農業しかやって

いなかった、言ってみれば専業小作です。ですから、非常に厳しかった。しかし、兼業農

家がそうであるように非農業所得があればいいということで、その人たちにも農業をさせ

るために土地の借地をしてよろしい、借地をする人は小作です。だから、サラリーマンの

小作の勧めという方こそこれからの国民一般に対する農業へのいわば励ましになると思い

ます。始めから農業やれというふうなこういうスタンスはこの際新しい食料・農業・農村

基本法ができて、いろいろな多面的機能があるので、多面的な設計ができるようなＰＲの

方法を考えていただきたい。そのうちの１つがサラリーマン小作の勧めであると思ってお

ります。 

○生源寺座長 それでは澤浦委員。 

○澤浦委員 この食料会議の第１回目の時の赤城大臣のばんそうこうの件があって、その

後お昼に帰ったらニュースにそれが出ていて、肝心のこの会議の中身が１つも伝えられて

いないので、それが私はすごく残念だなと実は思っていまして、というのがスキャンダラ

スなことばかりが表で話されていて、本当に話をしなければならないことがちゃんとマス

コミで伝えられていないというのが私はこの間すごく感じております。このアンケートの

資料で配られているＮＨＫの番組の前後に実は私たちの農場もこのＮＨＫで取り上げてい

ただいて、番組に出させていただきました。そのときにディレクターの方が言ったのは日

本の農業でこういうことをやっているところがあるんですかということで、農業というの

はもう先がなくて暗くて後継者もいなくて、そういうものだと思っていましたと言い切っ

てしまっているんです。私たちの野菜クラブ、グリンリーフも含めて、来ていただいたと
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きに東京のサラリーマン家庭に育った人が立派に農業で自立してちゃんと子供を育てて生

活をしている方が何人もいたり、それから農業としてちゃんと生活ができている、そうい

うことを 20 代、30 代、40 代、50 代の人がそれぞれの年代でちゃんと農業をやっていると

いうのを目の当たりにして、こういうところがあるんですかということをＮＨＫのディレ

クターの方でもそのとき初めて知ったようなことを言っておりました。 

 私は本当にマスコミの方にお願いといいますか、マスコミの方がやはりこの農業の実態

をちゃんと世の中に伝えて言っていただかないと、国民的な合意が得られないと思うんで

す、農業の実態の現場を知っていただかないと。ただ単に運動論とか苦しんだということ

ではなくて、農業の中に新しい芽、国内の農業の中に新しい芽はたくさん生まれてきてい

ますので、そういう実態を踏まえながらそういう芽を育てていくという雰囲気づくりとい

うのがすごく大事だなと思っております。そうしていかないとせっかく、別に農水の方を

よいしょするわけではないんですけれども、いろいろな私たちがやりやすいように今法律

がどんどんどんどん変わっていたとしてもそれが生かされないような気がしてならないん

です。ですから、農業の実態の現場をしっかり伝えていただきたいなと感じております。 

 決して暗い部分だけではなくて、私たちのところ本当に 20 代、30 代の都会育ちの人が

来て、青森や静岡や群馬で農業をやって経営者としても社員としても従業員としても立派

に暮らしておりますので、そういうところもちゃんと伝えていただきたいなと私は思って

います。そういう農業ができるのも食べてくれるお客さんや顧客の方がいるからというこ

とも重要だなと思っています。 

 以上です。 

○生源寺座長 ありがとうございました。そのほかございますか。 

 それでは、大木委員どうぞ。 

○大木委員 一言だけなんですけれども今に関して、報道関係の人にそういうのを伝えて

ほしいと言いましたが、その前に本当厳しい農業だということばかりが消費者に伝わって

くるんですけれども、そうではなくてむしろ農村の方が農業の魅力とかすばらしさという

のをもっともっと消費者に伝えるということをしてほしいと思っています。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 前回と重なるような資料なる内容もあったのでどうなるかなと思ったんですけれども、

ほぼ時間いっぱい大変充実したご議論をいただきましてどうもありがとうございました。 
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 それで、次回の会合でございますけれども、次回で４回目になるわけです。これまでの

議論を踏まえまして、食料の未来に向けて私ども、国民、農業生産者あるいは食品・外食

産業の事業者、それから政府。こういった主体にとっての課題を明らかにし、今日も随分

そういう議論が出たかと思いますけれども、それぞれがそれぞれの立場でどういう形で課

題に取り組んでいくべきか、こういった議論を行ってはどうかと思っております。 

 それで、委員の皆様におかれましては次回の会合までに今４つの主体を申し上げました、

国民、農業生産者、それから食品・外食産業の関係者、それから政府。このそれぞれがど

のような取り組みを行うべきか、この点についてあらかじめお考えいただきたいと、こう

いうことでございます。役所の方にも必要な資料なり、たたき台というようなことになる

のかどうかわかりませんけれども、それを用意していただいて、なるべく早くお手元に届

けていただくように私からもお願いをいたしたいと思いますけれども、あらかじめ考えて

いただいた上で次回の議論を進めたいと、こう考えておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 第４回でございますけれども、来年の１月の中旬に開催する方向で調整をするように事

務局にお願いをしております。大変ご多忙な皆様ばかりでございますけれども、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。 

午後４時２８分閉会 


