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                  会場：農林水産省 講堂 

 

 

 

議 事 次 第 

 

 １．開 会 

 

 ２．平成26年度食料・農業・農村白書（案）について 

 

 ３．閉 会 

 

【配付資料一覧】 

 議事次第 

 配付資料一覧 

 企画部会委員名簿 

 

 資料１      平成26年度食料・農業・農村白書 概要（案） 

 資料２      平成26年度食料・農業・農村の動向（案）【非公表】 

 資料２（別添１） 特集２ 新たな食料・農業・農村基本計画【非公表】 

 資料２（別添２） 主な分野横断的テーマ・インデックス【非公表】 

 資料３      平成27年度食料・農業・農村施策（案）【非公表】 
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午前１０時２８分 開会 

○政策課長 定刻少し前でございますが、ただいまから食料・農業・農村政策審議会企画

部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらず、雨の中、ご参集をいただき、

誠にありがとうございます。 

 本日は、藤井雄一郎委員、松永委員、三石委員及び山内委員が所用によりご欠席となっ

ております。藻谷委員が遅れてご出席されると伺っております。 

 現時点での出席委員数が13名でございまして、食料・農業・農村政策審議会令の規定に

よる定足数を満たしていることをご報告させていただきます。 

 なお、本日の企画部会は公開されております。 

 それでは、この後の司会は中嶋企画部会長にお願いをいたします。よろしくお願いいた

します。 

○中嶋部会長 中嶋でございます。本日、ちょっと風邪を引いてしまいまして声の具合が

悪いので、お聞きづらい点があるかと思います。申し訳ございません。よろしくお願いい

たします。 

 本日の会議は12時までの予定で、議題は「平成26年度食料・農業・農村白書（案）」で

す。よろしくお願いいたします。 

 本日は、中川農林水産大臣政務官にご出席いただいておりますので、ご挨拶をいただき

たいと思います。中川大臣政務官、よろしくお願いいたします。 

○中川大臣政務官 おはようございます。大臣政務官の中川郁子でございます。食料・農

業・農村政策審議会企画部会の開催に当たりまして、一言挨拶とお礼を申し上げたいと思

います。 

 委員の皆様方におかれましては、日頃より農林水産行政に対しまして格別なるご高配を

いただいておりますことを心からお礼を申し上げ、また本日はお忙しいところ本会議にご

出席を賜りますことを深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 昨年度３月31日のことでございますけれども、本企画部会でご議論をいただきました新

たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定をいたしました。委員の皆様方のご尽力に対し

まして、重ねてお礼を申し上げる次第でございます。 

 今日、ご審議をいただく食料・農業・農村白書は、食料・農業・農村基本法に基づきま

して食料・農業及び農村の動向に関します報告として毎年国会に提出をしているものでご
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ざいます。本企画部会では、これまで構成案、骨子案をお示しさせていただいたところで

ございまして、今回は新たな食料・農業・農村基本計画の内容を追加いたしました本文案

を提示させていただくことになっております。 

 委員の皆様方におかれましては忌憚のないご議論を頂戴し、本白書を通じて我が国の食

料・農業・農村に関します国民的な関心と期待、そして理解が一層深まることを期待いた

しまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 今、中川大臣政務官からもご指摘いただきましたけれども、基本計画が閣議決定されま

した。これにつきましては、委員の皆様、それから地方意見交換会にご参加の関係の皆様

にも大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 また、検証作業から最後の確定に至るまで、農林水産省の担当部署の皆様、それから事

務局の皆様のご尽力にも心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 それでは、議事に移る前に配付資料の確認等について事務局からお願いいたします。 

○政策課長 カメラの方はここで退室をお願いいたしまして、配付資料の確認をさせてい

ただきます。 

 お手元の配付資料一覧でございます。 

 資料１が白書の概要（案）でございます。資料２が「平成26年度食料・農業・農村の動

向（案）」ということで分厚い「非公表」と書いてあるものでございます。資料２の括弧

の別添１が特集２ということで「新たな食料・農業・農村基本計画」、これも非公表、資

料２のもう一つが別添２ということで「主な分野横断的テーマ・インデックス」、これも

非公表、資料３が「平成27年度食料・農業・農村施策（案）」で、これも「非公表」と書

いてございます。 

 ここで非公表とさせていただいている趣旨でございますけれども、本日のご議論なり、

その後の情勢の変化を踏まえまして、閣議決定までの間に内容が変更される可能性がある

ということでございますので、資料２、別添及び資料３につきましては、今日の時点では

非公表とさせていただきますので、あらかじめご了承を願います。 

 ご確認をいただきまして、不足している資料がございましたら審議の途中でも結構でご

ざいますので、お近くの事務局員までお声がけをお願いいたします。 

 また、この会議の議事録は、会議の終了後、委員の皆様方にご確認をいただいた上で農

林水産省のホームページに掲載して公表させていただきますので、ご協力をお願いいたし
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ます。 

 以上です。 

○中嶋部会長 それでは、本日の議題に入りたいと思います。「平成26年度食料・農業・

農村白書（案）」についてご審議いただきたいと思います。 

 それでは、事務局からご説明をお願いいたします。 

○情報分析室長 それでは、資料のご説明をさせていただきます。 

 本日の資料は概要とあと本体及び別添がございます。本体のほうは分厚いボリュームの

あるものになっておりますので、概要版を中心に前回にご説明した骨子案からの変更点に

ポイントを置きながら全体的な説明をさせていただきまして、必要に応じて本文をご参照

いただく形で進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず概要版をおめくりいただきまして、目次でございます。 

 ここは、これまでお示ししたとおり、特集としまして「人口減少社会における農村の活

性化」と今回定められました「新たな食料・農業・農村基本計画」、この２つでございま

す。 

 それから、第１章、第２章、第３章と食料・農業・農村の各章についての動向を記述し

ております。また、第４章としまして、東日本大震災からの復旧・復興というのを１章設

けております。 

 最後に「平成27年度食料・農業・農村施策」の構成ということで、こちらは資料３のほ

うになっております。 

 では、１ページおめくりいただきまして、まず特集１でございます。 

 我が国におきまして、高齢化の進行や人口減少の状況にある中で地方創生が大きなテー

マになっているところで、今回の「田園回帰」をキーワードとしまして、農村においてさ

まざまな課題に取り組んでおられる方々の紹介をさせていただいております。 

 本文においては、これまでになく事例を多く取り上げまして詳しく記述しております。

本白書にこのような特集を組み込むということによりまして、少しでも農村の魅力ですと

か頑張っている姿というものを伝えられればと考えております。 

 続きまして、特集２でございますが、新たな食料・農業・農村基本計画でございます。

２ページの下段につきましては、企画部会、本審議会でも提示されました基本計画の全体

像というものを概要として示しております。 

 また、続きまして次の３ページ、４ページでございます。こちらがその中の基本計画の
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ポイントとして白書として取り出したものでございます。 

 ３ページでは、食料自給率目標ということで供給熱量ベース、生産額ベース、それから

飼料自給率の目標を記述しております。 

 また、その下では、今回策定されました新たな食料自給力指標についての説明というこ

とをしております。本文のほうでは考え方等も示して、なるべく丁寧に白書でも記載して

おります。 

 続きまして、４ページでございますが、こちらは農地の見通しと確保と、農業構造の展

望で、担い手の将来の姿と担い手の農地の利用面積を高めていくといったことの説明をし

ております。 

 また、その下では農業経営等の展望で、農業経営モデル、地域戦略の例示等について説

明をしております。 

 続きまして５ページでございます。 

 こちらからは、第１章の食料の章となっております。 

 ５ページの上段では世界の食料需給の動向、下段では食料安全保障の確立に向けた取組

で、不測の事態に備えて主要農林水産物の供給に影響を与えるリスクの洗い出し等、26年

度に取り組んだことを掲載しております。 

 また、６ページでございますが、農産物貿易交渉の状況について現況を書いています。 

 その下の食料自給率の動向につきましては、25年度までの実績等を記述しております。 

 次の７ページでございます。食料消費の動向と食育の推進でございます。 

 こちらでは、食料消費の動向としまして、単身世帯が将来的にも増えていくこと、食料

支出割合を見ますと、特に単身世帯では加工食品に支出する割合が増えていくことを記述

しております。 

 その下は食育の推進、「和食」の保護・継承です。こちらにおきましては食育の推進に

つきましては、日本型食生活の推進や農林漁業体験を進めていくこと、「和食」の保護・

継承につきましては、ユネスコの無形文化遺産登録を受けての活動をご紹介しております。 

 また、日本型食生活とユネスコで登録されました「和食」につきましては、本文の用語

解説、後ろのほうについておりますけれども、こちらのほうでもそれぞれの言葉の説明と

いうのもきっちり書くという形で追加してございます。 

 ８ページでございますが、食の安全と消費者の信頼確保でございます。 

 こちらは、前回藤井雄一郎委員から農場ＨＡＣＣＰについてもぜひ記述してほしいとい
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うご意見をいただきまして、概要でも農場ＨＡＣＣＰの取組の紹介と、その下に我が国の

畜産物の安全の確保についてということで、生産段階から消費段階までフードチェーン全

体の安全の確保についての取組という図を記載しております。 

 続きまして、９ページでございます。動植物防疫の取組でございます。 

 こちらは動植物防疫の取組、下段では食品表示基準の制定について記述しております。

食品表示基準につきましては、この４月から制度が動き出したということでございます。 

 10ページ目でございます。食品産業の動向でございますが、こちらは上段で食品産業の

動向として国内生産額の推移、ここは余り大きく伸びていないということで、新たな需要

としまして介護食品の取組、それから海外への取組ということでグローバル・フードバリ

ューチェーン等のご説明をしております。 

 その下段につきましては、食品ロスの課題につきまして記述をしております。 

 それとあわせまして、基本計画の意見交換会の中で先進的な取組としてございました徳

島県の移動スーパーのとくし丸の事例を追加して紹介しております。 

 11ページでございます。６次産業化の推進でございます。 

 こちらでは、総合化事業計画の認定状況とあわせまして、どういった農産物が対象とな

っているかといった記述を追加しております。 

 また、地理的表示、ＧＩにつきましてもここで記述しておりますが、地理的表示の施行

は６月以降と聞いております。 

 下段につきましては、日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進でございます。 

 平成26年の農林水産物・食品の輸出が6,000億円を超えたということと輸出戦略をもっ

て進めているといったこと、来月５月から開催されますミラノ国際博覧会、こちら食がテ

ーマになっておりますけれども、こちらの記述をしております。 

 続きまして、12ページから第２章の農業の章でございます。 

 12ページでは、まず農地の集積・集約化について農地中間管理機構が動き出したこと、

下段では担い手の動向で年齢、階層別に見ますと、農業就業者数が非常にアンバランスな

状態であること、また法人経営体の数が増加傾向にあることを記述しております。 

 また、13ページでございますが、そういった中で新規就農者が定着されているのが１万

人程度で、新規就農者数の推移ですとか、各地で行われている新規就農者を支援する取組

を紹介しております。 

 その下では女性農業者の活躍推進で、「農業女子プロジェクト」等の取組について紹介
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をしております。 

 また、経営所得安定対策、また米政策改革の推進についても昨年の施策につきましてご

説明をしております。 

 14ページでございますが、担い手へ農地を集めていく上でも重要となっております農業

生産基盤の整備・保全で、それらの取組について記述しております。 

 その下では生産・流通システムの革新というところで次世代施設園芸導入の状況、ロボ

ット技術やＩＣＴを活用した新たな農業の取組ということでスマート農業につきましても

記述いたしております。 

 また、15ページからは主要農産物の生産等の動向となっております。こちらでは、米、

小麦・大豆、野菜・果実等につきまして、それぞれの生産の状況等につきまして記述して

おります。米につきましては、特に飼料用米の取組の内容を記述しております。 

 また、（４）の花き・茶のところでは、花き振興法が昨年施行されましたけれども、お

茶振興法もございますので、あわせて記述しております。 

 17ページでございます。畜産物でございますが、こちらは畜種別の飼養戸数等の規模が

大きくなっている状況とともに、こちらも前回藤井雄一郎委員から指摘のありました畜産

クラスターのイメージ図をつけております。 

 また、あわせて酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針も策定されておりま

すので、記述しております。 

 18ページでございますが、研究・技術開発の推進でございます。 

 こちらで生産現場までスムーズにつないでいける研究が重要で、農林水産研究基本計画

が、基本計画とあわせて策定されておりますので紹介をしております。 

 その下では環境保全を重視した農業生産の推進で「有機農業の推進に関する基本的な方

針」が昨年４月にできており、有機農業面積シェアを増やしていくという方針について記

述しております。 

 また、環境関係では気候変動への適応策についても本文で記述しております。 

 19ページでございますが、農業を支える農業関連団体でございます。 

 農業協同組合の組織数につきましては、３月31日に公表されました総合農協統計表にお

ける数という形で修正をしております。 

 第３章、農村の章でございます。 

 20ページでは、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮というところで、昨年度から
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始まりました多面的機能支払の概要を説明しております。 

 下段では鳥獣被害対策の推進というところで、引き続きまだ大きい被害をもたらしてお

ります野生鳥獣による被害の記述、対策等を関係省庁とも連携して取り組んでいることを

記述しております。 

 21ページでございますが、再生可能エネルギーの推進でございます。 

 こちらでは、再生可能エネルギーの活用を地域内の経済循環につないでいくことが重要

であるとの記述をしております。 

 その下の都市と農村の共生・対流というところで、１つは農業と観光の連携の話でござ

います。 

 また、子供の農村体験が重要であること、農作業が身体・精神にいい影響があるといっ

たことがありまして、障害者の雇用によります福祉農園等の取組等も紹介をしております。 

 22ページでございますが、都市農業の振興ということで、都市農業の多様な役割、防災

空間として重要であることの記述をしております。 

 23ページからは第４章東日本大震災からの復旧・復興の取組でございます。 

 復旧・復興の進みぐあいの説明とあわせまして、本文のほうでは復旧できていない農地

等の残っている課題についても記述しております。 

 24ページの原発事故の影響と復旧・復興に向けた取組でございますが、こちらでは福島

県川俣町でのトルコギキョウの出荷再開や、検査をしっかりやって、基準値を超えるもの

が非常に少ないといった話ですとか、あと大きい問題でございます風評対策、こちらにつ

いての取組について紹介するとともに、最後に主な輸出先国の輸入規制措置緩和・撤廃の

動きということで緩和された内容とあわせて引き続き輸入停止措置等を行っている国につ

いても記述しております。 

 25ページでございますが、こちらでは「平成27年度食料・農業・農村施策」の構成を掲

載しております。 

 これが新たな基本計画の構成にあわせて27年度に講じようとする施策として取りまとめ

ているもので、具体的な内容は資料３という形になります。 

 また、資料２の別添１が特集２で先ほど概要でざっと説明をいたしましたが、最終的に

は本文に入るというところで、本日は、印刷の都合で別冊になっておりますけれども、基

本計画の取りまとめをしたものでございます。 

 また、別添２で主な分野横断的テーマ・インデックスをつけてございます。これは、も
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のによりましては複数の章とか節にまたがるような事象がございますので、あとからいろ

いろ使うのに便利になりますようにと思いまして、このような複数のところにまたがるも

のについて一目で索引として役立つということを考えて、横串を刺す索引として使えるよ

う検討しているものでございます。 

 白書の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局からご説明いただいた点につきまして、委員の皆さんからご意見、ご質

問をいただきたいと思います。 

 二、三人ごとに事務局よりご返答いただくような形で進めたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、どなたからでも結構でございますが、いかがでございましょうか。 

 それでは、小泉委員お願いいたします。 

○小泉委員 日本農業の一番の大きな解決すべき問題の一つは、生産ももちろんそうなの

ですが、流通が非常に弱いなという感じがします。農産物を農家がつくって、それを一体

どこでどういうふうにして機能的に売るかという、そういう流通ということをよく考えた

ときに、実は非常に大きな市場として考えられているのが道の駅というのがありますよね。

それから、直売所というのがありますけれども、これなんかもう１兆円近い売り上げを示

しているというようなことで、非常に有望な、地産地消ももちろんそうですけれども、食

の安心・安全という観点から見ても、つくった人の目も顔も見られるし、そういうことで

この白書を見ると道の駅とか直売所とかという消費者に直結する、そういうところがちょ

っと欠けていて、私も部会のときにその話は時々したんですけれども、そのあたりはどう

かということが１つと。 

 それからいま一つ、この間の部会でもお話ししたのですが、農産物を生産するというこ

とをよく考えて、もちろん、消費も考えなきゃならないけれども備蓄ということを。将来

の日本の農産物、例えば、米がいっぱいできても、それをどんどんと備蓄していって、今

は冷凍なり冷蔵の技術というのはもう非常に高いわけですから、緊急の場合、万一の場合

に備えて農産物の備蓄というのは将来どう考えているか。 

 この２つについてお伺いします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 
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 それでは、武内委員お願いいたします。 

○武内委員 武内です。 

 最近、ちょっとこの会に出ていなかったのですけれども、前回藤井さんからＨＡＣＣＰ

や畜産クラスター、非常に重要だというご指摘があり、それを入れていただいたというの

はとてもありがたいと思います。私は畜産部会長をやっておりますので、そういう点でこ

の白書の議論の中にこれが入ったということは大変ありがたいと思っております。 

 この白書の特徴を私評価してみますと、１つには多様な農業のあり方をベースにして議

論をしているというか、ある１つの方向だけに農業の方向性というのを決めていないとい

うところが私は大変大事じゃないかと思っております。あるところでは量的拡大を、しか

し、あるところではむしろ質的な充実をという、そういうことのバランスの中に全体とし

て日本の農業の将来というのがあるということになるんじゃないかと思っております。 

 もう一つは、対外的なアピールの仕方ということに関しても、かなりはっきりしてきた

ように思います。海外の農産物と比べると、安全・安心であるというふうなことの定着と

いうのは皆さんそういうことで非常に認識をされておりますし、それから何よりも国際化

のときに同じものを売っていくんじゃなくて、日本らしいものを売っていくということに

よって日本の農産物の競争力を高めていくというような観点がかなり出てきていて、それ

とミラノのＥＸＰＯあたりの話が今結びついてきているということで、私全体としてはこ

れは大変高く評価したいと思います。 

 その上で何点か申し上げたいことがございます。 

 最近、私は農村に行くと非常に気になるのが山林や農地をかなり周辺の景観と不調和な

形で再生可能エネルギーの開発に供しているという。先日も石川県のある島に行ってまい

りましたが、それがいろいろなところに出て、大変貴重な農村の風景と齟齬を来している

という。 

 私は、知り合いにイタリアの最大手の再生可能エネルギーの会社のＣＥＯがいるんです

けれども、その会社の場合は、特に農村の風景との調和ということを非常に重視しており

ます。ただ単にいわゆる見かけ上の調和だけではなくて、例えばソーラーパネルを高くし

て、その下で家畜を放牧するというふうな、いわば農業にも利するような、そういう格好

になっているというふうなことが非常に特徴だったわけですけれども、そういうことに対

する配慮もさることながら、もう少し農業を補完する手法として今位置づけていただいて

いるので、もうちょっと積極的に農村の価値の創造、あるいは価値を損なわないというこ
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とを前提に新たな価値を創造していくというような方向に少し議論がされるといいなとい

うふうに思っております。 

 それから、防災についての議論、国土強靱化の議論がございました。３月に仙台で国連

世界防災会議というのが開催されました。その中で１つ出た議論としては、いわゆるハー

ドで防災をするということにとどまらず、もう少し生態系を生かして災害を減じるという

手法がより積極的にとられるべきではないかという議論がございました。 

 私もその一環としてお話をさせていただいたんですが、そういう中で水田を初めとする

農地の持っている防災・減災機能というのは昔から言われているわけで、せっかくこうい

うところにそういうことを書かれるのであれば、ため池なんかをより強固なものにすると

いうような記載がありますけれども、それはそれでいいと思いますけれども、それだけで

はなくて、従来は農業・農村の多面的機能というふうに言われていたものに類することだ

と思いますけれども、そういう点を強調されたらいいんじゃないかなと思っております。 

 それからもう一つ、鳥獣害の話がございましたけれども、これも私前にちょっと小泉先

生もお話しされて、私もそれは非常に大事だというふうにお話をしたと思うんですが、環

境省的に言うと、それでどうやって管理をするかという話なんですが、やはり農水省です

から、それをうまく食の文化につなげていくような話というのはもっとあっていいのかな

という、特に北海道の鹿なんかの場合には、本当に調理をきちんとすればいい食材になる

ということは皆さんご存じだと思うんです。そういう点をいわば裏腹の関係としてもうち

ょっと記載をしていただくと、もっとこの話がよくなるんじゃないかなということで意見

を申し上げました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかにもう一方、いかがでしょうか。 

 それでは、山口委員お願いいたします。 

○山口委員 ありがとうございます。 

 全体としてグラフや写真やイメージ図などが非常に多用されていて読みやすいし、親し

みやすい白書になっていると思います。 

 それから、冒頭のご説明にもありましたけれども、具体的事例が非常に多く掲載をされ

ていますので、そういう意味では実践的に役立ちそうな気がいたします。 

 基本計画のこの場での論議の過程の中で、いわば論点は出尽くしたと思いますので、こ
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の白書、あるいは基本計画を実効ある実践に結びつけていくために、言わずもがなで恐縮

でありますが、３点ほど触れたいと思います。 

 １点目は、省庁間、地方自治体、官民の連携についてであります。特に食育とか観光と

か６次産業化とか、こうした領域は関連部門、組織の連携化がいわば成否を分けるという

ことがあると思います。 

 例えば、最近観光庁の指示のもとで、インバウンドのいわゆるゴールデンルート集中か

ら地方観光への波及効果を生み出すための周遊ルート検討会がスタートしていますけれど

も、このテーマというのは経産省、あるいは農水省も関連テーマと予算枠を持っているは

ずでありますが、ぜひそういう意味で連動、合流をしてほしいと思います。 

 昨日の新聞だと思いますが、食品廃棄物に関して経産省が産業界と取り組む記事が出て

おりました。これなんかもやはり連携の実践が行われているのかと思いますが、より必要

だというように思います。 

 それから、２点目に節目でのフォローアップについてであります。自給率とか６次産業

化を初め、主要な数値目標については、当然節目での要因分析を含めて、いわゆるＰＤＣ

Ａサイクルの徹底をするというのは当然でありますけれども、さらにそういう数値化をし

にくいもの、技術開発であったり６次産業化の総合事業化であったり、あるいは最後に申

し上げましたが飼料米等、そういったものは数値レビューだけでは、なかなか議論し尽く

しがたいテーマだと思います。こういうテーマについてもぜひ節目でのフォローアップを

お願いしたいと思います。 

 それから３点目は、私は食品産業の分野に属しておりますけれども、一言で言うと、食

品産業部分がやや……。もうちょっとウエートが上がってもいいのではないかと思ってお

ります。６次産業化というのは、結局１次産業だけではなく、２次、３次と連動しながら

融合して、いわば競争力を上げていく、あるいは輸出力を上げていくということだと思い

ます。それの数値目標もあるわけであります。そういう中で食品産業がいわば経産省から

の産業という立場からだけではなくて、改めて農業等々の関連でもってウエートを増して

いるわけでありまして、だからこそ６次産業という言葉が出てきたのだろうと思います。

そういう意味で、もう少し食品産業のウエートは上がっていいのではないかと思います。 

 以上、３点です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは一旦ここで区切りまして、事務局からご返答をいただきたいと思います。 
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○情報分析室長 ありがとうございます。 

 まず、道の駅、直売所の取扱いでございますが、本体のほうになりますが、道の駅につ

きましては67ページの「地産地消の推進」のところで記述しております。ここで事例とし

まして、道の駅等を使って女性の方が頑張っておられる姿の紹介をさせていただいており

ます。 

 特集１の最初に出ている四万十の話も道の駅を舞台にした話になっております。 

 また、65ページの「総合化事業計画認定件数」も直売所を含むという形になっておりま

す。 

 ただ、書き方が十分かどうかというのは確かにございますが、いろいろな紹介をしてお

ります。 

 また、再生可能エネルギーのあり方等につきましては160ページで、農業の補完的な役

割として農村の地域資源を活用した再エネのあり方につきましては、農山漁村における再

生可能エネルギーの活用ということで記述をさせていただいているところでございます。 

 また、防災機能につきましては151ページになりますけれども、これはずっと使われて

きている図でございますが、農業等の多面的機能ということで、この中で洪水防止機能等

については、これまでも記述していますし、今後も重要な点としていろいろな役割がある

という認識で記述してまいります。 

 あと鳥獣害対策というところでございますが、もちろん、食肉の利用もございます。

159ページの事例でございますけれども、ジビエということで、捕ったものを利用してブ

ランド化による地域活性化にまでつなげていく動きの事例も出しておりますし、158ペー

ジの最後のところでございますけれども、使い方につきましての安全性の確保の取組の推

進も紹介をさせていただいております。 

 また、山口委員からございましたインバウンド。これは概要のほうでもご説明しました

けれども、観光との連携ということで取組について記述させていただいております。 

○食料安全保障課長 食料安全保障課長でございます。 

 小泉先生からありました備蓄についてでございますけれども、そもそも基本法におきま

して食料の安定供給というのは極めて重要ということで、国内農業生産の増大を図ること

を基本として輸入と備蓄を適正に組み合わせると、こういう形になってございます。 

 今回の白書におきましても、本文のほうの27ページでございますけれども、食料安全保

障の取組の１つということで「食料等の備蓄の取組」の現状を記載させていただいてござ
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います。米、それから食糧用小麦、飼料穀物の備蓄水準について記載をさせていただいて

ございます。 

 先般決定いただきました基本計画におきましても、引き続き適切な備蓄水準を確保する

ということが書かれておりますので、それに沿って対応させていただくというふうに考え

てございます。 

○食料産業局政策評価審議官 食料産業局でございます。 

 小泉委員ご指摘の道の駅等は、官房のほうからご説明あったところです。特に、特集の

ところで道の駅を運営している側だけでなく、そちらに物を提供する生産側の視点からも

かなり詳しく書いていただいているということで書き込ませていただいていると思ってご

ざいます。 

 それから、山口委員のほうから省庁連携ということのご指摘がございましたけれども、

これも私どものみならずですけれども、例えば、６次産業化にしても輸出にしても食文化

の発信にしても、全てそういった枠組みを、推進母体をつくるときには各省庁の皆さん、

関係するところには参加していただくといったこともやらせていただいております。適宜

記述もさせていただいていると思います。 

 それから、食品産業の位置づけということでございます。これは、基本計画のところで

も相当前書きのところから含めて農業と食品産業が車の両輪であるといったことの記述か

ら書かせていただいたと思いますけれども、今回の白書では、57ページ以降で「食品産業

の動向」というところで、ここも農業と同様に食生活の実現等に重要な役割を担うといっ

た形で書かせていただいてございます。分量の問題はございますけれども、同様の発想で

書かせていただいているというふうに承知してございます。 

○政策課長 それから、山口委員から節目でのフォローアップということのご指摘をいた

だきました。私どもといたしましても、この白書、特に来年の白書は新しい基本計画のも

とでの１回目の白書ということになりますので、白書を活用するということももちろんそ

の他さまざまな機会がございますので、節目節目でフォローアップをしていくようにした

いと思います。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 もう一点。 

○環境政策課長 環境政策課ですけれども、武内先生からいただきました生態系を活用し

た防災・減災の関係ですけれども、今、情報分析室長のほうからお話がありましたように、

14 



大きな資料２の152ページには一般的なこれまでの評価というものが出ているんですけれ

ども、先生がおっしゃいました生態系と防災、生態系を活用した防災・減災機能というの

につきましては、今いろいろと議論がなされているところだと承知しております。十分に

そこの部分が書き込めるかどうかというのは、まだはっきりとしない面がございますので、

今のところはこういうところかなというふうに考えております。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、再び委員からのご質問をいただきたいと思います。 

 小林委員、お願いいたします。 

○小林委員 ありがとうございます。 

 本件の内容につきましては違和感ありませんし、これでよろしいかと思いますが、その

上で少し３点お願いしておきたいと思います。 

 まず最初は、11ページの輸出の促進のところで6,117億円になりましたという、この数

字そのものはすばらしいことだと思いますけれども、この３年間、4,400から5,500、

6,100と非常にいい形で増えているわけでありまして、この辺の分析をぜひお願いしたい。

どんな商品がどの仕向け国で動いているんだと。その辺の延長で、これから２年、３年、

５年をやっていけば、１兆とか、あるいは２兆という数字が見えてくる。そんな気がいた

しますので、この辺の分析を３年のデータがあるわけですから徹底的にお願いしたいとい

うふうにまず思います。 

 それと今触れましたように、内容そのものは全く違和感ないんですけれども、せっかく

ですので。 

 我々、結構民間ですと、エグゼクティブサマリーのようなものを必ずつくりまして、最

初のページにぱっと見たらわかるように、例えば重要な政策課題に関して、これはうまく

いっているぞということで、これは平成26年まだまだだったねということを非常に簡単に

サマライズして、それが多分メディアでそのままいけるようなぐらいの内容でぱっといけ

ばいいなと。全てもちろん重要な施策、課題ではあるんですけれども、その中でもとりわ

け、例えばそれこそ集約化がどうなったとか担い手がどうなったとか輸出がどうなったと

か、何かのポイントございますよね。それに関してもっともっとフォーカスして、逆に言

うと、農水省さんはもっと自慢して、これはうまくいっているぞということを言えばいい

と思うんです。 

 一方で、これはまだ課題なんで、来年にキャリーオーバーしたなというのが、その辺に
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関してもう少しわかりやすく今後してもらったほうがいいんじゃないのかなという気がい

たします。 

 ３点目に、先ほどの山口委員の意見とも非常に近いんですけれども、今回基本計画をつ

くったわけでありまして、これはある意味では中期経営計画という感じなんです。中期経

営計画をつくったら、必ずそれに附随して必要なのは短期経営計画なんです。だから、毎

年何をやるんだということを、これをどのように、公表するしないとか、それはいろいろ

な取扱いの仕方があるんで、それは余り早計なことは言えませんけれども、少なくとも今

年何をやりましょう、この基本計画に対してということだけは、できるだけ早い段階でや

っていただいておいて、それが期末の白書につながるという、そのときまたレビューする

ＰＤＣＡ、それはぜひお願いしたいなというふうに思います。 

 くどいようですけれども、毎年毎年何をやるんだということに関して、それは短期的と

言われるかもわかりませんが、少なくとも基本計画やるために、まず第一歩何やるんだ、

第二歩何やるんだという議論はぜひ深めていただきたい。そういうお願いをしておきます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、伊藤委員お願いいたします。 

○伊藤委員 ありがとうございました。 

 内容の部分は、白書を全て読んだわけじゃありませんのであれですけれども、１つ、第

１章の４節のところ、「食の安全と消費者の信頼確保」ということで、さまざまなテーマ

が議論されていますけれども、食の安心・安全ということに関しては、もちろん安全を確

保するということは大事なんですけれども、安心という、いわゆるエモーショナルな部分

というのがあって、ここについては流通業者、あるいは生産者のほうが最善の努力を図る

とともに、消費者の方たちの冷静な判断、あるいはマスコミ等の冷静な判断ということが

非常に大事で、ここのところがなくては安心という部分についてはなかなか確保できない

ということだと思いますんで、そういったことの記述がちょっとないのかなという感じが

しましたので、ひとつお願いします。 

 それともう一つ、白書そのものについてなんですけれども、ここの白書、発行部数どの

ぐらいなのかなと思って調べたら１万7,600部というふうに何か出ていましたけれども、

それぐらいだと。もちろん、これは政府としてのオフィシャルなものであり、ただ非常に

重要な日本の農業、食料の問題についての本当に骨格になるものだと思います。これをた

だ大事な問題だからこそ国民的な議論にしていくためには、もっとわかりやすい表現をし
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たものをつくるということは非常に大事で、確か以前にもそういった挿絵をつくっていら

っしゃるというのは確認しておるんですけれども、そこをより充実させていく。 

 今回もインデックスというところでテーマ別のインデックスを設けていただいたという

ことは非常に評価できると思っていますし、そういったものと、あるいはＦＡＱみたいな

ものです。本当に国民が何でなんだろうと思うことに対して答えられるというふうなもの

をつくるということは必要なのかなと。せっかくつくった、これだけの膨大な情報をきち

んと活用されるというふうなことをぜひ念頭に置いてやっていただきたいということ。 

 最後に、今小林委員がおっしゃった中長期目標に対して短期のことということは本当に

私も同感で、企業経営やっているときに、そこがないとだめですし、そのときに我々がや

るのはＫＰＩ。長期目標に対して今短期的にはこれがやっていれば達成しているよねとい

う、最終数値の達成まではいかないけれども、こういう行動をするということによってと

いうＫＰＩを設けるのは通常ですので、そういったこともご検討いただければというふう

に思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、生源寺委員お願いいたします。 

○生源寺委員 久々にこういう草稿の段階の白書の案に目を通すことができまして、充実

した中身になっているなというふうに感じた次第です。 

 ただちょっと気になった点が幾つかありまして、少し工夫していただく余地があるので

はないかなというふうに思いました。 

 １つは、先ほど小林委員が食品の輸出の伸びについて分析が必要というお話がありまし

たけれども、その意味では、これは本体の非公表のほうで72ページに表１－７－１という

のがあるんですけれども、要は、これは国と品目と輸出の額を平成25年と26年についてざ

っと並べているんですけれども、これを見ても何をこの表によって伝えたいかということ

がどうもうまく理解できないようなところがありまして、もう少し何か分析的なことが考

えられるんではないかなというふうに思いました。それが１つです。これは食料の問題で

す。 

 農業については、これは中身について特に異論があるということではないんですけれど

も、少し表現ぶりに工夫が必要かなと、改善できるんではないかなというふうに感じたと

ころがありまして、まず84ページの一番上に「担い手が利用する農地面積を全農地面積の
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８割」という部分がございます。これは構造展望なんかでも明示されていることですので、

また私自身こういう方向は基本法に沿った形でということで全く異論はないんですけれど

も、ただ、ここの書きぶりが「成長産業化していくためには、全農地面積の８割に引き上

げていくことが必要です」とあるんですが、これはロジカルにはどうも何かちょっとひっ

かかるなという感じがいたします。 

 ８割にいけば成長産業化していくというように読めるような気もいたしますし、ここは

もう少し素直に構造展望的に全農地面積の８割に引き上げていくことを目標としていると。

「成長産業化」という言葉と必ずしもつなげる必要はないんではないかというふうに思い

ます。 

 なぜこんなことを申し上げるかというと、もう一つ115ページ、ここに「米の生産コス

ト削減に向けた取組の推進」という部分があります。生産コスト削減に向けた取組につい

ても、私は全く異存がないんですけれども、これは日本再興戦略の掲げている目標が引用

されていて、それをもとに、じゃ何をしていくんだということが書かれているわけです。 

 これはお気づきの方もおられるかと思いますけれども、再興戦略の目標の掲げ方がある

意味では非常に奇妙なものになっているんです。ここにあるように、「担い手の米の生産

コストを、現状の全国平均から４割削減する」と。この現状の全国平均というのは全生産

者の平均というふうに読めるわけですから、担い手のコストの目標と、それから基準が全

生産者という形でちょっとずれている感じがあるんです。これは客観的にそういう目標に

なってしまっていますので、これはもうしようがないんですけれども、問題はその後の、

じゃどうするかというところで、基本的には多分２つあるんだろうと思います。 

 １つは、担い手、これの定義も企画部会での議論である程度きちんとしたものになって

いるわけですけれども、担い手のコストをさらに引き下げるという、こういう要素です。

これは技術的にもまだまだ余地があるということかと思います。 

 そのことと、担い手に農地を集積することによって担い手の比率が上がり、全体のコス

トが下がると。この２段階のことがあるんですけれども、再興戦略の目標自体がやや奇妙

な格好になっていることもあって、どうもそこの２つの部分が混在してしまっているよう

な、あるいは明確に意識されていないような書きぶりになっているんではないかというこ

とです。 

 さっと読めば何のことなく読めてしまうんですけれども、こういう問題に常日頃から目

を向けている人間にはやや気になるところがございます。 
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 それから３番目、農村の部分ですけれども、これは特に具体的に指摘することはないん

ですけれども、全体を見ておりまして、先ほど食品産業の部分の記述をもう少しというお

話もございましたけれども、逆に農村の部分のウエートがやや小さいなという印象がござ

います。これは例えば昨年度もそうですけれども、環境保全の部分が農村のところに一部

入っていることとか、あるいは今は多面的機能支払と言われている農地・水保全管理、こ

れは実は２章の農業農村整備の部分と実はかなり密接な関係にあるんですけれども、こち

らに持ってきているんです。持ってきているんですけれども、それでもかなりウエートが

小さいという印象があります。 

 これは、今年は増田寛也さんたちのレポートとか、それに対する「農山村は消滅しな

い」という議論があって、農村の問題というのはかなり注目を集めているところだと思い

ますので、今回はもちろん無理だということは承知でありますけれども、次回は農業セン

サス、あるいは集落調査なんかの成果も利用できると思いますので、もう少し農村の部分

の書きぶりを充実させていく方向を考えていただきたいなというふうに感じました。 

 あと表記のぶれもちょこちょこあります。実は昔かなり、事前のものを読んだんですけ

れども、そのときに比べますと随分減っているなというふうに思いましたけれども、漢字

の表記とそうじゃない表記が混在しているとか幾つかあります。これは後で私のメモを残

しておきたいと思います。 

 それから最後に１つ、これも本当に細かなことで恐縮ですけれども、いろいろな現場で

活躍されている方の事例、あるいは非常に先駆的な取組について写真入りで入っているわ

けです。それで、文章のほうは「○○さん」と書かれているんですけれども、写真のとこ

ろは全部「○○氏」と書かれているんです。ですから、写真のところも「○○さん」でい

いんではないかということであります。 

 随分つまらないことを申し上げました。以上であります。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、また再びここで一旦切りまして、事務局からご返答をいただきたいと思いま

す。 

○食料産業局政策評価審議官 食料産業局でございます。 

 小林委員から輸出についてもう少し分析が必要ではないかとのご指摘、あと、生源寺委

員からも表の分析が必要ではないかとのご指摘がございました。これは後で官房のほうか

ら補足していただきたいと思いますけれども、輸出に関しては、もちろん分析がとても大
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事であるという認識のもとに、輸出額のところは、71ページから一定の分析を品目別なり、

あるいは輸出、国の地域別とか、そういった分析はさせていただいているんですけれども、

これはもうこの１ページでとどめてございます。あとは、実際に数ページ後ろに書いてご

ざいます輸出の実行体制において、戦略実行委員会の中にそれぞれの部会とかテーマ別の

部会とかあって、まさにそういうところにおいて実際にデータをもとにどこに課題がある

かといった分析を実際に進めていただいているところでございます。 

 それから、次の76ページにも、そういったことを踏まえて輸出環境課題レポートという

のを、これは毎年度まとめていくということで、その分析をもとにどういった課題がある

かといったことを書いていくといった、実態ベースではこういった形で進めさせていただ

きたいなというふうに考えてございます。 

○政策課長 小林委員から先ほどの山口委員のご意見とも関連をして、ＫＰＩ的なものの

評価をしっかりやって、それをわかりやすくＰＲするべきというご指摘をいただきました。

工夫をしたいと思います。 

 それから小林委員、さらには伊藤委員から毎年度短期的な視点で見て何をやるのかとい

うことも大切ではないかというお話をいただきました。役所のカレンダー的に申し上げま

すと、８月の末までに概算要求、翌年度の予算の要求を取りまとめて財務省との調整が始

まるという節目がございます。予算要求に関係するものについては、その節目でまたステ

ークホルダーの方々とも議論をしながら進めていくということになりますが、そうでない

ものについても、それぞれの部署で議論をし、政策としてまとめていく作業を進めていか

ないといけないと思っております。今後気をつけて進めていきたいと思います。 

○消費・安全局審議官 消費・安全局でございます。 

 伊藤委員のほうから食の安全・安心につきまして、特に安心というエモーショナルな部

分について、消費者、マスコミを含めてとの対話といいますか、理解が必須だと。私ども

も全くそのとおりだと考えてございます。 

 特に昨今は、食の安全を脅かすようなさまざまな事件・事故が起こっておりますので、

そういった際にも常に意識をしていることでございます。 

 白書の中では、ずばりという記載ではないんですけれども、44ページ、45ページ辺りに

「食品の安全性の向上に向けた取組」という中で、特に国民との間でのリスクコミュニケ

ーション、こういった取組が大事だということで情報提供ですとかセミナーの開催等々を

通じてこういうリスク、消費者、あるいはマスコミとの対話、理解を深める取組について
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記載がございますので、引き続きこういった取組をしっかり続けてまいりたいというふう

に思ってございます。 

○情報分析室長 あと白書を今後の外部等に対してどう説明していくかといったことにつ

いては、表記の工夫等をしていきたいと思っております。 

 また、子供向けの白書ということで、ジュニア白書というのも、これは小学生向けでご

ざいますので抜粋したものを作成しております。 

 またＦＡＱ等いろいろ工夫も重ねながら、ホームページ等でもより活用していただける

ような形を工夫していきたいと考えております。 

○生産局生産振興審議官 生産局です。 

 米の生産コスト削減のところについて生源寺委員から。ここのところは、そういう点で

は再興戦略に書いてあるのが１パラ目なんですけれども、２パラ目、私どもとして考えて

おりますのは、イネの作付規模が大きくなっていくのに従って、だんだん下がるのは減っ

てくるんですけれども、コストは下がっていくと。そういうことで、そういう担い手が大

きいほうがコストが下がっていくので、そこへ農地集積ということと、もう一つそれが分

散をしていると効率が上がらないので、面的に集まった形で書こうというのが２つ目。 

 それから、そういう状態で大規模経営に合った省力技術を入れることでコストを下げる、

それから資材費を下げるという、こういう取組が重要ということで、どちらかというと、

担い手にどれだけ集めるというよりはコストを下げていく稲作のそこの手法について、こ

このところで整理をして実は書かせていただいたという我々としては認識でおります。 

 なので、この２つのことがといううちの、そういう点では我々としてはコスト下げるほ

うの、要は手法なり取組についてここのページは整理をさせていただいたという認識です

が、ややわかりにくい部分があるという点は、表現については工夫ができるかどうかはも

う一度考えてみたいと思います。 

○経営局審議官 経営局でございます。 

 84ページの農地中間管理機構のところの今後10年間で担い手が利用する面積を全農地面

積の８割に引き上げていく。これも生源寺先生のご指摘でございますが、我々は常日頃、

最近こういう言い方をしてきているところがございますが、今ご指摘いただいたところに

よると、確かに「ためには」というところの目的といいますか、かなり広い中で、こうい

うこの８割引き上げれば達成するんだというように読めるような形はちょっと変えたほう

がいいのかなというふうに思いますので、またその表現ぶりについては検討させていただ
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きます。 

○農村振興局次長 あと生源寺先生のほうから農村の記述が少ないということがありまし

たけれども、これは正直申し上げれば、冒頭に特集というような形で「人口減少社会にお

ける農村の活性化」というようなところでかなりの記述をここに割いておりますので、今

回は特にそうなったというようなこともあろうかと思います。 

 それにつきましては、今回政府全体の取組として地方創生本部のもとでいろいろな施策

も今私ども打ち出しておりますので、そういうような施策の充実を図って、今回入るかど

うかは別にしましても、次回以降、またいろいろな形で検討していきたいというふうに思

います。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、引き続き委員の方々から。 

 藤井委員、その後松本委員お願いいたします。 

○藤井（千）委員 ２点意見を述べます。 

 まず１点目、特集についてですけれども、特集１について、これは基本計画の問題意識

というのが人口減とグローバル化への対応というふうに認識していますので、これを受け

るような形で特集１のテーマとして「人口減少社会における農村の活性化」を取り上げた

ことは非常によかったかなと思います。 

 いろいろな具体例も示されていますけれども、ただ本編の14ページに「（６）農村の活

性化に向けた施策の推進」という、いろいろな取組を受ける形で施策の推進が書かれてい

ますけれども、この下から４行目、前半のほうは総合戦略のことを書かれているんですけ

れども、その下のほうのは、ちょっと農水省として腰が引けているというか、一歩下がっ

たというか、というような受けとめができるかなと思いますので、ここを国としても

─人口減少の対策というのは、単に田園回帰とかということだけではとても解決する

問題ではないのですので、施策を集中し、強力に継続的に進めるという何か強いメッセー

ジを込めたらどうかなと。ちょっと行数も余っているみたいですし、もうちょっとここを

メッセージを込めたほうがいいと思います。何かこれは受けとめたときに、すとんと来な

い。もうちょっと弱いかなという気がします。 

 それに関連してですけれども、この概要の１ページ目の下の黄色い四角囲みの２つ目の

丸、「農村では、女性や外部人材等の能力を活かした」云々かんぬんとありますけれども、

ここはやはり女性、「基幹的農業従事者の４割強を占める女性農業者や外部人材等」とい
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うふうにして。女性というと、何か─私もですけれども、農業をやったことないけれ

ども、やはり女性農業者が４割強、基幹的農業従事者がいて、その人たちの活躍できる環

境をつくるというのがとても大きなテーマだと思いますので、そこはきちんと書き込んで

いただきたいと思います。 

 ちなみに、こちらのほうの本編のほうでは５ページにあるんですけれども、そこの書き

方が５ページの（３）の上から３行目、ここは「外部人材や女性等の」と書いてあります

ので、やはり女性を先にしていただきたい。女性農業者というところを先にしていただき

たいと思います。１点注文です。 

 それから２つ目は、概要版の21ページの３つ目の丸の「農作業を行うことによる健康の

維持・増進の効果等に着目し、障害者等の身体機能の向上」。これは「身体機能」じゃな

くて「心身」だと思うんです。身体機能と心の両方だと思うので、これは「心身」とした

ほうがいいんじゃないでしょうか。 

 それと、この３つ目の丸は、これは農業の多面的機能の中の新たな視点として組み込ん

だほうがいいのではないかなと思います。この障害者というところは、「都市と農村の共

生・対流」とはちょっと違うのかなという気がします。 

 というのも、本編の中の、先ほどよく使われると言われた151ページの多面的機能の図

の中を見ますと、例えば「文化の伝承機能」とか、それから「保健・レクリエーション機

能」というのが入っていますので、そういう多面的機能ではないかなと、そういう位置づ

けのほうがわかりやすいのかなと。交流とかグリーン・ツーリズムとかというよりもいい

のかなと思いますので、この多面的機能に「保健・レク機能」、それから「心身能力機能

の向上」とか、何かそういうふうなことをして新たな視点にしたらいかがかなというふう

に思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、松本委員お願いいたします。 

○松本委員 全体としては、よくまとめていただいておるというふうにまず評価した上で、

１点だけ申し上げたいと思います。 

 先ほども触れられた案件なんですが、鳥獣害問題です。概要では20ページ、それから本

文では157ページから詳細が記載されておるんですが、特に現状のところで一言、「近年

の被害額は200億前後」という記述で始まっておるんですけれども、この受けとめ方です
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よね、これ白書で見たときに。定量的にはそういうことなんでしょうけれども、一方で本

文では定性的にいいますと、被害額として数字にあらわれる以上に農村の暮らしとか、そ

ういうものに深刻な影響を与えておるという、まさにそのとおりの記述をいただいておる

んで大変正鵠を射ておると思うんです。しかし、その200億はどんな数字なんだろうと思

ったときに、イメージがです。例えば、現状の農業生産額８兆円というようなときと比べ

て、200億というのは多く見るのか、コンマの中の世界じゃないかと見るのかというメッ

セージの効果について定かじゃない。 

 現場は、前にも申し上げましたが、大変深刻な問題で、ある面では大げさに言いますと、

地域創生の先を大きく左右する事項でもあるというように思うんです。また、基本計画で

決められました将来の農地のトータル的な維持・確保という観点にも、転用よりはこちら

が大きくなる、影響度が。扱いによっては。そういう案件だというふうに思うんです。 

 これはこれで現実の姿なんでいいんですが、農水省の統計からと、一言書いてあるんで

すけれども、この200億はどういう代物なんだと。どういう積み上げなり、どういう数値

でこの200億前後だと。定かじゃないんで、きちんとした数字ならそれでいいんで、それ

はどういう結果の数字なんだということを少しつまびらかにしておいたほうがいろいろ

先々の議論をする上でいいんじゃないかという問題意識でいます。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、藻谷委員お願いいたします。 

○藻谷委員 大変長い間出ておりませんで申し訳ありません。最後に出てきまして、せっ

かくですので一言地域振興の観点から申し上げます。 

 農政という大きな本来の世界の発言はできないんですが、地域活性化を現場で手伝って

いる人間としてこれを拝見したという点からの意見、感想です。 

 地域振興という観点からすると、農林水産業及びその加工をてこに地域の人口が減らな

くなる、あるいは増えるというところまで活性化に結びつけるんだという観点から読むと

ものすごくよくできた白書で、農業に関係しない自治体の企画部門の人とかがちゃんと読

んでほしいなと。逆に農業の観点からどうなのかというのは私は評価できないんですが、

自治体の地域振興の人はぜひこれを読んでいただきたいし、ごく当然ですが、白書ですの

で、さわりしか紹介していないわけですから、自分で深掘りして勉強していただきたいと。

事例はあくまでもわかりやすくするために載っけているだけで、それを真似しろではなく
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て、その裏にあるちゃんとしたことを理解しなさいということで、特に先進地域の十勝と

かでいい例がたくさん載っているので、こういうのはぜひほかのところも北海道の真似し

てほしいと思いますが。 

 その上で地域振興という観点から短く３点申し上げます。 

 これは資料の限界があって入れないんだと思いますが、ぜひ今後、次以降に掘っていた

だけたらと思うのが59ページの食品加工業、食品産業の規模の話なんです。これは全体の

売上げ動向があるだけでも大変いいことで、この白書に通じて言えることですが、私がい

つも思っている絶対数を左下ゼロでちゃんとグラフにしてくれということをかなり意識し

て事務方の人やってくれている、変な比率でごまかさないと。大変すばらしいと思うんで

すが、資料ないんですけれども、この中でいわゆる国産農産物を使っている比率がどれぐ

らい。おそらく原材料費自体が小さいですから大した額にならないんでしょうけれども、

輸入品対国産品の比率というのは現状この程度であろう。おそらく食品産業が真面目に国

際競争していれば、そんな国産品をたくさん使っているはずはないんです。だから、現状

これぐらいなんだけれども、これを例えば１％でも増やすにはどうするかというような観

点の分析が今後できるといいなと。また、日本国としてはそういう数字はどこかで持って

おく必要があるだろう。あるいはもし国全体がない場合、どこかの都道府県が、高知県あ

たりが県産農産品と県産の加工食品の原材料の数字とかぐらいもしかしたらつくっている

かもしれません。そういうのを例えば引いてくるということで、ほかの自治体も計算して

みてはいかがですかということをやることにより、加工食品における地産地消率が増すと

いうことは、ものすごく日本の地域振興及び国全体の経済に大事だということです。それ

が１点。 

 あと２点短く申し上げます。 

 世の中全体の大きな地域振興と言わず、日本全体の制約はエネルギー制約と人口制約で

す。それで今回の白書では、エネルギーについて、こういうこともやったらどうですかと

いうことでバイオガスとか小水力といった農村特有の、ソーラーよりも、むしろ農村でで

きる、例えば、小水力もいろいろな何か農業の規制があってできないとかみんな言うんで

すけれども、そんなことはなくて白書ではちゃんとやったらいかがですかと書いています

よと。あるいは十勝のバイオガス、非常にすばらしい例、そういうふうに書いてあるんで

すが、これをぜひ27ページにある─円安でその他世界的な趨勢で資材価格が高騰してい

るんですよと27ページに的確な分析が書いてありますけれども、あと農薬、肥料、その他
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でも海外依存度高いよね。こういうのに対して、例えば十勝のバイオガスなんかは、見事

にカウンターパンチなんです。だから、別々のところに書いてあるんで読む人は気がつか

ないと思うので、後のほうとかに、こういうことは全般的な農業の海外依存度を下げるふ

うにも活用できますよと。ただ、発電して売電しているだけだと何か金もうけなんですけ

れども、そうじゃなくて、自分で使っているエネルギーを自分で自給するという方向で、

売電じゃなくて、経産省さんを煩わせるんじゃなくて農水省の中でちゃんとお金を使うん

だということを一言ぜひ後のほうの事例でも書いておいてほしいなと思うわけです。これ

がエネルギー制約に対する、実際、この分野は大きくなると思います。農村が要するに買

ってくるエネルギーへの依存度、肥料の依存度を下げることは国策上も地域振興としても

極めて重要。 

 今のはエネルギー制約。 

 最後に人口制約なんですが、これが95ページに新規就農の分析のところに非常にはっき

り出ています。なるほどと思ったんですが、皆さん新規就農者が今どんどん増えていると

いう認識の人が多いと思うんですが、95ページの上のグラフを見ますと、新規就農者、実

は減っていると。よく見ますと、若い人の新規就農は横ばいで、50歳以上の新規就農者が

ちょっと減っていますよね。注釈を見ると、震災の被災地が若干抜けている影響もあるん

ですが、過去５年ぐらい震災の影響を除くと減少ぎみであります。これはなぜなのかとい

うと、退職する人が減っているからです。どういう意味か。昭和20年代生まれの人が大量

に退職し始めて、今度30年代生まれが退職し始める人数は２割以上少ない、退職者が減っ

ていくんです。すると、新規就農、特に中高年が減るんです。この傾向はずっと続くと考

えるべきでありまして、新規就農の若い人、ブームなんだけれども増えていない。なぜか。

世の中全体が団塊の世代が退職して人手不足ですので、取り合いになるんです、介護なん

かと。 

 ということなので、せっかくみんなの目が向いているんですが、絶対数としてはなかな

か増えない傾向なんだよということがこの数字からわかりますので、流れは向いているけ

れども数として増やすのは大変だし、もっと農業の魅力を高めなきゃいけないんだという

ことがここからわかります。浮かれている場合じゃないと。私もこれは非常に勉強になり

ましたし、この次の2014年がどうなったのか大変関心があります。ぜひビビッドな統計が

あればどんどん発表していただきたい。 

 長くなりましたが、以上です。ありがとうございました。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 お時間の関係がありますので、ご発言のある方、一気に伺いたいと思います。 

 では、市川委員。 

○市川委員 充実の白書を用意していただき、本当にありがたいと思っています。この白

書がなるべく多くの方々に読まれることを希望します。 

 たくさんの方々に読まれることを前提に、消費者の立場から２点申し上げたいと思いま

す。 

 １点目は、資料２の53ページの「消費者の信頼確保に向けた取組」で、実際次の54ペー

ジ、食品表示についてです。 

 食品表示法については、この４月で施行されて、新たな食品表示基準というものが既に

これも施行されました。そういう段階で私がよくお聞きするのは、わかりやすいものを目

指したという趣旨はわかるけれども、まだまだわかりやすいという状況になっていないと

いうこと、私も含めて本当にそのように思っています。 

 そういう現状ですが、20行目の「「食品表示基準」の検討に当たっては」という、この

パラグラフを読むと、この表示基準というのが消費者、それから事業者、そしてまた実行

可能性を含めたバランスをとってわかりやすいというものを目指すという、それを方針と

するというふうに読めるんです。しかし、一番最後のパラグラフの中の結論を言うと、部

分的に安全性に関わるルールの改善、ここの改善を行いましたということですよね。 

 何を言いたいかというと、現状の食品表示基準というものがまだまだわかりやすいもの

にはほど遠い状況だというふうに認識をしています。ここのパラグラフの書きぶりについ

ては、現状はまだまだわかりにくい表示基準であることを含めて、これからはもっとさら

にわかりやすくしていくという趣旨が伝わるような書き方にしていただければと思ってい

ます。 

 それから、同じ食品表示についてのもう一つですけれども、資料３の３ページの「食品

に対する消費者の信頼の確保」というところで、ここもおなじみで何回も出てくる記述で

ございますが、加工食品の原料原産地表示についてのことが出てきます。私は、食品に対

する消費者の信頼の確保というのは、例えばＨＡＣＣＰであったりＧＡＰであったりとか、

そういうものをきちんと取り組むことで、取り組んだ結果として消費者にきちんと信頼が

確保されましたという状況で示すということが一番大事なのだと思います。加工食品の原

料原産地表示をすることによって消費者の信頼が確保できるんだというような書きぶりは、
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ミスリードを招くのではないかと思っているところです。ここは考えていただきたいと思

います。 

 それから、もう一点です。有機農業についてです。 

 資料２の141ページから142ページにかけてです。141ページの一番下の25行目のところ

に有機農業について書かれております。142ページの一番上のところで、これはよく出て

くる表現ですが、「有機農業とは、化学肥料や農薬をしないこと」と書かれているのです

が、一応前提としては、それは私もそういうふうによく書かれるというのは認識をしてお

りますが、この白書はいろいろな方に読まれるということを前提に考えると、「農薬を使

用しない」というふうに明白に書き切ってしまうと、これは誤解を招くのではないかなと

思っています。そのため、適切な表現の工夫をしていただけないでしょうかというお願い

をしたいと思います。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、香髙委員。 

○香髙委員 白書は、基本計画のこれまでの議論を明確に反映していただき、細部にわた

っていろいろ表現している。基本的に賛同したいと思います。 

 特に、資料２の別添２でつけたテーマ・インデックス、こういった発想は、政策の横串

の発想を我々にも与えてくれ、省内でもいろいろ振り返れたと思うので、今後もぜひ続け

ていただければなと思います。 

 その一例ですが、今後政策を遂行する上で非常に興味深い動きとしては、農家民泊と６

次化がある。─今後五輪などもあり外国人が日本に目を向けてくれる。この好機を捉

えてほしい。この２つの用語は、もう数年前から言われている用語です。 

 地元の方々もいろいろな試行錯誤をもう既に繰り返している。こういった施策は白書な

どに書き込むだけではなく、そして自治体任せにせずに、本省としても全国の動きなどを

細かく細かく目配りをしていただければと思います。 

 既にやり始めている政策なので、うまくいっているところといっていないところの色分

けが相当出てきていると思います。ぜひ来年の白書などに向けきめの細かい手当てをお願

いいたしたいと思います。 

 例えば、６次化。道の駅について、先ほど小泉委員も非常に有望な市場だと言われまし
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たが、多くの方がお煎餅をつくったり、ジャムをつくったりと、どこの道の駅へ行っても、

ふだん暮らしの中でそんなに食べるものじゃないようなものを一生懸命つくっていらっし

ゃる場合も多いと考えます。 

 １回切りの消費でとどまることなく継続的にファンを増やすような努力というのをどう

したらいいのか。大手企業の皆様などの知恵も拝借しながら、そういうところとの結びつ

きもぜひ役所のほうでつくっていただいて、広がりがあり、息の長い取組になるような支

援をしていただければなと思います。 

 それから、大きな課題の新規就農者の増加のところです。２万人という目標を立てるの

は非常に重要だと思いますが、問題は、入ってきてもすぐやめてしまうというような状況

をいかにつくらないかということだと思います。あるいはたとえ（ある程度）やめてしま

ったとしても、意欲のある、将来キーパーソンになり得るような人々に、いかに根づいて

もらうかというようなところに着目して、ぜひメリハリのきいた政策をしていただければ

と思います。 

 もう一点。今回の白書の冒頭の特集のところで田園回帰の動きの特集がありました。

「田園回帰」という新しい言葉は非常にしっくりくる言葉です。世に広めて、これを国民

のムーブメントにするためには、もう少し広報的にもメディアに大きく働きかけるとか、

番組とタイアップするとか、このいわゆるこの四文字熟語でいくのであれば、これを広め

る努力をしていただきたいなと思います。 

 さらに気になったのは、若者の新たなライフスタイルの動きとしての田園回帰と、それ

から定年退職者の農村への回帰を一緒に語っている点。これらを一緒にしてしまうと、こ

れまでの政策との違いというのが余り見えなくなってきてしまう。定年退職者の方々も農

村に行けば若者の部類に入ることがあるので一緒にしてしまったのだと思いますが、やは

り志向性というのは明らかに違います。ぜひ分けて政策を遂行していただければと思いま

す。 

 年金の問題もあり、一般企業では定年65歳というのが近々定着してくるのではないかと

思います。その先には70歳までＯＢ雇用みたいな、そういう世界も広がってくると思いま

す。そこまで行き着いた方々が果たして農村に帰って何ができるのかと。逆に農村側の負

担になるということもありますので、その辺のところを世の中の動きと連動させながら、

本当に力を入れるべき人、本当に訴えかける人々というのが誰かと的を絞って、世に問い

かけていただければなと思います。 
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 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、近藤委員。 

○近藤委員 今日は、ほかの省庁からもご出席をいただいておりますので特に触れたいと

思うんですが、農林水産事業のかなりの部分がほかの省庁との連携、政策の一致とか、随

分逆に増えてきていると思うんです。この辺のことが白書でもう少し見えるように、国民

に伝えるときにこういう事業はここの省庁とこういうコラボをちゃんとやっていますよと

いうことがわかるように書いていただくといいのかなというふうに思います。 

 ２点目は、食品産業と農業のあり方。ほかの委員さんもお触れになりましたけれども、

もう少しそれぞれの企業とそれぞれの地域の農業者の連携の実情がどうなっていて、今後

どういうことを目指していくのかということを、あるいはそれとの関係で輸出にどうつな

げていくのかということがもうちょっと見えればいいのかなという気がいたしました。 

 それと、米政策に絡めて飼料米の制度が既に動き出しておりますし、全農さんはもう次

年度60万トンやるよということを宣言されて、これは非常に大きなインパクトを米政策に

関してはあったのかなと思うんですが、現場の意見を聞いていますと、またこの制度どっ

ちみち変わるんだから、余り深く乗れないねというのが大半の意見でありまして、そうい

った意味でこの制度の安定をきちんと生産者に向けて訴えないと、やっていいのかやらな

いほうがいいのかという疑心暗鬼を現場は非常に持っているということがございますので、

特に次年度の白書には書き込み方としてもうちょっとしっかりとして、国の意思を表明し

ていただきたいなというふうに思います。 

 それと、環境と農業の役割というか、少子高齢化で消費構造が随分変わっていくし、あ

るいは主食のお米の消費が落ちていく中で食料安全保障との関係で農地をどう守っていく

か非常に難しい状況の中で農業の環境に果たす役割、あるいは環境と食べ物の関係をもう

少し深く掘り下げて、農業の政策の中に環境政策をきちんと取り込める位置づけを明確に

していただきたいなというふうに思います。 

 次は輸出に関することで、数字的には増えていますよということなんですが、例えばオ

ランダを見たときに、日本の政策と─日本はどうも見ていると、民間のサポートをし

ますよという程度におさまっているんですけれども、国としてどうするんだと。どういっ

た産業に国際競争力を持たせて輸出産業に育てていくのかという役割、フードポリスとい
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う言葉がありますけれども、もう少しその辺が足りないのではないかなというふうに思っ

ています。 

 それと、ほかの委員の方もご発言ございましたけれども、農業の担い手の確保です。結

論を言いますと、これで十分なのか。５年後、10年後、世代バランスが非常によくないと

いうことでありまして、若い農業の新規就農のいろいろな施策は打たれておりますけれど

も、このやり方で果たして大丈夫なのかということはまだまだ疑問が残ります。 

 一番大きいのは、所得政策が農業やりたくて始めたんだけれども、実際やってみたら農

業でなかなか子供を育てられないとか、所得が思ったように上がらないというところが現

実はあって、ここまで絡めて所得政策まで含めた担い手の確保施策をきちんと打つ必要が

あるのではないかなというふうに思います。 

 最後に、「和食」の世界遺産ということで非常に喜ばしいことで、世界に誇れることだ

と思うんですが、北京オリンピックのときに中国の農産物はほとんど使われなかった。す

ぐ隣国の日本の食材が使われたのかと思ったら、これも全く使われなかった。これはオリ

ンピック委員会の中で選手村とか選手の人たちに提供する食べ物の基準みたいなものがあ

って、そこに適合しなかったということらしいんですが、次の東京オリンピックでそうい

うことにならないように、世界に誇れると言いながら、日本の農産物は実はオリンピック

では全く使われませんでしたということにならないように今から十分な対策といいますか、

準備をお願いしたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、皆様から意見をたくさん出していただきました。今の部分のご返答もいただ

きたいところなんですが、予定していた時間を過ぎてしまいましたので、これに対する対

応につきましては、また個別にご返答いただくようにしていただきたいと思います。 

 それでは、食料・農業・農村白書につきましては、本日の議論、それからその後の情勢

の変化を踏まえて調整が必要となってまいります。今いただいたご議論も踏まえた上での

調整ということになりますけれども、必要と考えられる部分につきましては部会長に一任

いただくということで事務局案を企画部会として承認してよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、委員の皆様からいただいたご意見に関する修正につきましては、先ほども申
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し上げましたが、後日事務局から個別にご報告させていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 本企画部会の議決につきましては、審議会の議決とすることとされておりますので、白

書については、ただいまのご承認をもって後ほど食料・農業・農村政策審議会として農林

水産大臣に答申をいたしたいと思います。 

 その後、５月下旬に予定されている閣議決定、公表という日程に沿って政府のほうでも

必要な手続を行ってもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の食料・農業・農村政策審議会企画部会は、これにて閉会させていただ

きます。ありがとうございました。 

午後０時０６分 閉会 
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