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午前１０時００分 開会

○井内参事官 おはようございます。それでは、定刻になりましたので、ただいまから平

成21年度第４回の食料・農業・農村政策審議会果樹部会を開催いたします。

委員の皆様におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただきましてまことに

ありがとうございます。

本日議事に入るまでの間、司会を担当いたします、生産局参事官の井内でございます。

よろしくお願いいたします。

初めに、本日の配付資料についてご確認をいただきたいと存じます。

まず、お手元の配付資料一覧、２枚目に、議事次第の次に入ってございますけれども、

配付資料一覧をごらんください。配付資料は資料の１から３と、それから参考の１から３

ということでございます。資料ナンバー１が果樹部会の委員の一覧でございます。それか

ら１枚もので資料２スケジュール案、それから資料３でございますが主な論点案です。そ

の後ろに資料３の参考が綴じてございます。

それから参考１で、これまでの主な意見及び指摘事項、それから横刷りになっておりま

すけれども参考２で果樹をめぐる情勢でございます。それから参考３－①で、食料・農

業・農村基本計画（案）ということになっておりますが、本日閣議決定の見込みの状況で

ございます。それから最後に参考３－②で、その基本計画のポイントというものでござい

ます。資料につきまして、落丁、乱丁等ございましたら、事務局までお申しつけください。

続きまして、本日の出席状況でございます。平田委員、石川委員、冨士委員がやむを得

ない所用によりましてご欠席をされておりますので、本日は委員及び臨時委員13名のうち

10名のご出席となっております。よろしくお願いいたします。

なお、ご欠席の平田委員、冨士委員からはご意見をお預かりしておりますので、後ほど

ご紹介いたします。

本日は佐々木大臣政務官が出席の予定ですが、現在開催されております参議院農林水産

委員会が終了次第到着する予定でございますので、到着次第あいさつをいただくこととし

たいと存じます。

それでは、議事に入ります。ここからは甲斐沼部会長に議事進行をお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

○甲斐沼部会長 それでは、これから私が議事を進行させていただきます。

本日は、果樹農業振興基本方針の主要な論点について、委員の皆様に審議いただきたい
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と思います。審議の進め方ですが、事務局から資料が用意されておりますので、まずは資

料の内容を事務局よりご説明いただき、その後、各委員からご質問、ご意見をちょうだい

したいと思います。

それでは、事務局よりご説明をお願いします。

○井内参事官 それでは、資料２、資料３、それから資料３の参考という３種類の資料に

つきまして、あわせてご説明申し上げます。

まず資料２でございます。「新たな果樹農業振興基本方針策定に係る今後のスケジュー

ルについて（案）」というものでございます。

昨年の６月２日でございますけれども、第１回が開催されまして、基本方針検討の諮問

が行われたとともに、うんしゅうみかんとりんごの適正生産出荷見通しのご審議をいただ

きました。

第２回、７月でございますが第２回としまして、課題と論点に関する審議の第１回とし

て、大くくりのテーマとしましては、需要増進、安定供給、産地経営といったテーマでご

議論をいただきました。

８月に第３回でございまして、この課題論点の審議の第２回ということで、加工・流通

関係についてご議論いただきました。

それで10月の下旬でございますけれども、現地調査に行っていただきまして、りんご産

地の現地調査、青森県、29日に現地調査のかんきつ産地の現地調査ということで、広島県

においでいただきました。

それで、本日でございますけれども、３月30日に第４回ということで果樹農業振興基本

方針の主要な論点、まとめさせていただいておりますので、それについて、また各種生産

目標・指標の考え方についてご議論をいただきたいと思っております。

それからその後でございますけれども、予定としまして４月から５月でございますが、

基本方針の本文案の作成、それから各種生産目標・指標案の詰めをやって進めていただき

まして、果樹部会として基本方針を答申していただくというようなスケジュールで進めた

いということで、案でございます。

続きまして、資料３についてご説明を申し上げます。新たな基本方針の策定に向けた主

な論点案ということで、これまでのご議論、現地調査でのご意見なども踏まえまして、私

どものほうでまとめさせていただいたものでございます。これまでの柱書きに沿って、第

１から第５まで分けて整理をさせていただいております。



- 3 -

本日は、これたたき台でございますので、これをもとにいろいろと広範のご意見をいた

だきたいと、ご議論、ご審議をいただきたいというふうに考えております。

大きなくくりとしまして、第１でございます。「果樹農業の振興に関する基本的な事

項」ということで、「果樹農業をめぐる状況と果樹政策の方向に関する基本的な考え方」

をまとめてございます。

基本的認識といたしまして、我が国の果樹農業は、中山間傾斜地などほかの作物の栽培

が困難な地域を中心に立地して、地域ごとに特色のある経営を展開しております。

また、果実は国民に豊かで潤いのある食生活をもたらすとともに、ビタミン、ミネラル、

食物繊維等の各種の栄養成分ですとか、ポリフェノール等の機能性成分の重要な供給源で

ございまして、国民の健康志向が高まる中で認識が高まってきているという状況でありま

すが、しかし、生産現場に目を移しますと、高齢化の進展ですとか、耕作放棄地の増加等

による生産基盤の脆弱化が進む。また長期化する消費不況による販売不振等によりまして、

農家所得も減少しており、生産意欲の減退を招いているような状況でございます。

また、総需要量は近年横ばいで推移しておりますけれども、その内訳を見ますと生食用

需要が低下して、加工用需要が増加するなど、食の多様化、簡便化志向の強まりが見られ

まして、生食用果実が主体の我が国の果実の需給率は漸減傾向にございます。

このため、としまして、今後の果樹政策の推進に当たりましては、豊かな食生活、健康

の維持増進を図る上で欠くことのできない果実の重要性を踏まえて、果樹農家や果樹産地

のアイデアを生かして、果実加工等の６次産業化の視点も踏まえて、多様な消費者ニーズ

に的確に対応した生産・販売活動が行えるように取り組むことが重要ではないか。

その際、果樹農業が産地、農家ごとに特色を持った取り組みが行われているということ

を踏まえまして、戦略的な生産・販売により競争力のある産地を構築することが重要では

ないか。

このような方針のもとで、政府は、果樹農家が安心して生産に取り組むことができるよ

うに、果樹の特性に着目した支援策を講じますとともに、６次産業化の視点も踏まえて川

上から川下まで含めた多様な客体に対して、幅広い支援策を講じることが必要ではないか

ということでございます。

２つ目としまして、「産地のビジョンの確立と実践」をまとめてございます。現在、産

地みずからが産地計画を策定しまして、各産地の特長を生かした果樹生産の実施を推進し

てございます。
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産地計画には、量販店との契約による低コストかつ安定的な果実の生産、高品質化の追

及によるブランド確立と高価格販売の推進、あるいは観光果樹園ですとか、消費者への直

販等、多様な戦略の中から目指すべき産地の姿を明確に位置づけて、その振興を図ること

としております。

その際、産地の加工業者や直売所を初めとした果実の流通加工業者も含めた、幅広い関

係者の参加のもとで果実産地のビジョンづくりを進めることが重要であると。

３つ目のくくりとしまして、「消費者ニーズに対応した果樹生産の推進」を挙げており

ます。国際化の進展ですとか、食料消費が多様化する中で、現在国民のほうでは食べやす

さ、おいしさ、多様な品目へのニーズが高まってきておりまして、これに的確に対応する

生産供給体制の確立が必要ではないか。

果樹の場合、結果樹齢に達するまでの期間が長いことから、新たな品目・品種の導入に

当たりましては、農家や産地の戦略に基づいて計画的に行うことが効果的。

このため、消費者ニーズに沿った品目・品種構成への転換等が必要で、具体的には競争

力が低下している、あるいは供給過剰が見込まれる品目・品種を対象に、改植等を積極的

に推進することが重要ではないか。

品目・品種の転換に当たりましては、おいしさ、食べやすさ、機能性成分等に着目して

新品種の育成・導入を促進して、品目・品種の多様化を図ることが重要で、国産果実の出

回りが少ない４月から６月に対応した優良晩かん類等への転換にも留意する必要があるん

じゃないかと。

また、加工需要にも対応しまして、従来のジュース、ジャム、ピューレなどにとどまら

ずに、生果実の販売価格に近い価格帯での取引が期待されるカットフルーツ商品の、開

発・供給等の新たな視点も踏まえた加工仕向けの可能性を検討することが必要ではないか

と考えております。

３ページでございますけれども、大きな２番のくくりとしまして、「果樹農家の経営安

定に係る取組」でございます。後ほどご紹介いたしますけれども、基本計画に掲げられて

いるように、消費者ニーズに即した観点から既存の施策を整理の上、新たな支援策を検討

していく。施策の検討に当たっては、多様な果樹農業者や果樹産地が創意工夫を活かして

取り組めるものとする必要があるのではないかと。

１番としまして「意欲ある農業者への支援」でございます。産地ごとに特色のある取り

組みを行っているために産地の戦略に基づき、意欲のある農家が行う取り組みに対して、
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幅広い支援を実施していく必要がある。具体的には優良品目、品種への改植を進めるほか、

園内道の整備、あるいは傾斜の緩和等の園地の基盤整備等を支援していく。

また、果樹は定植後一定期間収益が見込めない未収益期間がございます。その存在が後

継者の確保による園地継承ですとか、新規就農が進まない原因の一つとなっているとの指

摘もありますので、この点に着目した支援のあり方も検討することが必要ではないでしょ

うかということでございます。

２番として、「需給調整や自然災害対策の適切な推進」でございます。依然としてみか

んなどは、おもて年、うら年が存在して、生産年により需給バランスが大きく変化しまし

て、販売環境に悪影響を及ぼす、あるいは短期的な出荷集中による販売価格下落が見られ

ることから、22年度以降についても生産量が大きい主要果実のうんしゅうみかんとりんご

については、引き続き生産者団体が中心となった計画生産・計画出荷を主な内容とする需

給調整が不可欠であると考えております。

その場合、特にみかんについては、構造的に供給量の多い極早生種について、適正な生

産量への誘導と優良品目への転換を引き続き推進することが重要ではないか。

また、みかん、りんごについて、なお一時的な出荷集中がある場合には、加工原料市場

や加工業者の経営に悪影響を及ぼさない範囲で、生食用果実を加工用途に仕向ける措置を

講じることが効果的であります。

その他の品目につきましても、これまでと同様、需要に見合った生産のための生産者団

体主導の需要調整を実施していくということがあるのではないか。

また、収穫時期が１年に１回しかない果樹の場合、ひょう害あるいは台風被害等の影響

は、その農家経営に大きな打撃を与えることから、果樹共済の加入促進のほか、傷の発生

によって商品価値が低下した果実の加工仕向け対策、あるいは農家の所得確保対策を機動

的に実施すること、また、加工企業に対しては支援を行うことも重要ではないかというこ

とでございます。

大きな３番目のくくりとしまして、「農業所得の確保を目指した制度の見直し」を挙げ

てございます。農家の経営安定を図る観点から、セーフティーネット措置として気象災害

による減収を補てんする果樹共済への加入を促進することとして、特に災害による果実の

減収または品質の低下を伴う生産金額の減少を補てんする方式、災害収入共済方式の推進

を図ることとする。

今後、現在の果樹共済の加入率が低位に推移していることもかんがみて、関連制度全体
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の見直しの中で、より農家の経営安定に資する制度の方向を検討していく必要があるので

はないかとまとめてございます。

大きな３番としまして、「国産果実の需要維持・拡大」でございます。「需要拡大に向け

た基本的な認識」としまして、先ほども出てまいりましたのが、生活スタイルの変化です

とか、食生活の多様化、簡便化志向が進展する中、需要は近年横ばい傾向で推移しており

ますが、毎日くだもの200グラム運動では、幼少期や若年層等訴求対象を絞った取り組み

を実施してきております。

さらに18年度からは食育の取り組みと一体となって運動を展開しておりまして、１日の

果実摂取目標量200グラムの認知度は徐々には高まっておりますけれども、まだ具体的に

果実の摂取行動に大きな影響を与えるまでには至ってないのではないか。

このため、果実摂取の効果等の普及・啓発を図るほか、国産果実を活用した新たな商

品・商材の開発ですとか、安定的な供給経路を構築することによりまして、果実の消費維

持拡大に努める必要があるのではないか。

また、２番としまして、「毎日くだもの200グラム運動の一層の推進」でございますが、

年代別、生活スタイル別に合った具体的な果実摂取の提案を推進してはどうかと。例とし

て挙げてございますが、若年層から働き盛りの世代を対象として、忙しい朝食時における

簡便な果実摂取を提案してはどうか。また企業の従業員を対象として、福利厚生ですとか

健康保険組合等との連携によって企業内での果実販売を試験的に実施して、間食での果実

摂取を提案していく。

また、栄養士等の学校関係者、生産者等と給食への国産果実の供給体制の構築について

検討を進めるとともに、給食のニーズに合った果実メニューを提案してはどうかというも

のでございます。

また、２番として、食育と一体的な運動の一層の推進としまして、幼少期からの国産果

実摂取の習慣化を図るために、学校給食を有効活用して、食育体験ですとか保護者に対す

る健康機能性等への理解促進を行ってはどうか。

３番としまして、「需要創造のための新商品・新商材の開発」でございますが、食の簡

便化の進展等から果実加工品の需要が増加しておりますので、国産果実を使用した新商

品・新商材の開発ですとか、原料の安定的な供給経路を構築することによりまして、国産

果実の加工需要を創造していく必要があるのではないか。

４番としまして、「需要に対応した供給経路の構築」でございますが、カットフルーツ
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等の商品形態やコンビニでの販売等を普及するための供給経路の構築を検討しているとい

うことでございます。

第１の最後の４番目としまして、「国産果実の輸出振興」でございます。輸出は果樹農

家の所得向上を図る有効なツールであると考えられることから、単に輸出業者の取り組み

だとか、国内需要の調整弁としてとらえるのではなくて、農家や産地が所得向上のための

新たなツールとしてとらえる意識改革が必要ではないか。

現在、台湾、香港等への輸出が成果を上げている一方で、残留農薬問題ですとか、商標

問題、植物検疫問題、安定供給等の課題も顕在化しておりまして、また、流通段階で輸出

業者が購入して輸出されているというような場合も見られます。このため、輸出を見据え

た産地育成を図るために、これらの課題解決に向けて今後着実に取り組む必要があるので

はないか。

具体的には、専用園地における生産の促進、あるいは輸出先国の残留農薬基準に対応し

た防除方法の実証試験・開発、あるいは関係者と連携した輸出先国に対する残留農薬基準

設定のための具体的なアクション、日本産果実マーク等による日本産ブランド表示の促進、

食物検疫問題に係る交渉ですとか、生産者と輸出者の連携強化等が必要ではないかという

ことで、第１の基本的な事項についてまとめさせていただいております。

第２、第３、第４と、別の資料３の参考をごらんいただきたいというふうに思っており

ます。第２の果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標でござい

ます。簡単に資料３の参考の１枚目でございます。Ａ３でありますが、政令指定品目の生

産数量の目標ということで、左側に品目、それから目標として平成20、27、平成32の目標、

それから、生産数量目標の考え方、増加している主な品種ということで、挙げさせていた

だいております。

この生産目標、現在関係者、研究機関、それから生産者の皆様方とも相談をして詰めを

しているところでございますけれども、現在のところの案としてお示しをしております。

後ほど、資料としては、恐れ入りますが、まだ確定しているものではありませんので、回

収をさせていただいて、次回までにまとめて正式なものとしてご提案させていただく予定

でございます。

恐れ入ります、ちょっとこの途中になりますけれども、資料３の①というものをごらん

いただけますでしょうか。参考資料の３－①、最後から２つ目に入れてある資料でござい

ます。食料・農業・農村基本計画の案でございますが、それの最後から２枚目になります。
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ページで言いますと、41ページで裏面のほうにございます。参考３の①の41ページでござ

いますが、これ目標としましてそれぞれの品目ごとに生産の目標を立てているわけでござ

いますけれども、41ページの下から真ん中ぐらいのところに果実がございます。

平成32年度の消費としましては、年41キログラムの消費、それから生産の目標としまし

ては、平成20年度の生産目標で341万トンに対しまして、平成32年度の生産目標としまし

て340万トンと、ほぼ同じ生産量を目標として見込んでおるところでございます。

克服すべき課題としましては、産地の販売戦略に即した優良品目、品種への転換の加速

化、あるいは計画生産、出荷措置、需給調整措置、あるいは加工・輸出用の果実等、新た

なニーズに対応した消費拡大いうようなものを上げております。

こういった大きな基本計画の中での目標とあわせまして、こちらの基本方針の生産目標

を考えて、今詰めをさせていただいているところでございます。

資料３の参考の例えば一番上のうんしゅうみかんをごらんいただきますと、こういった

数値が目標でございます。生産数量目標の考え方のところにございますけれども、過剰感

のあるうんしゅうみかんから、国産果実の端境期需要に即した優良晩かん等への転換を推

進することから、生産量は現状やや下回る、その下にその他かんきつがございますが、う

んしゅうみかんや４晩かん等から、生食用晩かんの優良系統及び香酸かんきつへの転換が

進むことから、生産量は現状と同程度、こういったような形で、いろいろと生産目標を考

えております。

一番下の段ごらんいただきますと、果実計というところで、生産数量目標の考え方でご

ざいますけれども、趨勢では生食用果実の需要低下が見込まれるものの、優良品目、品種

への転換の加速化や、輸出加工向けなど新たな需要の創出を図ることから、現状と同程度

の生産数量を目標としているところでございます。

１枚おめくりいただきまして、次の２枚目でございますけれども、これが基本方針案の

第３でまとめているものでございます。栽培に適する自然的条件に関する基準案というこ

とでございます。

上のほうにちょっと説明ございますけれども、果樹栽培に適する地域における平均気温、

冬季の最低気温、それから低温要求時間、降水量に関する基準、あるいは気象被害を防ぐ

ための基準、そういったものを果樹の種類ごとに設定しております。現在これも詰めさせ

ていただいているところでございますが、左のうんしゅうみかんから、平均気温ですとか、

冬季の最低極温、それから気象被害を防ぐための基準というようなことでまとめさせてい
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ただいているものでございます。詳細は後ほどごらんいただければと思います。

１枚おめくりいただきまして、２でございますが、ちょっと横になってございます。２

の近代的な果樹園経営の基本的指標でございます。これは第４に当たるものとさせていた

だいているものでございます。（１）として目標とすべき10アール当たりの生産量、労働

時間及び機械の適正利用規模でございます。こちらについても、果樹の種類ごとに園地の

条件ですとか、作業体系、導入技術、想定品種、導入機械、単収労働時間、機械の適正利

用規模等々をまとめさせていただいております。

特に黄色い、オレンジ色の字で囲まれているところについては、今回見直しなり新たに

記入を想定しているところで今準備をしているところでございます。ただ、うんしゅうみ

かんでありますと、傾斜地でマルドリ方式で早生といったようなところで、単収なり労働

時間こういった適正な規模が考えられるのではないか、また、不知火とかレモン、りんご

の加工向けの栽培、梨の樹体ジョイント栽培等々、こういったものも新規で考えてはどう

かということで現在検討しているところの案でございます。

もう１枚おめくりいただきまして（２）でありますが、効率的かつ安定的な果樹園経営

の指標の見直し案ということで、これは、これまでの基本方針では８種類、こういった品

目ごとに経営形態をモデルとしてお示しをしてきたわけでございますが、今回16、数とし

ては倍の16を予定してございます。

現行のところに新規策定と書いてあるものが新しく追加しておるものでございます。例

えば関東以西のかんきつ、うんしゅうみかんですとか、次の最終ページにありますけれど

も、下の14、15、16あたりは、観光についてかんきつの複合であったり、観光でりんごプ

ラスブルーベリーであったり、最後一番下であれば、ぶどう中心の直売、こういったよう

な果樹の経営形態が考えられるのでないか、それに一番適正な規模としては、こういうモ

デルが考えられるのではないかということで、現在詰めているものでございます。

恐れ入りますが、先ほどの論点案の６ページの第５にお戻りいただけますでしょうか。

最後の第５でございますけれども、「果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事

項」ということで、１番「果実の流通の合理化」でございます。「販売・流通形態の変化

に応じた販売の推進」でございます。流通ルートや販売形態の多様化等の変化に対応して、

需要に応じた供給経路の構築を図るとともに、消費者に信頼性の高い商品を供給するため

に、品質管理体制の一層の強化を図る。

また、産地みずからが果実専門店、量販店等の多様な販売形態に即して、果実の品質や
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出荷形態を見直すなどの取り組みを戦略的に進める。特に、現在果実の販売が量販店に

徐々にシフトしていることをかんがみまして、コンビニなどの量販店、食品販売店、消費

者への直接販売等の幅広い販売形態を目指して消費者ニーズにこたえていく。

また、加工仕向け果実につきましては、国産原料果実の安定的な供給連鎖、サプライチ

ェーンの構築に向けて生産者、中間事業者、食品製造業者等による一体的な取り組みを推

進していく必要があるのではないか。

７ページでございます。「また」としまして、果樹産地において地域の１次産業として

の果樹農業とこれに関連する２次、３次の産業に係る事業を融合して、一体的な産業化を

進める、いわゆる６次産業化を進めてはどうか。

また、２番として「流通コストの低減」でございます。環境負荷の低減を図る観点から、

流通形態を見直すとともにリサイクル可能な通いコンテナ等の使用、あるいは、モーダル

シフトや地域の集出荷場の統合・再編を含む、低コスト輸送体制の整備に向けた取り組み

を推進する必要があるのではないか。

また、各段階でのコストを明確化するとともに、産地においてもコスト意識を持って取

り組む必要があるのではないか。さらに生産から小売までの一貫した取引の電子化を進め

つつ、電子タグ等の活用によりまして、取引情報と物流の合理化を推進する必要があるの

ではないか。

その他果実の評価基準が外観のみならず糖度等多様化しておりまして、品目によっては

中玉、小玉果の評価が高い場合もあることから、現行の果実の全国標準規格については、

廃止も含めて規格の見直しを検討してはどうかということでございます。

大きな２番としまして、「果実の加工の合理化」でございますが、「高品質果実製品の生

産」でございます。これについては輸入品と比較して供給量、価格面で大きな差がありま

すことから、ストレート果汁等の高品質果実製品の生産を推進するとともに、多様化する

消費者ニーズに対応するための新商品の開発を促進してはどうか。

そのため、加工原料の高品質化、加工用品種への転換、加工専用園地の拡大といったよ

うな取り組みを、生産者団体と加工業者との長期契約を引き続き進めるような形で進めて

はどうか。

また、果皮等に含まれる有効成分の抽出等の研究開発ですとか健康志向、機能性に着目

した商品の開発など、需給の拡大を図るとともに国産果実製品としてのブランド化を進め

ることが必要ではないか。
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８ページ最後でございますけれども、２番として「果汁工場の再編・合理化」でありま

す。うんしゅうみかんの生産量がおもて年、うら年といった隔年結果によりまして、生食

用果実の需給調整の観点から、おもて年には大量に原料果実を受け入れる一方、うら年に

は生食用果実の価格上昇によりまして原料用果実の確保が難しくなるなど、安定的な原料

確保が困難な上、概して稼働率が低く、搾汁部門の多くが赤字となっている現状にござい

ます。

このため、経営状況が厳しい工場については、廃止や統合を視野に再編による合理化を

推進し、生産の効率化を進めるとともに、いわゆる裾ものを原料とした生産構造を見直し

て、消費者のニーズに応えた高品質なうんしゅうみかん果汁の供給に取り組んではどうか

と、これは、現地調査を踏まえて、見ていただいたことも踏まえてまとめさせていただい

ております。

主な論点とスケジュールについてご説明を申し上げました。

以上でございます。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

それでは質疑応答に移りたいと思います。委員の皆様からご質問やご意見等をお願いい

たします。どなたかありますでしょうか。

１つ、お聞きしてもよろしいですか。ちょっと質問なんですけれども、いただいた資料

で参考の３－①のところで、ちょっと確認なんですけれども、41ページのところ、果物の

平成32年度消費の目標のキログラムパー年、これ１人当たりの消費ということでよろしい

んですか。くだもの200グラム運動ということで、これ１年にすると、72キログラムぐら

いになるかと思うんですけれども、大体その半分ぐらい、現状も大体そのくらいなのかな

というのを確認しておきたかったのが、平成20年度と平成32年度が大体同じぐらいで、た

だ、その人口は32年度のほうが減るので、現状よりも１人当たり消費量というのは少しふ

えるような予想をされているのか、ちょっとその辺確認なんですけれども、教えていただ

ければ。

○事務局 おっしゃるとおり、現状より少しふえる形になっておりますけれども、先ほど

の200グラム運動との関係で申しますと、現状でもう半分ちょっと、年代によってはもう

まったく数十グラムしかとっていないような状況の中で、その目標値として200グラム運

動というのを掲げておりますけれども、ここはもう少し全体の、何ていうんですか、その

趨勢値を含めて消費の動向を客観的に見た数字を掲げております。
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だから、ここ仮に200グラムしっかりとるということになりますと、ものすごい果物の

量になるわけでございますけれども、ただ、そこを目指して、健康的にも200グラムとる

ということがよいということは、これは厚労省とも含めてわかっていることでございます

ので、基本方針の中には具体的にその200グラム運動を進める上での方針を書き込んでい

きたいというふうに考えております。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございます。皆様何か。どうぞお願いします。

○松本（香）委員 みかんの生産者の中では、米の戸別補償制度が始まるということで、

所得補償ということに関しては、すごく一番関心があるところなんですけれども、それが

みかんの場合は、急傾斜地とかそういったところで地域としてみかん栽培に取り組んでい

るところが多くて、みかん価格が低迷することで、地域全体が低迷する、疲弊するという

ような場所も各地国内たくさんあります。

ですから価格保証、所得補償といったことが本当に地域を再生するような制度になって

ほしい。りんごの産地からそういう所得補償をしてくれという要望があって、農林水産大

臣が将来的にはするという答弁をされておりますけれども、かんきつに関しましてもそう

いった制度が将来あるならば、やはり本当に生産者が後継者に経営を移譲できるような、

将来を見通せるような、そういう制度にしてほしいという気持ちがあります。

今まで、過剰に生産された場合に、緊急需給調整特別対策事業等もありましたけれども、

ここにありますように加工仕向けの事業ということで今まではされてきたと思うんですけ

れども、そういう場合に例えば補助をいただいて、学校給食等によりよい果実を子供たち

に提供するというようなことをしていただけたら、加工の需要というのも今低迷しており

ますし、加工の果汁というものが滞荷しているような状況もありますので、それだけを考

えるのではなくて、生果を子供たちによりよいものを供給することで、より将来に向けて

の需要をふやしていけたらという思いがあります。

もう一つよろしいでしょうか。それから、ここにはありませんけれども、実は独立行政

法人の廃止という等で、試験場の廃止も聞いておりますけれども、私たちやはり、試験場

等で品種改良されたものを経営に利用してきましたし、これから温暖化がよりひどくなっ

て病害虫の発生も多くなると思います。そういうときに残された研究機関に、もっと補助

をいただいて私たちの経営がより安定的にできるようにしていただけたらなと思います。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。ほかの先生方どなたか、はい、鈴木先

生お願いします。
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○鈴木委員 今後の所得、補償制度をどんなふうにしていくかという点で、生産者の皆さ

ん非常に関心が高いということでございますので、そういう点では４ページのところで上

の（３）のところで、制度の見直しについても触れていただいておりますが、この部分全

体の基本計画との関係とか、いろいろ予算の問題等もあり、あまり具体的なことを書き込

むことが難しい状況ではないかと思いますけれども、この部分を少しでも具体的な形で今

お話があったように、生産者の皆様から見て、将来を見通せるというか、そういうふうな

できる限り具体的な形で書いていただく努力をしていただくことが、現場にとっての安心

感というか、計画が立てられるという形につながりますので、逆に言うとここの部分であ

まり表現が弱いと、やはりもう結局果樹についてはあまり何も期待できないのではという

ような失望感になりますので、その点は気をつかっていただければという気がしておりま

す。

それと全体の基本計画との関係で、少しだけ申し上げておきたいのは、参考の３－①の

４ページのところ、基本計画の第１のところの下の（２）のところで、多様な用途云々と

書いてあるところで、現状のところで、需要の減少する用途に対して生産を抑制する政策

が進められてきたと、それに対する対応策として、５ページの対応方向で多様な用途・需

要に対応した生産拡大の取り組みを後押しするという形での整理になっておりますが、要

するに生産をできるだけ抑制するのではなくて、つくったものをしっかりと需要されるよ

うな、その部分についてのサポートを強めるというような意味合いかと思いますので、こ

れは加工向けはもちろんですが、今お話しのあったような生果をどう需要をつくっていく

かということも含めて、買い手の方には買いやすく、しかし農家の所得はできる限り確保

できるような形での政策支援といいますか、そういうものの充実で押していくということ

が必要ではないかと、そういうふうな基本計画の本体のほうの流れとも整合するような形

で、そういう流れで整理しているように思いますけれども、そこらさらにご検討いただけ

ればというふうなことを思いましたので、以上でございます。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございます。私もきょうご説明をお聞かせていただい

た中で、この４ページ、鈴木先生のほうから言われたように、（３）の農業所得の確保を

目指した制度の見直しというところで、主にこの共済の話になるんですけれども、もう少

し幅広い論点で書いていただいたほうが、将来につながるような気がしました。

はい、お願いします。

○浦野委員 今、所得補償の話も出たんですけれども、基本的に今進められている所得補
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償というのはまったく反対でございます。

それは、基本的に納税者、生活者のほうから見た立場がまったくない所得補償になって

いますから、少なくとも今の所得補償を進めるのであれば、国際的な補償、具体的にはＷ

ＴＯ、ＥＰＡ等々含めて、そことの農業交渉のレベルが進んでいかないと、とても消費者、

納税者の理解は得られない。単純にこれ農業所得補償がふえるだけの話ですからね、それ

どこに減っていくものがあるんですか、これはもうまさに国の経費がふえるだけの話で、

何ら生活者に対するメリットないわけです。

そうはいいながら、私はそことの整合性がとれるんであれば、所得補償というのはやる

べきだと思うし、むしろお米なんかよりは果樹のほうがよっぽど所得補償していく意味が

ある。というのは、生産者がきちんと今意欲のある方々が残っているわけ、お米なんかに

比べて。お米の場合はそうでない方がいっぱいいらっしゃいますから。

だからそういう意味できちんとした検討がなされるのであれば、所得補償もありだと思

いますけれども、先ほどの前提をぜひ考えてもらいたいなということですね。

それはどういうことかというと、意欲ある農家だけではやっぱりだめなんですよね。や

はり農業も産業ですから、そういう意味では生産性がきちんと伴っていなくてはだめだと。

きょうの資料も拝見させていただいて、大変関心するのは、人の能率も含めてきちんと

した生産性が上がってて、あとこれに加えて投下資本に対する生産性等の国際比較ができ

たときに、日本の水準というものがわかるわけですよね。農業の、まして果樹なんかの多

面的な機能を考えたときに、海外より生産性が、例えばですよ、劣ってても、これは国民

として負担していくべきなんだということになれば、そこに初めて海外の関税の問題も含

めて、影のものを入れながらもなおかつ所得補償という道が合理的に開けているわけでご

ざいまして、そういった比較もできない中で、意欲ある農家がいるからとか、あるいは単

純コスト補償とかって、かけたコストを全部補償してもらえるんだったら、企業でつぶれ

るなんてとこないわけですよね。

要するに幾らコストをかけてもマーケットとの兼ね合いの中でどうするのかといのが最

大の問題でありますから、そういう意味で私どもはこの所得補償というものを考えるとき

には、今言った国際的な観点と、生産性の観点を抜いた所得補償というのはまったくばか

げているというふうに思っております。

○甲斐沼部会長 はい。

○鈴木委員 ちょっと私は意見がその点は違いますので、ちょっと申し上げますと、今ご
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心配いただいている消費者の皆さんとか、メーカーの皆さん、買い手の皆さんにとってメ

リットがないかどうかというと、これは逆でして、この考えられている所得補償というの

は、国際化の問題もありますけれども、ある程度価格が下がってきても、それはそれを容

認する形で生産者の皆さんには生産ができて、買い手の皆さんにはそれなりの安いものを

提供できるようにしようと、いう形になってますので、両方が成り立つような制度は何か

という形で検討されているというふうに私は理解してますので、浦野委員が言われた、ま

さに国際化はどういうふうになるかわかりせんけれども、そういうことも含めたある程度

安い価格を国民の皆さんには提供していこうと、その上で生産者の皆さんも成り立つよう

な形をつくろうという考え方が私は入っているというふうに考えておりますのと、もう１

点、意欲あればだれでもかれでも補償されるのかという点ですが、米の制度でもわかりま

すように、かなり全国一律と、特に米の場合は全国一律の基準をとっておりますから、結

果的に言えば努力してコストを下げて、努力して販売価格を高くする、そういう努力をす

る方にとってメリットがあるわけで、意図的に高いコストでつくって安く売って、全部補

償されるということとはまったく違いますから、かなり生産者の皆さんの努力を誘発する

仕組みといことで、そういう意味で言うと、浦野委員が心配されるそういうふうな低コス

トを目指す経営が育たないのではないかという点は、私は必ずしもそうでもないんじゃな

いかと。そのあたりはちょっと制度の仕組みとしては、私はそんなふうに考えております

ので、少し違う意見ということで申し上げさせていただきます。

○甲斐沼部会長 ありがとうございます。この点についてはいろいろご意見があるかと思

いますけれども、今、佐々木大臣政務官にお越しいただきましたので、ぜひごあいさつし

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○佐々木政務官 おはようございます。遅参をいたしまして申しわけございません。委員

会が同じ時間に開催されておりまして、きょうの皆さん方のご論議とも関係がありますが、

食料・農業・農村基本計画が本日閣議決定をされました。企画部会、あるいは審議会の皆

さん方に熱心なるご論議をいただいた結果でありますが、その委員会にもその報告をさせ

ていただいたもんですから、そんな関係で遅参をいたしましたことをおわび申し上げたい

と思います。

果樹部会の皆さん方には、今日で４回目ということでございますが、この間の３回の審

議と、２回の現地調査も実施していただいてございまして、熱心にご論議をいただいてお

りますことに心から感謝をいたしたいというふうに思います。
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農業情勢については、いまさら申し上げるものでもありませんが、果樹農業につきまし

ても、６割の皆さん方が60歳以上というようなことで、高齢化の進展あるいは農家数その

ものが減少しているというような状況がございますし、そういった中での産地の活力低下

や消費の不況というような厳しい現状も多分分析いただいているんだというふうに思いま

すが、一方で産地ごとに特色のある取り組みなどもなされております。

このような中で、今後の農林水産施策の基本的な方針を掲げた基本計画でありますが、

この基本計画の中で成長産業の柱となる施策として、今お話があったようでありますが、

米などの作物について販売価格と生産額の差額を基本的に交付するという、戸別所得補償

制度の導入を掲げているところでございます。

ただいま、いろいろと果樹の所得補償制度についてもご論議いただいているようであり

ますが、戸別所得補償制度の仕組みがそのまま適用されるということにはならないかもし

れませんけれども、永年性作物という特長がございますので、そういった特長を踏まえて

消費者のニーズに即した商品の安定的な供給や経営安定の確保を図る観点から、新たな支

援策についてぜひとも検討してまいりたいと考えているところでございます。

私どもの今度の基本計画の中でもご論議をいただきましたが、私どもは３つの大きな柱

を立ててございます。その１つは、農業を活性化させるという意味での戸別所得補償の導

入でございます。２つ目は、農村を活性化させるという意味での６次産業化の推進という

ことで、これも法律を提出をさせていただく予定になってございます。そして、３つ目に

食の安全・安心という観点から、現在農協などで取り組んでいただいているＧＡＰやある

いは加工業者を中心にしたＨＡＣＣＰ、それから流通全体を見ていくトレーサビリティー、

さらにはまた、原料原産地表示などについても検討していこうというようなことも、基本

計画の中でご論議いただいて、計画の中に盛り込み提案をさせていただこうとしていると

ころでございます。

そういった意味ではこの６次産業も果樹農業の皆さん方にとっても、１次、２次、３次

の融合、あるいはまた加工需要がふえている中で、そうしたものにも対応していく施策と

して、ぜひ６次産業化の推進についてもご論議をいただければというふうに思うところで

ございます。

皆さん方のこうした果樹部会の皆さん方のご論議をいただいておりますが、５年ごとの

基本方針の策定でありますので、ぜひ皆さん方の忌憚のないご論議をいただきまして、本

日から論点の整理、あるいは取りまとめの段階にいっていただいていると承知をしてござ
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いますが、ぜひ十分なご審議をいただきますように心からお願い申し上げ、今後ともぜひ

とも果樹農業の振興に一致協力をして努めていくことができますように、お願い申し上げ

る次第であります。

なお、この後本会議が午後から入ることになってございますので、もしかしたら中途退

席をさせていただくことになるかもしれませんが、その点おわびを申し上げさせていただ

きたいというふうに思います。

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

それでは引き続き審議に入りたいと思います。

○本川生産局長 ご紹介だけをちょっとさせていただきたいと思います。所得補償制度に

ついてご論議がございますので、今政務官からもご発言ありましたが、今日閣議決定をさ

れた基本計画、参考資料の３－①の23ページをごらんいただいた上で、ご論議いただいた

ほうがいいのかなというふうに思いますので。

23ページに②に戸別所得補償制度の本格実施というのがございます。そこの下側に、下

のほうに、また果樹や野菜についてはと書いてございます。今政務官がおっしゃったよう

に、戸別所得補償制度の仕組みがそのまま適用することにはならないけれども、ここでご

論議いただいてますような、商品の安定的な供給だとかあるいは経営安定の確保、そうい

う観点から新たな支援策を検討するという形で基本計画では簡単に整理をされております。

こういうところを踏まえたご論議をぜひいただければというふうに思っております。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

所得補償制度、一応基本計画には書かれてはいるんですが、それの賛否も含めまして、

いろんなところからご意見いただければとありがたいと思います。

一応皆様のご意見を順番にいただきたいと、ぜひ、はい、福元委員お願いします。

○福元委員 ちょっと違ったところでもよろしいですか。資料の３－②の一番最後のほう

と、５ページ、２ページの一番下のところと、５ページの需要創造のための新商品、新商

材の開発、このところについてでありますけれども、以前ですと流通加工の研究需要とい

うのは例えば、懸濁できるようなジュースをつくるとか、それをつくれればいいという状

況を前提に研究開発を進めてきたわけですが、ここに記載されていますように、生果実の

販売価格に近い価格帯での取引が期待される云々という、価格に見合った技術開発が必要

だと理解をしておりまして、現在、私ども研究員として、民間で研究開発しておりました
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者を今回採用して、こういった流通加工の研究を強化しようと考えているところでありま

すが、文章にある加工流通業者との連携のもととか、あと５ページの開発を行っていく、

こういう仕組みを構築するという中に、私ども研究開発を行う上で、価格の面も考慮して

検討しなければならないと考えますし、産官学連携といったキーワードをうまく実現する

方向で、今研究の個々の強化を図っていこうとしておりますが、そういった観点が見える

ような形で、研究機関の立場というものがここで出てくればありがたいと考えております。

○甲斐沼部会長 ありがとうございました。

それでは福士委員のほうから何かございますか。

○福士委員 私はあくまでも生産の立場で発言したいと思います。まず、最近は果樹産地

の面積が減っていますが、数量は維持しているという部分があります。これは今まで国の

果樹経営支援対策等が充実して実施されてきたということがあると思います。この後も面

積は減少傾向にありますが、できるだけ数量を維持していかなければならないと考えてお

ります。現場ではまだ、改植事業を進めなければならない状況であり、今回の基本方針の

中にも、改植を含めた支援対策事業の部分がありますけれども、ぜひ、これは強化してい

ただきたいと思います。

そして、今少し生産者が困っているのは、改植に当たっての機材、資材等の価格の高止

まりです。これがどうしてもネックになっているため、もう少し実施面積を増やしたいが、

やれないという生産者がおられます。例えば、改植費用を含め、さらに充実した事業内容

にして取り組んでいけば活力ある元気のある産地ができると思います。

二点目は高齢化と後継者が少なくなっていることです。青森県は現在約46万トンのりん

ごを生産していますが、これに関わっている関連産業も多く、高齢化と後継者不足は大き

な問題になっています。本県のりんご産業の継続にはやっぱり後継者の維持が大変重要な

課題でありますので、その対策などに本腰を入れていただきたいと思います。

私どものりんご協会では、永年教育事業を実施しておりまして、りんご栽培に係る研修

を主体に後継者を育成するという、青森県りんご産業基幹青年養成事業を行っています。

最近の研修生は20歳から46歳までおりますが、実家がりんご農家だから勤めをやめて帰っ

てきてこの研修に参加している方も増えています。

２年１期の研修で年間25日200時間、そして２年間ですから50日の400時間を全部合宿形

式で行い、すぐ現場対応できるような状態で養成しています。20～21年度は65名、新年度

の今年は75名になって、年々増員しております。この事業は各市町村からの委託で実施さ
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れておりますが、それぞれで財政事情も厳しさを増している現状にあり、今後の後継者対

策に向けた支援対策がますます必要になっています。

産地を強化するということになれば、支援の目を向けていただきたいと考えております。

最後に加工問題です。加工原料の安定した供給と価格を設定できないかという議論を関

係機関としております。

原料として供給する果実品質を保つこと。そして需給調整の一環として考える場合も価

格設定は必要不可欠であり、何とか他のみかん産地、品目に当たっても、そのような考え

方を持っていただくようお願いしたいと思います。

○甲斐沼部会長 どうもご意見ありがとうございました。

川田委員どうでしょうか。

○川田委員 先ほどの所得のところなんですけれど、確かにちょっと全体はこれすべて網

羅している形で構成されているかなという感じはするんですけれど、やはりこの中で若干

めり張りをつけないと、どうもすべては正しいんだけれど、じゃあどこはメインでやっぱ

り優先順位をつけてやっていこうというのは、若干見えてこないかなという感じはしてい

ます。

確かにお米の世界で、政策的にも、所得補償と、所得補償なのか、生産費補償なのか、

ちょっとこの辺は若干いろいろあろうかと思うんですけれど、そういうことが一つお米の

世界ではいろいろ始まろうとすると。

当然、農家の中で特に果樹農家、または野菜農家は、おれたちどうなるんだという非常

に関心は高いという中で、何らかの形でそれは進めますよという話になられているという

ことで。

一つには、果樹という非常に競争、また自主独立性の強い産業の中で、その概念をどう

取り入れていくかという問題が一つ大きな論議になるのかなと。１点には、今までありま

した中山間の直接支払いというのが一つ、これは地域的な非常に不利条件地域というんで

すか、こういったところでの過疎対策、また環境整備と、こういった観点で１点確かにあ

ると。

いわゆるもう一つの所得というところに対して、実は、これ５年前に私も基本方針の果

樹部会で考えていたことは、基本的には果樹については、保険という考え方、リスクヘッ

ジを何でしていくかというところの中で、保険という考え方、それ果樹共済という形で一

つ所得補償という概念ではなくて、みずからがそのリスクに対して保険という考え方で取
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り組んでいったらどうかということ、それから産地についてはみずからが自分たちの産地

の振興、また今後の後継者こういったものを自分たちの産地の中で考えて、それを今後計

画して進めていきましょうと、そういったものに対して支援していこうと、基本的な流れ

は、非常に果樹については、ある意味では自主、自立、独立と、これをどう行政的にほか

のところがサポートしていくかというのが、基本的な考え方ではなかろうかなと思います。

やはりその辺を今後の果樹政策の中で、どの変のウェイトを位置づけるかなというのが

１点大きいかなと思っています。

それと、６次産業化の問題です。長年こういう仕事やって、果樹の世界やってみて、非

常に忙しい世界だなというふうに自分自身思っています。おそらく余り海外行ったことな

いんですけれど、海外であれだけ果物の品種、次々出てきて、いろんなバリエーションで

志向が変わってくるというのは、おそらく日本くらいではないかなって感じがしています。

おそらくアメリカあたりでもそんなにグレープがあったり、オレンジがあったり、バナナ

があったりというぐらいで、そんなに大きく変わってないのかなと。

非常に日本の果樹農家というのは非常に忙しい。それで、新たな品種が出てくるとそれ

に対する加工対策もしなければならない。それが何年か、何十年か続くものであればいい

わけですけれども、下手すると二、三年でなくなっちゃうという、大変忙しい中でやって

いかなきゃいけない中で、一つには生産サイドからいいますと、非常に売るのが下手だと、

特に加工品に関しては、なかなかその辺を販売していく能力なり、販売のネットワークな

り、そういったルーツなかなかもってないという、やはりこれは、そういったもちはもち

屋のような方々と一緒に連携してどうしてもやらないと、商品はつくったがいいが売れな

いと、原料はあるけどなかなかそれが消費できないと、いうジレンマがございます。その

辺は、お互いその辺の連携と、お互いの開発と。

一つの事例で言えば、今年ポッカさんという飲料屋さんがございます。ここは国内のレ

モン果汁の70％ぐらい、ほとんど輸入物なんですけれども、もともと扱われているのは。

たまたま２年前から広島のほうと、レモンのことで機能性については県立大学の先生と、

ポッカさん私どものほうで、その辺の共同研究をやりながら、広島産のレモンのストレー

ト果汁というようなことで開発して、やっと販売が始まったと。

あくまで商品はポッカさん、原料は広島の原料と。非常にそのかわりその地域と広島い

うことをうたう限りには、広島県内のほうでなければならないというトレースの問題も非

常にシビアな世界でございますけれど。
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ほとんど輸入物を扱っていたポッカさんが、ある意味では国産の原料等々のコラボレー

ションも始まったということから考えますと、確かに輸入物とのいろんなグローバル化の

中で、レモンなんてまさにそうですけれど、国内の生産量に比べて圧倒的に海外の生産量

が多いという中で、国際相場が変化すれば、国内の相場も国産も変化するという大きな国

際価格の中で動いているというような状況でございますので、どちらにしてもある意味で

は、そういったことを踏まえた６次産業、共同連携ということも必要なのかなと思ってお

ります。

確かに、先ほどの初めの所得補償の件については、いつまでにどこでこの辺を検討して

いくのかというとこら辺は、やっぱりある程度目安をつけたほうがいいのかなというふう

に思います。

○甲斐沼部会長 どうもいろいろご意見ありがとうございました。

はい、松本委員お願いします。

○松本（広）委員 この部会で流通とか、消費とかこれまでもいろいろと各委員から意見

が出ておりますので、そういうところについてはぜひ事務局で再度目を通していただいて、

盛り込んでいただけたらと、いろいろ提案もなされておりますので、というのがまずあり

まして、その上で生産関係でちょっと三、四点だけご意見申し上げておきます。

先ほど来の、昨日の基本計画の全体の枠組みで戸別所得補償、特にスタートは米を中心

に起動させるとこういう形になって、今ほど局長からお話がありましたように、その本文

の中でも果樹は別途の枠組みがあるんじゃなかろうかと、少しそのことを検討しなきゃい

かんのではないかという、こういう整理になっておると思うんです。その上で考えますと

果樹は、何ていいますか、永年作物という特性があって、しかもそれぞれの経営内容を見

ますとかなり、いわゆる主業経営といいますか、経営の中身がかなりふるいがかかっちゃ

って、畜産なんかと同じ、似たような感じの形態が、あるいは主業農家といっていいかも

しれませんが、それが占めておられるという特性があるんだと思うんですね。ですから、

そういう観点でどのように考えるのかということが必要ではないかというのが１点。

その上で、今日の提出資料の中にございますように、３ページ以降でございましょうか、

果樹の特性として、未収益期間の対応をどうするのかとか、あるいは自然災害対策をどう

するかとか、経営安定に対する果樹共済をどうするかと、こういう論点が整理されている

と、今、認識しておるんですけれども。

それに関してこれまでもいろいろと各委員からご意見も出たと思うんでありますが、こ
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ういう３つの整理に加えまして、引き続き廃園対策とか、あるいは園内移動の敷設が大変

困難なもの、大変、川田委員なんかがおっしゃるように60度とか30度を超える傾斜地で生

産が行われている、かんきつばかりでなく、何といいますか、梅なんかそうですね。大変

な状況の中でやっておられるということでありますから、この基本方針の中で急傾斜地で

の対応策等について、特に特記して検討しておく必要があるのではないかと、あるいは、

こういうのは政策としてどういう方向を目指すんだというようなことは、明確に出してお

いたほうがいいんじゃないかということが一つであります。

それから、きょうはとりあえずまだ検討中だということで、資料は回収ということを先

ほどお聞きしましたが、正直言いまして、全体では50％の自給率を目指すんだという政策

的な決意が閣議決定されたと思うんですけれども、この果樹についてはむしろ１万トンほ

ど、この段階では、全体としては、生産量は減少ということを見通さざるを得ないという、

こういうようなベースになっているわけでありますね。

このあたり精緻な見通しといえばそれまででありますけれども、生産現場の心意気とし

てこのあたりはもう少し丁寧な説明をしていかないと、何となく数字だけで元気も出ない

と、こういうことになるんじゃないかというふうに思います。

そういう観点では先ほど来あります、200グラム運動とか、６次産業化の問題とか、こ

ういうことについては丁寧に盛り込むということが必要ではないかというふうな印象を持

ちます。

それから、３つ目でありますが、これは先ほど川田委員からありましたでしょうか。こ

の部会でもまた、先の企画部会でも申し上げてきているんでありますが、いわゆる中山間

傾斜地の対策で、果樹振興と。平場の果樹もあるんですけれども、特徴的なのは傾斜地で

すね。こういう中でこれからの政策の枠組みをつくられるときに、果樹について特出しを

して、何か手を打てないか、永年作物でもあるし、条件不利というところについて、中山

間地直接支払制度でも交付金単価について哲学的になかなか突破できないというお話をよ

く聞くんですけれどもね。政策に突破できないことはないんだろうと、農政の大転換であ

りますから、そういう面で急傾斜地の、あるいは島嶼部の、そういうところの果樹地帯に

対してどうメッセージを出せるかと、こういうことが大切なことではないかと思います。

現にほかの作物はないわけでありますからね。残念なことに、ないんで。そんなところで

畑作やるとか、水稲やるとかそんなことはだれも毛頭考えないわけでありますから。特出

しができないのかというのが一つ。
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それからこれは４つ目で、最後になりますけれども、畜産なんかでもいろいろご意見と

いいますかお話を聞くんですが、果樹でも同様にこの主業経営に大体が収れんされてきて

おるという特性から、現実の世界では、このせっかくの経営資源を次世代に継承していく

というシステムなり、ルールが、果樹園地という農場を、せっかく立派なものにつくり上

げたんだけれども、残念ながらそれを次世代につなげないという事態も生じている。人的

な意味合いですね。そういうことも点々と聞くんですね。これは大変長年にわたっての投

資が無に帰するといいますか、こういうことでありますから、ぜひそういうものについて

もこの際考えておかなきゃいかんことじゃないかというふうに思います。

以上でありいます。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

江草委員お願いします。

○江草委員 私も松本委員とまったく同じことを今考えておりまして、国が食料自給率5

0％と言っている中で、平成32年度の消費の生産数量目標が１年間で41キログラムという

のはどうなんだろうかと、これが生産数量予測であるならばこの数字でもよいんでしょう

が、目標の数値としてこれを掲げられたら、ちょっとこうモチベーションが下がるのでは

ないかと、と申しますのも平成５年から統計を取り始めた食料自給表で見ますと、40％前

後を変わらずいっていて、なおかつ今後10年間も同じ感じでいくのかという印象をどうし

ても受けてしまいますので、ちょっとまず疑問に思いました。毎日くだもの200グラム運

動を展開しておきながら、32年度も41キログラムなのかな、いいのかなということはちょ

っと率直に感じたところです。

それから、毎日くだもの200グラム運動ですが、もう認知ということでは行きわたって

いるというアンケート結果も出ていましたので、普及啓発というところから次のステップ

にいかないといけない時期なのだろうということは強く感じています。パンフレットや冊

子を作成して無作為に配ることですとか、絵画コンクールということが本当に正しいのか

どうか、もう次にいってよいのだろうなと。

その次のステップということになりますと、200グラム運動の本来の目的になります、

果物が嗜好品という位置づけから脱却して、毎日200グラム食べる人をつくっていくとい

うとこになってくると思うんですね。

そこで食育ということと絡んできまして、200グラム運動の実働部隊、果物普及啓発協

議会が今食育の出前授業などを行っているようでして、よい取り組みだと思いますが、い
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かんせん全国区で展開するには、まだまだマンパワーも足りないと思いますし、１回きり

の食育というのはきっかけづくりとしてはいいのかもしれないんですが、なかなか人づく

りまでつながっていかないということが課題として上げられますので、いかに本当に食べ

る人をつくっていくのかというところまで踏み込んだことが、運動として必要なんだろう

と感じます。

この５ページで例が３つほど書かれていますけれども、企業だったり、学校現場だった

り、若い人だったりという、こういう具体的な例をたくさん出していって、現場が動きや

すいようにしてあげないといけないと思います。

それから、いつも果物をなぜ食べないのかという理由で、皮をむくのが面倒くさいとい

うことが常々出てきますので、ここももう一歩踏み込んで、次もしアンケートとるときが

ありましたら、面倒くさいのは皮がむけないから面倒くさいのか、むけないから面倒くさ

いという人が多いのであれば、むける人をつくっていくということも食育の中に盛り込ん

でいかなければ、面倒くさいが面倒くさいのまま、まったく動かない状況になるのだと思

います。

もう１点ですが、今回現地調査を２カ所させていただきまして、大変農業の置かれてい

る厳しい現状を目の当たりにしたのと同時に、技術力の高さですとか、日本の果物の品質

のすばらしさというのも改めて強く思いました。その２カ所ともそうだったんですけど、

お弁当と仕出しといただいた中で、産地に行っているはずなのに、出てきた果物が輸入品

だったということは非常に残念でして、これが現状だと思うんですね。青森や広島に限っ

たことではなくて、やはり地域をもっと取り込んで、旅行会社なども取り込んで、やっぱ

り地域の食材は地域で出せるように何とかならないものかと思います。

また、青森で、私生まれてもう、あんなにおいしいジュースとは飲んだことはないとい

う、密閉搾りのあのジュースを飲ませていただきまして、あのジュースがつい先日、岡山

のとある大手のスーパーで売られていたんですね。びっくりしまして、青森フェアと打た

れていたんですが、あの私にとっては幻のジュースが１缶115円ぐらいで販売されていま

して、えっと絶句したんです。これがということで。

先ほど川田委員もおっしゃったように、売り方が下手なんですね。そのジュースがポン

と置かれていて、私はあの価値を知っていますから驚いたんですが、普通にお買い物され

ている方にはまったくその価値が伝わっていない。せっかく６次化でつくっていいものを

つくるんでしたら、価値が伝わるコミュニケーションというところも含めて、考えていか
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なければもったいないという気が常々しています。

以上です。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

実は、私この委員にさせていただいてから、会う人に、くだもの200グラム運動って知

っていますかって聞いてるんですけれども、今まで知っていると言われた方に実は会った

ことがなくて、学校とか、それぞれの地域で何かそういうアナウンスがあるんでしょうけ

れども、もう少し果物を食べたら健康にいいとか、その効用もアピールしていただいたほ

うがいいんではないかなと思います。確かに果物はおいしいんですけれども、ただおっし

ゃるようにむくのが面倒くさいとかと思われている方もおられるようです。

この間も結婚したばかりの方に聞いたところ、奥様のほうは小さいときからりんごをむ

くのが自分の役目だったので、家でずっとりんごをむいていた。ご主人はむいたものを食

べていて、むいてカットしていて食べれるようになっていれば食べるけれども、そうでな

いと食べないと、わざわざ食べないと、でもあったら幾らでも食べると。

ですから小学校のときに10歳前後からは、刃物を持てるので、そのときに家庭でも学校

でも、自分でむくというような習慣が大切じゃないんじゃないかなというふうに思ってお

ります。

あと、冨永委員にほうから何かございますでしょうか。

○冨永委員 私、ミャンマーにしか最近行かないんですが、ミャンマーでさえ、中国のも

のがすごく入ってきていて、果物も入ってきているんですね。かんきつ類はミャンマーで

もできますのでいろいろあります。でもミャンマーでさえ、その最低賃金が、東南アジア

で一番低いミャンマーでさえちょっと上のレベルの方は、中国のものは怖くて買えないと。

ですから、そこにもし輸出するとしたら、日本のちゃんとした生産的に監視した中でや

られているということを売りにするしか、価格的にはとてもかないませんので、そういう

ことがあるかなとすごく思います。

それと、くだもの200運動ですけれども、きょうも新聞に載っていましたけど、若い人

の25％は朝食を食べないと、お昼はどうせとんかつのようなちょっと割と脂っこいものか、

おそばですよね。ですから朝、駅なかでジュースを飲んでいこうと、朝何も食べなくても

牛乳かジュースを飲もうという運動をやって、そこでフレッシュジュース、季節に応じた

フレッシュジュースを供給するように、駅なかに直販ショップみたいなのをつくるのが一

つの手、東京ではですね。田舎は別として、東京ではそういう手があるかなあと思います。
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それから食育はやはり、小さいときに食べさせないといけないので、お母さん方を教育

すると同時に、給食に先ほどおっしゃったように、ジュースにまわす前に、ふぞろいでい

いから、福士さんが開発なさったような、皮ごと食べられるりんごを、もう少し安くなっ

たら給食に出す、という運動をするしかないかなあと思います。

私、放送大学にくだもの200グラム運動のパンフレットを置いといたら、あっという間

になくなるんですが、そういうことに興味を持っていらっしゃる方はやはり中高年の方で、

若い方は持ってませんよね。だから若い、20歳代、30歳代、実際私も仕事をしていると、

朝ゆっくり果物をむく暇ないということもありますので、そういう方にはおいしいジュー

スをということかなと思います。

以上です。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

どうぞ、はい。

○浦野委員 今ずっとお話聞いていて、大変いい意見も多いんですね。私、企業系の立場

から見ていますとね、そうはいっても本当に今からが大変だなというとことがあるんです

けれども、別に脅かすわけではないんですけども、自戒も含めてきちんとしておきたいな

と思うんですね。

一つは、付加価値つけるという話がいろんなところに出てくるんですけれども、付加価

値というのは、つけたら付加価値というんじゃないんですよね、相手があって、相手が需

要してくれて、その価値をですね。それで初めて付加価値というわけでありまして、そう

いう意味では、この基本計画のほうも、今日も果樹の話も、一方的に付加価値という言葉

を使っているだけなんですね。そこをどうしていくかと、そこが６次産業化の肝になると

ころだと思うんですね。

一つだけ気になるのが６次産業化がどちらかといえば、今まで１次産業にいる方が２次

産業、３次産業に進出していくという視点で書かれていて、もちろん川田さんとこ含めて、

そういうふうに立派にやっておられる方がいらっしゃるので、それはそれでよろしいんで

すけれども、全体がそうはなかなかいかない。

要は、ここはむしろ農商工連携という言葉にあるように、既存の２次産業、３次産業と

いかにコラボレーションができるかといった、そこを考えていかないと、この６次産業化

というのを１次産業の方々が、２次、３次っていうふうに考えちゃうと、非常に幅の狭い

ものになるし、ノウハウだってあんまりないと思うんですね。この辺のところは少し考え
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どころだなと。

それから、先ほど江草さんのほうから、地産地消みたいなことに絡んで話がありました

けれども、ここも抜本的に私は考え方を変える必要があって、今までの地産地消というの

は、単にその地域で採れたものを食べましょうみたいなんで終わっているんですけれども、

これをそうじゃないというふうにしておくと、地域の中の自給ということを徹底的に分析

しなきゃいけませんよね。

例えば今私どもは鹿児島で始めているんですが、鹿児島地域の中で外食産業、産業給食、

学校給食、そういった食数が一体どのぐらいありますか。そこで実際使われている原材料

って何がありますか。で、見てみると、いや半分以上はやっぱり鹿児島以外から、北海道

とか、いろんなところから持ってくる。そういった物が鹿児島地域でつくれませんか、と

いうふうに考え方を変えてかないと、今まではつくったものを、つくりっぱなしです、言

ってみればね。つくったものをつくりっぱなしでマーケットに出すだけです。

そうじゃなくて、地域の需要を本当に見たときに、自分たちが今までつくってないけど、

その農地でできるものがありやしないかと、そういういわゆる受注生産的に、南九州なら、

南九州地域ぐらいの地域で考えていくと、初めてそこに地産地消の接点ができて、これは

例えば、物流コストもほとんどかからないですよね、北海道から何か持って来るよりは。

そんなふうに、地産地消というものを拡大解釈して考えていく。

その際には、全産業ですね、まさに農商工連携ということが非常に役立ってくるので、

私は今この社内の中では、地域の中で受注農業みたいなことがどこまで可能なのかという

ことを、一回２次産業、３次産業一緒になってやってみようということを言ってますので、

ぜひ、この付加価値つけて６次産業化というのは、口で言うのは簡単だけれども、ものす

ごい難しい。我々企業が何度もチャレンジしながら、そんなに成功するものではないので、

それだけの覚悟を決めて、ぜひ我々産業界も一生懸命やりますので、１次産業の方々もコ

ラボレーションをぜひお願いしたいというふうに思う次第です。

○甲斐沼部会長 ありがとうございました。はい、どうぞ。

○松本（香）委員 この23ページの戸別所得補償制度の中に、野菜や果樹については、恒

常的に販売価格が生産費を下回っている状況にはないと考えられると書いてありますけれ

ども、私たち生産者とすれば、家族労働のコストを換算できないっていう状況にあると思

うんです。それを抜きにして恒常的に下回っている状況にはないっていうふうに考えられ

ているんではないかという感じはします。
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これが企業であれば、全部労働賃金というものがコストに換算されるわけですけれども、

農業というのはそういうふうには、なっておりませんので、それを考えれば恒常的に下回

っているといっても過言ではないというふうに思いますので、そこら辺のことをやはり将

来戸別補償制度が実施されるならば、考えていただきたいと思います。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

何かご意見ありますか。

○佐々木政務官 途中、遅参してきて、途中からのお話でありまして、いろいろ参考にな

る意見たくさんいただいて、大変私自身もいろいろ参考にさせていただけたというふうに

思っております。

一番最後のお話ですが、実は、いわゆる生産費の話ですけれども、今年から本格的にあ

らゆる分野において生産費調査っていうのは実施するんですけれども、生産費のまだまだ

整っていないところがだいぶたくさんありまして、特に果樹で言うと、永年作物ですから、

採れない期間があって、それを全体にこうやってどうやって１年分のコストに割り返すん

だという、こういうシステムがまだでき上がっておりませんので、それでなかなか戸別所

得補償の同じシステムでは難しいと言っているのは、15年なり、20年なりのコストを採れ

ない期間も含めて１年分ずつに割り返していかなければならないという宿命を持っていま

すね、果樹の場合は。そういうことで同じ仕組みではいかないかもしれないと言っている

のと。

もう一つは、農業というか、一般の土地利用型の普通の農業もそうですが、所得という

のはイコール家族労賃ですから。ほかにはありません。それより上にいっちゃったら完璧

な利益でありますけれども、所得といった場合には、ほとんど家族労賃をどこまで見合っ

ているかというところを、どこまで補えることができるのかというのが、我々が今計算を

させていただいているところでありまして、認識はありますが、非常に果樹の場合は難し

いというところは一つ、今それを仕組みを今年の生産費調査の中で、つくり上げていかな

きゃならない大きな課題であります。

所得補償のめり張り必要だというのは、僕も同じような考え方持ってまして、これ見せ

てもらって、言っていることは全然間違いでないけれども、めり張りがやっぱり少ないね

という話は僕もさせていただいていたんですが、いつまでにやるかということも、いずれ

皆さん方のご論議も踏まえて、我々も考えていかなければいけないというふうに思ってお

りますが。
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中山間の直接支払いと、所得補償というのは、やっぱり僕はリンクできないと思ってい

るんです。これは所得補償をするときに、直接支払いですね、直接支払いをするときに、

住んでいていただくことに対する対価と、なりわい、業を通じて守られている部分とは、

別にしなければ、同じ仕組みの中に入れてしまうとかえってあいまいな政策になってしま

いますので、住んでいただいていることに対する対価というのは、中山間とか農地・水・

環境とかいうような、やっぱり直接的な支払い方をしていくことがいいのではないかと。

業というなりわいを通じて例えば環境が守られたり、安全性が守られたりというようなと

ころは、それは所得補償を何らかの形で考えていく必要があるんではないか。

そのときに、大変いいご提言だったと思うんですが、我々の中でも保険方式というのを、

これは考えていく必要があるんだろうというふうに思っております。

ただ、災害保険と収入保険というのはこれはちょっと違いますので、要するに一つのマ

スの災害によって、狭まった部分を災害補償というもので戻していくっていうのと、価格

がどんと下がったからその分を埋めていくっていう保険と、この横縦の関係で言うと少し

違うものですから、これもまた、同じ仕組みの中に入れることは、むしろちょっとかえっ

てあいまいにしてしまうので、それは災害保険は災害保険、それから収入保険方式をもし

とるとすれば、収入保険は収入保険というような、これも２つの仕組みにしたほうがむし

ろすっきりするのではないか、もし検討、まだそこまで約束はできませんけど、そういう

ことの参考にしてもし検討するとすれば、そういうことではないかというふうに思ってお

ります。

で、６次産業については、我々も試行錯誤してようやく法案を出すところまで来たばか

りですから、中身についてまだまだ十分だと我々自身も思っているわけではありません。

果樹の場合に、二つやっぱり特徴的だというのは、一つはご指摘もあったように、永年

作物だっていうところと、無収入の時期があるというところの特性が一つあるのと、もう

一つは果樹農家の皆様方に怒られてというか、誤解をされては困るんですが、食生活の向

上とともにふえてきたというのが、果樹と肉なわけですよね。

だから、なければあした死ぬというところから始まってないというところがもう一つ特

徴的だと思うんですね。ただ、アメリカやヨーロッパのように野菜をとるのが日本ほど多

くない地域は、繊維質をやっぱり果樹でとってますから、向こうは日本よりはかなり消費

する。日本では野菜でも繊維質をとっているもんですから、そういう意味で言うと、やっ

ぱり６次化による、もちろん単体のままたくさん食べていただくことはもちろんなんです
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が、６次化によるやっぱり拡大というものを同時に我々としても応援をしていく仕組みが

必要なのかなと思っております。

自給率の話の中で、生産の目標が小さすぎる、あるいは少し減っているというお話があ

りました。これは土地利用型でも同じようなものが指摘をいろいろいただいてますが、量

と面積で拡大するという時代的にいうと、なかなかそういう時期ではなくなっていると思

うんですね。

ですから、所得でどうやってふやしていくのかということを、我々は今度の基本計画の

中でも随分検討させていだいたんですが、所得全体をふやしていく、面積をとにかくどん

どんふやしていくというような、あるいは量をどんどんふやしていくというなところだけ

で、所得を求めていく時代ではないのかもしれないというようなことで、そのことも同時

に考えていこうかなというふうに、今思っているところであります。

担い手のことについては、まさに農業全体に言えることでありまして、今何かあるのか

と聞いたら、ソフト事業で多少、労働力調整システム構築とか、担い手支援とかいうのが

多少あるようでありますが、そんなのでは全然不満なんだろうというふうに思いますので、

その点も全体で考えていく形かと思います。

地産地消の話がありましたが、今、域内自給というのは地域によっては出しているとこ

ろは、九州が今取り組んでおられるというお話がありましたが、北海道なんかも、僕北海

道ですけど、やっぱりやってまして、域内自給というのを出している地域もありますが、

身土不二という言葉がありますが、今、身土不二の域内は、昔は一里四方といったそうで

すが、なかなか今一里四方で全部まかなうという、それは多少広がっているんだろうと思

いますけれども、その考え方はこれ日本の文化ですから、やっぱりそういうことも必要だ

と思いますし、農商工連携とはこれはリンクしています、６次産業は。

今まである農商工連携、あるいは過疎法、それから山村振興法、それから離島振興法、

こういった法律が幾つかあって、それ全体を見たときにまだ埋めきれていないところがあ

ると、その隙間とそれから農業側から見た部分を、もう一つ足そうという発想ですから、

これをやるからほかが使えないとかいうことではなくて、むしろ６次産業化というものを

ワンストップサービスにして、それは農商工連携の法律を使ったほうが有利ですよとか、

あるいはそれは過疎法を使ったほうが有利ですよということを、むしろ整理してあげると

いうような機能をぜひ持たせたいということで、今検討していただいてますので、そんな

仕組みでやっていきたいなというふうに思っております。
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いろいろたくさんご意見いただきましたこと、ぜひ我々もしっかり検討させていただき

たいというふうに思っております。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

引き続きまだもう少しお時間ございますので、何かご意見ありますでしょうか。

先ほど川田委員のほうから、論点について、その果樹方針の論点について、やはりめり

張りが必要ではないかというようなこともお話がございましたけれども、どういうところ

にめり張りをつけていったらいいかご意見がありますか。一番大切なのは経営の安定化と

いうことです。

では、どうしたら経営が安定するか。需要を維持拡大するということと、供給体制をち

ゃんとするというようなお話、幾つかいただきましたけれども、その中で次世代にどうや

ってバトンタッチするか、樹木を育てて収入につながるまで何年もかかるので、若者が参

入して、明日からお金になるというものではないんで、その辺のバトンタッチの仕組みと

いうのをきっちり書き込んでいく必要もあるように思うんですけれども。

どういったところをめり張りをつけたらよいか、何かご意見ありますか。ほかの意見で

もよろしいんですけれども、はい、川田委員のほう、よろしいですか。

○川田委員 めり張りという中で、先ほど政務官のほうも若干触れたんですけど、実は所

得っていうのは何かといったときに、先ほどの松本さんの話もあるわけですが、要は再生

産というのは、通常経営でも皆同じなんですけど、可処分所得が幾らあって、利益が幾ら

発生するかということが、次の農業生産につながっていくということから、考えますと、

やはりここは所得目標というのもございますし、金額というとこら辺の、やっぱり可処分

所得の向上というような、そろそろ、先ほどありました数量的拡大という問題もあったわ

けですが、金額的なベースでの拡大とそれからもう一つは、それにかかわっていく農家の

いわゆる可処分所得の向上、再生産の継続と、やっぱりこの辺がもう少し表に出てもそろ

そろいいのかなと。

どうしても中期計画でいう中で生産目標幾らにしようという論点もあるわけですが、し

かしながらそれを担う人が減ってきたんでは、またそれが継続可能でなければ、今後なか

なか新しい後継者も出てこないという観点から、やはり所得と、所得も経営的な再生産が

可能になるところの、いわゆる所得というとこら辺がそろそろうたわれてもいいのかなと、

いう感じがしています。

もう１点は、やはりここのところずっと、流通対策にも関係するわけなんですけれども、
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やはりデフレなんですよね。特に果物関係はここほとんどずっと、かなり長い間デフレで

来ております。またその中でいわゆる資源関係ですとか、資材関係の高騰等、その辺のコ

ストの吸収もいわゆる生産段階でやってきた経緯もございます。

そういった意味からすると、何とかデフレからの脱却といいますか、やはりその辺があ

る程度解決していかないと、先ほどあった可処分所得のところにまで、なかなかつながっ

ていかないのではなかろうかなという、この２点くらいを何か若干織り込んでいけたらな

という感じがしています。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

どなたかほかに。はい、どうぞ。

○松本（香）委員 後継者に経営を移譲するときに、やはり考えるのはもう消費がふえさ

えすれば、本当に収入もふえるわけで、生産目標を毎年策定されていますけれども、生産

目標を減らすことなく、消費拡大をするという、これに尽きるのではないかという感じが

します。消費量をふやすという、小さいことですけれども、例えば現在、地元で例えばジ

ュースを生搾りで飲ませようというようなことが、保健所の許可がおりなかったりとか、

そういう規制がすごくあります。

ですから、そういうところから、規制を緩和してもらうとか、そういったことを通じて、

地元でも消費をふやす、消費地でももちろん消費量をふやしていただくというような、そ

ういうことをやっていかなければ、消費量はふえませんし、価格も高くなりませんし、後

継者も育たないということになりますので、そういった横の連携といいますか、保健所関

係のそういったことにも注目していただきたいなと思います。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

私も生搾りは保健所の認可がおりないというのは、ちょっと今初めて知ったんですけれ

ども、以前ウィーンに住んでいたことがあって、牛乳が冷蔵庫に入れていても三日目ぐら

いにはもう、腐って酸っぱくなっていました。日本だと結構長いこと持つので、基準が違

うのかなと思いました。

ただしすごくおいしいんですよ、牛乳。１日しか持たないことを、みんなも知っている

んですよね、それを納得で毎日買っています。ですから、そういう出したものが何日も持

たないというのも、ある程度みんなが意識すれば、それなりに変えていけるのかなと思う

んですが、その辺は行政の方とまた一体となって取り組んでいただければ、確かに生搾り

のほうがおいしいし。
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○松本（香）委員 販売はだめだけれども、試飲はできるというような、消費者の立場か

らすれば、同じ飲むことだから一緒じゃないかという感じがするんですけれども、そうい

った理解できない面もありますので、そういったことも考えていただけたらと思います。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

ほかに何かご意見ございますでしょうか。

あと、本日欠席されている委員から何かご意見いただいているということですので、事

務局のほうからご紹介願いますでしょうか。

○井内参事官 本日ご欠席の平田委員と、冨士委員のご意見をペーパーでいただいており

ますので、そのまま読み上げさせていただきたいと思います。

平田委員からのご意見でございます。平成32年に自給率50％を目指す我が国において、

果実自給率37％、これ平成17年カロリーベース、はあまりに低すぎます。原因はもうから

ないからであり、政策的な支援が求められるということで、６項目ございますが、１とし

て、消費が多様化している中で大規模産地側のみを目指すのではなく、多様な形態を支え

る政策が必要である。

２番として、政策の視点を再生産可能な利益が確保できる点に置くべきである。

３、果樹は直売や観光での消費が増加する中で、市場流通を充実させるためにも流通改

革が求められる。

４、果樹栽培は、多額の設備投資が必要であり、健全経営に至るまでに長い年月を要す

るなど、現状では新規就農が極めて厳しくなっており、手厚い国の支援は欠かせない。

５、経営を継続できない生産者が急増しており、貴重な生産資源を遅滞なく継承するシ

ステムが早急に求められる。

６、安心・安全な果実生産や加工対応生産、省力化生産技術がおくれており、国レベル

で育種を中心とした研究の充実が求められる。

以上が、平田委員からのご意見でございます。

それから、冨士委員からのご意見でございます。

大きく３項目に分かれておりまして、１として、経営安定の確保を図る対策。丸が３つ

ありまして、１つ目の丸で、果樹経営は販売価格が低迷する一方、生産コストは増嵩を続

けており、家族労働費を評価すればコスト割れの状態にあるが、多様な品目、品種、栽培

形態があり、需給と価格形成にそれぞれ特色のある果樹については、戸別所得補償制度の

仕組みとは異なる考え方のもとに、経営所得対策を構築することが必要ではないか。
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２つ目であります。生鮮果実が国内生産の大宗を占めている中、加工仕向けへの適切な

調整と需要のふえている果実加工品の国産シェアを拡大するため、加工原料果実の安定供

給を可能とする加工向けの経営安定対策と、生果の需給調整としての加工向け対策をあわ

せて講じることが果実全体の需給と価格の安定、ひいては果樹農家の経営安定につながる

のではないか。

３つ目です。そうした対策を措置した上で、果樹経営全体としての収入保険的な経営安

定対策を検討すべきではないか。

大きな２番として、生産基盤対策です。その中の１つ目の丸。果樹産地における労働力

の高齢化不足に対応した担い手の育成、労働力調整、園地流動化の促進による優良園地の

集積、園地整備、省力的な栽培技術や品種改良の充実強化が引き続き必要である。

２つ目、果樹経営支援対策を充実強化し、産地の実態に即した生産基盤整備を推進する

とともに、集出荷施設等の更新を支援するなど、生産性向上を図る対策の強化が必要であ

る。また、加工原料果実の安定的供給や生産者手取り確保のため、流通コスト削減への支

援強化が必要である。

３番としまして、需要拡大対策。２つ丸がありまして、１つ目の丸として、生産スタイ

ルの変化に即して、生果の少量売り、カット売り、ばら売り、果実加工品などが伸びてい

ることを踏まえた、消費拡大対策の充実強化が必要である。

２つ目として、店頭等で国産を原料とした商品を選択できるよう果実加工品の原料、原

産地表示を義務化することが必要である。

以上が冨士委員のご意見でございました。

以上です。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

事務局のほうから何か、ご質問は特になかったんですけれども。

○事務局 自給率の関係ですね、340万トンのお話、委員の方からご意見出たわけでござ

いますが、この点に関しまして、審議会、食料・農業・農村基本計画の中に入ってない情

報ということでございますけれども、平成20年で生産量が341万トンございます。自給率

で見てみますと、41％ということなんですが、生食用の果実については、63％、加工用が

12％でございます。大きくここに差がございます。

平成32年度の340万トンの内訳としましては、自給率41％なんですが、生食用を73％、

これ10％アップするという目標でございます。加工用については13％、これは１％アップ
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ということでございます。

トータルの自給率が41％で変わらないという原因は、加工仕向け、加工の消費量がふえ

ているということでございます。これトレンドで申しますと、大体120％ぐらいになって

くるということでございます。

その一方、国内の加工需要は、実は加工仕向け量がどんどん減ってきている状況にござ

います。ここを、何とか加工のほうに向けられるものは向けて、さらに生食用の果物につ

いて、自給率を10％上げようということがこの裏にありますので、その点も含めて次回、

丁寧に説明していきたいと考えております。

よろしくお願いいたします。

○甲斐沼部会長 どうもありがとうございました。

加工用についても、何か先ほど密閉搾りとかいう非常においしいジュースができるとい

うような話ですので、そういった販売促進も含めて、もう少し加工用も13％と言わず、ふ

えるような形で検討していただければ、国内の自給率もふえるので、ぜひお願いしたいと

思います。

それではきょう貴重なご意見をいただきまして、佐々木政務官にもご出席いただき、大

変貴重な議論ができたと思います。どうもありがとうございました。

次回は、本日の意見を踏まえ基本方針の本文案について議論できればと思っております

ので、引き続きよろしくお願いいたします。

○井内参事官 本日は、長時間にわたり議論いただきまして、ありがとうございました。

本日の議事録につきましては、後日委員の皆様にご確認いただいた上で、農林水産省のホ

ームページに記載したいと考えております。よろしくお願いいたします。

また、次回の果樹部会の開催日時につきましては、委員の皆様の都合を確認し、改めて

ご案内申し上げることといたしますので、よろしくお願いいたします。

以上でございますけれども、何かご質問等ございますでしょうか、よろしいでしょうか。

それでは本日はありがとうございました。

午前１１時５４分 閉会


