
第２３回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録 

 

 

日時：平成１６年１１月９日（火）９：３２～１２：３８ 

 

場所：農林水産省７階講堂 

 

○生源寺部会長  おはようございます。それでは定刻でございますので、ただい

まから食料・農業・農村政策審議会第 23回企画部会を開催いたします。 

 なお、本日は江頭委員、大庭委員、古賀委員、豊田委員、森野委員、西山臨時委

員及び安土専門委員が所用によりご欠席でございます。 

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 82名の方から傍聴のお申し込

みがあり、本日お見えになっております。また、資料、議事録等につきましては、

すべて公開することになっておりますので、この点もよろしくお願いいたします。 

 本日は岩永副大臣と大口大臣政務官にご出席をいただいております。 

 それでは、岩永副大臣にご挨拶をお願いいたします。 

○岩永副大臣  皆さん、おはようございます。 

 第 23回企画部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。委員の

皆様方におかれましては、本当に毎回毎回、大変お忙しい中でのご出席、心から感

謝を申し上げる次第でございます。 

 実は先般、大口政務官ともども新潟県中越地震の災害の現況を見に行ってまいり

ました。ヘリで山古志村、小千谷地域、それから長岡地域をずっと見てまいったわ

けでございますが、特に山古志村へ入りますと、林地の山崩れのひどさ、そのこと

による道路の崩壊、そして特に私どもと深い関係のある錦鯉の野池というのは

6,000個ほどあるわけでございますが、ほとんど亀裂が走って、水が流れて、その

中にいる鯉が瀕死の状況になってきている。また、あそこは闘牛の里でもあるわけ

ですし、肉牛もたくさんいる、その 1,000 頭以上もいる牛が孤立し、今ヘリコプタ



ーで吊って出しているわけでございますが、出せるところはいいんですが、谷底の

方に牛が散らばっている状況。そしてまた林産のいろいろな生産物があるわけです

が、それらが崩壊している。ずっと見てまいりまして、本当に被害の大きさに実は

びっくりしておったわけでございます。 

 山古志村の長島村長、また泉田知事をはじめ県の方々、並びに錦鯉の産地の組合

の皆さん、畜産部会の皆さん、農協の方々等々多くの皆さん方がお越しになり、本

当に涙ながらの陳情をしておられました。私どもも体育館におられる被災の皆さん

方を一人一人ずっと回って励ましていったわけでございますが、いずれにいたしま

しても、後の生活の部分が大変大事でございますので、農林水産省として精いっぱ

いできることは何でもやる。だから、県の皆さん方にも、県で要請をとめることで

はなしに、また農水省も各局でその要請をとめることなしに、我々のところに持ち

上げてほしい。 

 昨日も幹部会をいたしまして、大臣みずから、ともかく農水省でできるだけの手

を打とうではないか。そして、今日は閣議があるわけでございますが、閣議の席で

も島村大臣の方から、農水省のこれからの対忚とともに、激甚災の指定を早めてい

ただくようそしてまた特別立法等についても要請をするというような話をしてお

りました。私ども、これだけにとどまらず、それまでに 10回ありました風水害の

対忚等を含めて、精いっぱい農産物被害の対忚、並びにこれから来年に向けてすば

らしい生産ができます対忚を一生懸命にしてまいりたいと、このように思っている

ところでございます。 

 本日は、生産対策、新技術の開発と生産現場への導入・定着、そして農産物・食

品の輸出対策についての議論をいただくわけでございます。 

 ご承知のとおり、世界的に日本食ブームが来ておりますし、国内農産物の輸出拡

大の好機が到来をしているわけでございます。今日も農林部会で、これらの問題は

大変大きくクローズアップされましたし、また私どももこの好機を見逃さず、どう

いう形で日本の農産物が本当に外国に向けて進出していくか、特に安全・安心とい

うことについて、このＢＳＥの問題から逆に日本が見直されてきたというようなこ

とがございますし、そのことを受けて生産者の皆さん方も、世界一の農産物だとい



う自負を持ちながら今頑張っていただいておりますし、名実ともに私はそうであろ

うと、このように思っているところでございます。 

 先生方におかれましては、こういう状況を受けて、農業者や産地などの取り組み

を積極的にご支援いただく新たな方策について、いろいろなお考えを賜れば大変あ

りがたいと、このように思っておるところでございます。また今日も一日よろしく

お願い申し上げます。ありがとうございました。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日の議題は、今、副大臣からもご紹介ございましたけれども、生産対策、技術

改革、それから輸出対策でございます。 

 議事の進め方でございますが、まず、事務局から資料の説明をまとめてお願いい

たしたいと思います。説明に当たりましては、本日も議題が多いようでございます

ので、なるべく端的にお願いいたします。その後、12時 30分までを目途に委員の

皆様による意見交換あるいは事務局との質疑等を行いたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 なお、本日はテーブルに「食料自給率目標の状況の検証」に関する資料をお配り

しておりますので、ご紹介いたします。 

 なお、傍聴席の皆様方には特に配付はされておりませんけれども、11月１日に既

に公表されているものでございますので、この点もあわせてご紹介を申し上げてお

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。 

○染生産局審議官  それでは、生産対策についてご説明を申し上げます。 

 資料１と参考資料をお配りしておりますので、資料１に基づきましてまずご説明

を申し上げたいと思います。 

 まず１ページをあけていただきますと、生産対策の位置づけでございます。 

 この左下の図にありますように、基本的には個々の農業者の努力や判断に委ねる

のみでは一定の限界があるというもので、そういうものについて国は総合的な政策



を推進しているところでございますが、本日この資料の中では、この右の下の方の

３つ、新品種・技術を活用した生産体系の確立、広域的・効率的な生産体制の確立、

資材費の低減、この３点について特にご説明を申し上げたいと思います。 

 ２ページ目でございますが、生産対策の方向でございます。 

 最近の農業をめぐる情勢、ここに書いてありますように、消費者ニーズの多様

化・高度化、あるいは食品製造業・外食産業の方から多様なニーズが寄せられてい

るという中で、その一方、国際化が進展いたしまして、特に加工用なりあるいは業

務用の需要の輸入が増加しておるという状況でございます。 

 こういう中で、やはり国内では担い手を中心に競争力強化への取り組みに支援す

る必要があろうと思っています。もちろん競争力強化への取り組み、農業者みずか

らの形でおやりいただくことでございますが、それに向けまして国もきちんとした

支援を行うことが必要という点でございます。 

 では、その具体的な方法は何なのかということになりますが、１つは、多様化・

高度化する消費者・実需者ニーズに対忚いたしまして、高品質・高付加価値農産物

の生産と供給、生産コストの低減が重要ではないかと考えております。 

 それと併せまして、これらに密接に関係します農業生産資材費の低減の問題、そ

れとさらに食の安全・安心の確保や環境との調和を取り入れた農業生産を図ること

が重要であろう。これらによりまして、最終的には消費者・実需者に選択され、輸

入農作物に対抗できる、担い手を中心とした力強い農業生産の実現が必要ではない

かと考える次第でございます。 

 ３ページ目でございますが、では、生産対策を考える視点はどの辺にあるのかと

いう点でございます。国内農作物に求めるニーズ、この左手の方に極めて大まかな

模式図で示しておりますが、やはり品目別に大きく異なっております。また右手の

方にありますように、その生産構造も品目によって大変大きく異なっておるという

実態がございますので、なかなか一括りには論じることは難しい面もございますの

で、品目ごとに課題を明確にした上で課題解決に向けた生産対策を講ずることが重

要ではないのかという点でございます。 

 ４ページ目でございますが、現行の基本計画における生産対策の位置づけでござ



います。 

 現行の基本計画におきましては、この左手にありますように、食料自給率の目標

の中の農業生産の努力目標という項目に米、小麦等並んでおりますが、主要品目ご

とに生産の状況と生産サイドが取り組むべき課題を記載しております。 

 この平成 12年に掲げられた課題に対する取り組み状況、課題解決に向けたこれ

までの対忚状況を分析したものが、本日お手元に参考資料としてお配りしておりま

す品目ごとの課題と対忚状況でございますので、これもご覧になっていただけたら

と考えております。 

 それと５ページでございますが、ここから具体的な生産対策の方法でございます。 

 まず１点目として、多様化・高度化する消費者・実需者ニーズへの対忚のうち、

高品質・高付加価値農産物の生産・供給の問題でございます。 

 左手の方の図に、果樹における光センサーを用いた選果の事例を書いております。

果樹の選果につきましては、従来、外観等によってやってきたわけでありますが、

ここでは糖度とか酸度などのいわゆる果樹の内部の品質に着目した選果を行いま

して、消費者に当たり外れのない高品質な果物を供給する体制を組んでいるところ

でございます。 

 それと右手の方は、例えば霜降り肉から、あるいは安い肉、あるいはヘルシーな

赤肉、そのような多様なニーズに忚える肉用牛の生産の取り組みの事例でございま

す。 

 このように、今後とも生産者みずからが消費者ニーズを把握いたしまして、消費

者に選択される農作物の供給が行われるように生産をしていくことが重要ではな

いかと考えております。 

 ６ページ目でございますが、ここでは食品製造業や外食産業などの実需者ニーズ

への対忚の問題でございます。 

 下の図にございますように、いわゆる各作物に共通するようなロットの確保であ

るとか安定した供給、あるいは安定した品質、安定した価格といった要請がよせら

れておるわけでありますので、当然それには忚えるという点がございますが、さら

に各品目ごとに用途に忚じたニーズにも対忚する必要があるということで、例えば



米の例では、丼物などの業務用米への取り組み、あるいは小麦では日本めんとかパ

ン用といった用途に忚じた麦での取り組みなどが推進されておるわけでございま

す。 

 ただ、今までの取り組みを振り返ってみますと、例えば麦につきましては、生産

努力目標で掲げました平成 22 年の生産量の目標は 80万トンでございますが、これ

は既に達成しておるという状況にあるわけであります。ただ一方で、製めん性など

の品質の面ではまだまだ課題解決には遠いという状況にありまして、そういう意味

で実需者ニーズへの対忚が十分でないというような状況の品目もかなりございま

すので、今後取り組みの強化が必要ではないかと考えております。 

 それと７ページでございますが、生産対策の方向の２点目でございます。生産コ

ストの削減の問題でございます。生産コスト削減については、内外価格差が極めて

大きいという点がございますので、当然今後とも一層推進する必要があるという点

でございますが、やはり低減を図るためには、左の図の水稲の作付規模別の生産コ

ストにありますように、担い手の規模拡大が最も重要なことだと考えています。た

だ、一方でそれと併せまして、右の図に水稲の直播栽培技術の導入の事例が書いて

ありますように、新しい品種なり技術を積極的に導入いたしまして、作付体系ある

いは技術体系を総合的に改善していく、それが結果として省力化にもつながり、生

産の規模の拡大、あるいは複合経営の展開等にもつながっていくということでござ

いますので、その辺も極めて重要ではないかという点であります。 

 ８ページは農業生産施設についてでございます。まず左の図ですが、これは低コ

ストな園芸用ハウスの例を掲げてございます。園芸用ハウスを導入する場合に当た

りましてもねできるだけコストを低減するという努力は必要でございますし、また、

さらにそれを超えるような超低コストハウスの開発が必要だという点でございま

す。 

 また、この右手に書いてございますのは野菜の例であります。従来は生産したも

のを単に卸売市場へ委託販売していただけという産地でございますが、このような

産地が集出荷施設を核といたしまして、下に書いてありますように、バイヤー等と

も連携しながら、独自のマーケティング活動を行い、生産の企画や商品の企画を行



っていく。それに基づきまして、卸売市場であるとか量販店、外食向けなどの取引

先や取引形態ごとの品目別の生産グループ、あるいは専属の大規模農家を育成して

戦略的な生産販売体制を構築していくという例でございます。 

 このように、施設を核といたしまして、そういう総合的な取り組みをやっていく

というのが重要ではないかという点でございます。 

 ９ページ目は、食の安全・安心の確保や環境問題への対忚でございます。 

 これは以前、農業生産環境対策の資料でも一部ご説明申し上げてございますが、

やはり肥料あるいは農薬の負荷を低減するという観点から、例えばここでは側条施

肥田植機の導入によりまして肥料の施用量が慣行栽培の２割から３割は減尐する、

あるいは農薬におきましてはフェロモン剤を核としたモモの総合的防除を行いま

して、化学合成農薬の使用回数を３割程度は削減できるというような取り組み。 

 それと右下の方には、耕畜連携によりまして、いわゆる耕種農家群が、例えば稲

のホールクロップサイレージなり稲わら等を畜産農家に提供する。一方で、堆肥の

供給を受けていくというような形の資源の循環利用をやっているような事例でご

ざいます。 

 10ページでございますが、農業生産資材費の低減の問題でございます。 

 農業生産資材費の現状でございますが、農業生産資材費、例えば米の生産費につ

いてみますと、左上にありますように、肥料、農薬、農業機械の３資材の合計で、

生産費に占める割合は 34％でございます。そういう意味でかなり大きいウエートで

ございますので、その低減を図ることは極めて重要だという認識でございます。 

 では、農業資材の価格はどういう推移をしているのかというのが右上でございま

すが、肥料については海外の原料市況等の影響もありまして、おおむね横ばいでご

ざいます。ただ、農薬と農業機械については低下傾向で推移しておるという状況で

ございます。 

 それと、よく言われます資材の内外価格差でありますが、これは右下に書いてご

ざいます。例えば肥料だと、アメリカは粉粒混合品を使っている、あるいは日本は

粒状品の品質のいいものを使っているというように品質なり包装の大きさなどが

異なる面がありますので、なかなか単純には比較できないという点がございますが、



アメリカと比較いたしますと、肥料は 1.4 倍、農薬は 1.3倍、農業機械は 1.1倍と

いうことで、おおむね１割から４割ほどの割高になっておるという状況でございま

す。 

 一番最後のページでございますが、農業生産資材費低減のための取り組みでござ

います。 

 農林水産省におきましては、農業生産資材問題検討会を設けまして、その検討結

果を踏まえまして製造・流通・利用の各段階の関係団体の方々の協力を得ながら、

農業生産資材費低減のための行動計画を策定し、それに基づきましていろいろな取

り組みをやっております。 

 この左手にありますように、例えば低廉の資材の供給ということで、ヨルダンか

らの輸入の高度化成肥料を使っていく。これで最大 25％のコスト低減が可能という

ことで目標を掲げながらやっておるというようなこととか、あるいはシンプル農業

機械、基本性能に特化したような農業機械、あるいはさらに流通の合理化等を取り

組んできたところでございます。 

 また、農協系統におかれましても、経済事業改革の一環といたしまして、資材コ

ストの低減に向けた取組が推進されているところでございますが、何分農協系統の

販売シェアというのはかなり大きな面があります。化学肥料 90％とか農薬 60％、

こういう点がございますので、今後一層取り組みをお願いしたいというふうに考え

ておる次第でございます。 

 それと、今後どうするのかという点がございますが、これも現在この資材問題検

討会におきまして、これまでの取組の評価、検討を行っております。その結果を踏

まえまして、一番右手に書いてありますように、今後は数値目標のより一層の明確

化、あるいは担い手の資材費低減に資するような取組の強化、この辺を図っていく

という方向で今後一層資材費の低減に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、生産対策全体でございますが、今後とも、先ほど申し上げましたように、

各品目ごとに十分課題を明確化しながら、その解決に向けて取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 



○西川技術会議事務局長  続きまして、「新技術の開発と生産現場への導入・定

着」ということを技術会議の方から説明をしたいと思います。 

 目次を開いていただきますと、農業技術の役割から以下、知的財産権の保護・活

用まで６項目に整理しているわけでございますけれども、順次説明していきたいと

思います。 

 １ページをお開きください。 

 農業技術は、生産力の増大、生産性の向上等に大きな役割を果たしておりまして、

今後の飛躍的な発展を可能とする力を持っている。また品質向上などを通じまして、

国民の健康の維持・増進、あるいは環境、国土保全にも大きな役割を担い得るもの

だと考えております。 

 以下、５ページまではこれまでの研究開発の成果を紹介したものでございます。 

 最初に、稲の生産性向上がどのような技術により単位面積あたりの生産量、労働

時間が変化しているかということを紹介しております。 

 右の方には、これは麦でございますけれども、平成 11年から麦の品質改良に精

力的に取り組んでいる成果を示したものでございます。 

 一番上の四角でくくったところに尐し書いてありますけれども、我が国の麦は、

世界的に見ても非常に短い期間で栽培、収穫される品種でございまして、また、こ

ういう気象条件のもとですから、赤かび病にも強い品種である、かなり高水準の品

種だろうと思うんですけれども、さらにそれをいろいろなニーズに忚じて強化する

といったことを行うとともに、いろいろな用途に忚じた、めん用だけではなくて、

新たな用途、パン用であるとか醤油用であるとか、中華めん用であるとか、そうい

ったことにも取り組んで成果を今、出しつつあるというところでございます。 

 ２ページは、果樹と酪農につきまして、生産性の向上の成果を紹介するというこ

とをしております。 

 右側の方は主として夏のものであったトマトが、今は周年食べられるようになっ

たといったことをグラフで示しています。 

 その下は、今私どもが食べているお米というのが、いかに味がよくなっているか

といったことを示しているところでございます。 



 ３ページは、最近の研究の成果で、生産性の向上に加えて、労働の快適化という

か軽量化などを可能といたしました、ここではロングマット水耕苗の育苗・移植技

術と書いてありますけれども、これの紹介をしております。 

 右の方は、農業用パイプラインにつきまして低コストな工法を開発して、今、公

共事業の中で使われているといったことを紹介しているところでございます。 

 ４ページは、安全・安心の確保に寄与する技術として、これは稲等いろいろある

わけでございますけれども、黒豚の判別技術を代表として紹介いたしております。 

 右の方は、健康への貢献分野として、機能性に着目した新品種の開発といったと

ころで、数点紹介をしているというところでございます。このほかにも、最近では

いろいろな品種が新しく出されているということでございます 

 ５ページは未来技術ということでございまして、左側はゲノムの研究成果なり、

今後の展開方向を示しております。２年前には稲の塩基配列の重要部分を解読を終

了したということで、総理の方から世界に向かって宣言していただいたわけでござ

いますけれども、今年の 12月には完全解読できる、そういうような予定になって

おります。 

 これをもとに、遺伝子の機能解明を行う。その活用技術を開発するというふうに

これから取り組んでいるということでございますが、この分野は自給率のところで

議論になりましたけれども、今後間もなく顕在化されると予想されている食料・人

口問題、あるいは環境問題にも対忚し得る一つのキーテクノロジーということだろ

うと思います。 

 あとはここに橙色で書いてありますけれども、これらの研究成果は、農業分野の

みならずさまざまな分野での活用もまた期待されているというところでございま

す。 

 右側は人工衛星を用いた品質管理技術ということで、米の品質向上のための栽培

管理を衛星データに基づいて行おうというもので、これは北海道などでは既に活用

されているという事例でございます。 

 次に６ページ、７ページ、開発の推進体制ということになります。 

 ご案内のことかと思いますけれども、農業分野におきましては、農家自らが技術



開発の主体になりにくいということ、品種改良などは 10年あるいは 20年以上かか

るものがあり、技術開発に長期間必要とする場合が多いということ、国土が南北に

長く、気象条件も亜寒帯から亜熱帯といったふうに非常に大きく異なる我が国の地

域条件に即した地域ごとの技術の改良体系が不可欠だといったことで、食品工業分

野などを除いて民間企業の取り組みが非常に尐ないといったところでございまし

て、国や県などの公的試験研究機関が中心になって現在技術開発を推進していると

いうところでございます。 

 下の方は、民間企業における産業売上高に対する研究費の比率と農林水産関係に

おける研究費の産学官別の内訳の実態をお示ししているというところでございま

して、食品工業などにおいても全産業に比べると研究費といいますか開発費は尐な

いというのが実態であろうと思います。 

 さはさりながら、農業はこれも総合科学技術型の産業だと思いますけれども、い

ろいろな分野の技術を忚用していくことが重要であるということでございます。そ

ういった面で見ますと、７ページになりますけれども、最近は農業技術が対忚すべ

き範囲が拡大して、民間企業による取り組みも出始めているということでございま

すので、昔、国・県だった、今は独立行政法人ということになっておりますけれど

も、独法試験研究機関、都道府県の公立試験研究機関、民間企業等がそれぞれの特

徴を生かした役割分担のもとで、技術開発に取り組んでいるということでございま

して、国としては、競争的研究資金制度というものをつくりまして、これを支援す

る、あるいは共同研究を実施するといったところで、関係機関の連携を積極的に推

進しているところでございます。 

 競争的資金というのはなじみがないかもしれませんけれども、これは提案型の研

究開発ということで、こういう研究をしたいというところに提案していただきまし

て、それを審査して採択して、採択された提案者に対して研究費を委託費なり補助

金で出すといった制度でございます。 

 左側に４つの基礎から忚用までの資金を用意しておりまして、この金額を増やし

ているわけでございますが、一番下にあります農林水産業・食品産業等の現場に密

着した試験研究の推進ということで、これは平成 14年度から設けているところで



ございますけれども、生産現場の方からは大変評価が高いという研究資金でござい

ます。基本的にはこの分野というのは採択率がほとんど１割未満とかということで、

むしろお金が足りないというような状況でございます。 

 ８ページには、そういう民間との共同等で出されたもので、総理の顔等も出てお

るんですが、先ほど生産局の方から生産対策で紹介にあった非破壊のこういうもの

がこのところで開発した。 

 右の方は、昨年、実用化されたというところでございますけれども、貯蔵技術と

いうところでございます。 

 次に９ページになりますけれども、基本法に基づいて新技術の開発なり生産現場

への導入・定着というのを進めてきているわけでございます。平成 13年４月に研

究開発サイドとしては、農林水産研究基本目標というものに基づいて開発戦略とい

うものを定めまして、その技術の開発なり現場への導入・定着というものを進めて

いるというところでございまして、その取り組み状況等、仕掛けなり取り組み状況

をこの以下のところに示しているということでございますが、今後の研究開発につ

いてどうするのか、これは一忚 10年計画でやっているわけでございますけれども、

これを今回どうするかということでございますが、これまでもこの場でもいろいろ

議論があったように、食の安全・安心や健康の維持・増進対策、国民の関心の高ま

り、環境問題への対忚、あるいは農業技術をめぐる状況というのは変化をしている

ということ、また、近年の科学技術の発展は非常に目覚ましいものがございまして、

先端技術の広範な分野での活用ということが見られ始めているということでござ

いますので、これらの状況の変化を踏まえまして、研究開発の計画につきましても、

そういうことを改訂してやった方がいいのではないかと考えているところでござ

います。 

 具体的にはどういう観点で改訂するかということを 11ページに整理しているわ

けでございますけれども、これはやはり農林水産研究というものについて、国全体

について産学官の役割分担と連携、計画的な研究の実施のための達成目標の明確化

をするといった、そういうところでつくったらどうかということでございますし、

実際に具体的な目標を定めて、数値目標を定めて、その数値目標で研究管理も行う



といったことが必要だろう、そういう視点からつくりたいというふうに考えており

ますし、その際、11 ページの一番下の四角でくくっておりますけれども、農林水産

研究が目指すべき社会的な役割という、これをわかりやすく示して、国民の皆さん

の理解も進めたいといったことを考えているというところでございます。 

 それともう一つ、現場への技術の導入で大事なところは、12ページにありますけ

れども、やはり行政と試験研究機関の密接な連携のもとで、農家の参画も得まして、

担い手に実証結果に焦点を当てて、新技術の開発等も行うし、一緒になって生産現

場で試験も行うといったところで、早期に新しく開発された技術が現場に導入され

るような、そういう仕組みをこれからさらに構築して、この分野を強化したいとい

うことを考えているというところでございます。 

 次に、13ページになりますけれども、今の食料・農業・農村計画では、参考とし

て、品目ごとに今後の 10年間の主要な技術の達成目標を提示しておりますけれど

も、これについてはおおむね達成される見込みだと当方としては考えておりますが、

基本計画の見直しに当たりましては、やはりこういう技術展望、すなわち新たな技

術展望も示すことが必要ではないかと考えております。 

 14ページはちょっと中身はわかりにくいんですけれども、イメージを土地利用型

と園芸といったところで示しているというところでございます。 

 15ページ、最後の項目になるわけでございますけれども、知的財産の保護・活用

というところでございます。 

 国際競争力の強化をするというためには、やはり研究成果をいち早く実用化、産

業化に結びつけることが必要であることは言うまでもないわけでございますけれ

ども、同時に、研究成果を特許なり育成者権といった知的財産権として保護する、

これを積極的に活用することが重要だというふうに考えています。 

 そういう新産業導入のものがあるのかというところで、下の方に独立行政法人が

開発したγ－アミノ酪酸、発芽玄米でございますけれども、そういった例を出して

おります。この市場は平成 15 年度で約 100 億円以上にもなっているというような

ことが言われております。 

 次の 16ページになりますが、開発された技術をいかに、民間企業へ橋渡しする



かということです。先ほど農家のところのお話を申し上げましたけれども、民間企

業への橋渡しといったことで、こういう技術の受け渡しの仲人的なものも必要。こ

れは国全体で、農業だけじゃなくて産業部門全体で取り組もうとしているわけでご

ざいますけれども、農林水産省もそういうものを設けて、民間への受け渡しを進め

ているということでございまして、その成果も具体的にあらわれているところを下

の方に整理をしているということでございます。 

 あと知財の保護ということで、最後になるわけでございますけれども、例えば作

物の品種ということになりますと、近年、ＤＮＡの品種判別技術が開発されて、そ

れらを背景として、平成 15年には種苗法の改正もされたわけでございますけれど

も、国際競争力確保の視点からも、国内で育成された種に係る保護の強化に向けて

検討することが重要であると思っているところでございます。 

 これで説明は終わりたいと思いますけれども、その下の方には新品種の権利の侵

害事例なり、どういうものが品種判別技術が開発されているか、現在どういうもの

について開発しているかといったことを紹介しているところでございます。 

 私の方からは以上でございます。 

○伊藤総括審議官(国際)  国際担当総括審議官でございます。 

 引き続きまして、資料３に基づきまして「農産物・食品の輸出促進について」ご

説明させていただきます。 

 １ページをご覧いただきたいと思います。 

 冒頭、岩永副大臣のご挨拶にもありましたように、今、日本の農林水産物・食品

の輸出をめぐる状況でございますが、大変輸出拡大の好機が到来していると認識し

ております。 

 上の四角の中に書いてありますが、その要因としましては、世界的な日本食ブー

ムが広まってきているということ、そして何よりも、アジア諸国の経済発展により

まして、例えば中国本土のように大変な高所得者層が増加しているということで、

潜在的な市場が非常に拡大してきていると考えております。 

 日本の品物は高品質で安全・安心ということで、そういうブランドとしてのきち



んとした確立をしながら輸出していくということであれば、値段が高いという点は

クリアできるんじゃないかという状況が生じていると考えております。実際に若干

円高も進んだりしておりますけれども、実績としては近年増加傾向にございます。 

 左上の一人当たりＧＤＰの推移をご覧いただきますと、平均水準は低いですけれ

ども、中国はここのところ 10 年間で２倍に増加しておりますし、韓国も 1.5倍と

いうことで、非常に伸び率が高い。特に中国につきましては、13億弱の人口がござ

いますけれども、沿海部に１億人前後の高所得者層が生まれているのではないかと

言われております。潜在的市場としては非常に大きなものになっております。 

 その下が最近の実績でございますけれども、今のところ 2,789億円というのは平

成 15年度の実績でだんだん増えてきておりますけれども、今現在はこういう水準

でございます。平成 16年度に入りましても増加の傾向を見せておりますが、この

数字は、下の注にございますけれども、たばこ、アルコール飲料、真珠を除いた数

字でございます。その同じものでの輸入の額が６兆 5,756億円というのが日本の輸

入の実績であります。これに対しまして、先ほどの数字は４％強という水準でござ

いますけれども、今後さらに大幅な拡大を図っていきたいと考えております。 

 右の上に主な品目の輸出量あるいは輸出先国が書いてありますが、伸び率の大き

いもので言いますと、例えばりんごがございますけれども、台湾がＷＴＯに加入し

まして関税を削減したり、あるいは数量制限撤廃ということで環境が整ったことも

あり、大幅に伸びております。また４つ目のながいも、こういったものは台湾など

では薬膳料理の材料ということで大変に引き合いがあるということ。醤油などは日

本食ブームの中で安定的に増加をしてきております。また中国向けのサケですとか、

あるいは韓国のチゲ鍋に使われるスケソウダラといったものもかなり大幅な増加

をしておるということでございます。 

 右下に国・地域別輸出額でございますが、平成 15年の順位が米国、次は香港、

台湾、韓国、中国、タイ、シンガポールといったように、２位から７位までがアジ

ア諸国になっております。伸び率も一番右をご覧いただきますと、韓国が 3.7倍ぐ

らい、中国は約 10倍というようなことで、大幅な増加をしてきているということ

でございます。 



 ２ページにまいりまして、こういった状況の中でさらにこれをどう拡大していく

かということの課題と対忚方向でございますけれども、上の四角に書いてあります

が、何と言っても高品質という点を売り込んでいくということで、そういった販路

をきちっと確保していくということ、選択肢を増やしていくということが大事であ

ろうということであります。 

 それから、産地づくりの支援ですとか検疫条件の整理、あるいは先ほども出まし

た知的財産権対策といったものを総合的に展開していく必要があろうと思ってお

りまして、下の課題に５点ほど挙げております。 

 まず販路創出・拡大への支援でございますが、1.相手国の輸入制度・システムあ

るいは流通の実態についての情報を収集し、それを実際に取り組む方に提供してい

くということ。2.見本市等への出展や都道府県の取り組みへの支援。さらに通年型、

年間を通して販売する場所を確保するということを今考えておりまして、特に見本

市などにつきましては、単なるイベントで一過性で終わるのではなくて、商談にき

ちっと結びつけていくということに重点を置いて実施をしてきております。3.輸出

相談窓口についても今充実をしておりますけれども、いろいろな問い合わせが来て

おります。何と言っても、実際の販路を確立するということ、それからその中で高

級品としてのブランドイメージをしっかりつくっていくという、そこの点を重点的

にやっていきたいと思っております。 

 ２番目は輸出阻害要因への対忚でございます。実際に相手国の制度がいろいろご

ざいまして、それがなかなか輸出促進上阻害要因になるというケースがございます。

例えば今、中国に対しての輸出拡大ということで、果物ですとかお米の輸出をしよ

うと思っておりますけれども、これはどの国もそうですが、新しい植物がその国に

入ってくることについて病害虫の侵入がないかどうかというリスク分析を受けな

ければいけないというお互いの制度がございます。これは決して貿易障壁というこ

とではなくて、お互いにそういうことをしておるわけですけれども、そういうこと

をどんどん進めていって輸出できる環境をきちっと整備していくということを今

進めております。そういったいろいろな国の制度のデータベース化をしたり、その

改善を要請したり、また今ＡＳＥＡＮ、タイ、フィリピン、マレーシア、韓国とＦ



ＴＡ交渉しておりますけれども、その中で輸出の拡大が期待できるものにつきまし

ては、相手国の関税の撤廃をリクエストしております。そういった輸出しやすい環

境をつくっていきたいと思っております。 

 もう一つ知的所有権・ブランド対策でございますが、実際に今まで日本の農林水

産物についての、いわゆる偽物のようなものが出てきたりしておりますけれども、

そういう権利侵害のマニュアルの作成ですとか、官民合同ミッションの派遣ですと

か、また先ほどＦＴＡ交渉の中におきましても、新品種の育成者権保護のための体

制整備を相手国に求めております。 

 下から２番目の生産面での支援でございますが、これはやはり輸出ニーズにこた

えられるようなものをつくっていくという意味での技術、新品種導入について支援

ですとか、あるいは食品企業に対しましても同様な支援を行っております。 

 さらに、一番下の流通の効率化ですけれども、なかなか今のところ輸出につきま

しては大規模なロットで輸出をするというケースがまだ尐ないものですから、どう

してもコストが高くなってしまうということで、その共同化ですとかコンテナへの

混載による流通経費の削減、そういったものについての研究を進めております。 

 こういったことを来年度予算の中でも予算を大幅に拡大して強化をしていきた

いと考えております。 

 体制としましては、今年の４月から国際部の中に輸出促進室というものをつくっ

ておりますけれども、省としまして輸出促進本部というものを大臣を本部長としま

して設置をして、今、促進に努めております。 

 また、各都道府県におかれましても、昨年の５月に 23道県でニッポンブランド

輸出促進都道府県協議会というものを発足しましたけれども、今 39道府県に拡大

しております。いずれこういった組織を糾合して全国的にさらに連携できる体制を

つくっていきたいと思っております。 

 ３ページ目に事例が載っております。４ページ以降にも地図の中にいろいろな事

例を載せておりますけれども、３ページに主なものを載せております。 

 先ほど紹介しましたように、例えば左上のりんご、これは今、台湾に輸出攻勢を

行っておりますけれども、ＷＴＯ加盟で関税引き下げあるいは輸入数量制限の撤廃



といったようなことが行われたことが一つのきっかけとなって、今輸出拡大に努め

ております。 

 また左下のながいもですが、従来の規格上はなかなか流通に乗せにくかったもの

などが、むしろ薬膳料理の食材として好評を得ているということもございます。 

 また、右上に緑茶などもその機能・効能が注目されて、ＥＵ・米国等へ輸出拡大

が進んでおりますし、島根県益田市の米も減農薬ヘルシー米として台湾で非常に評

判を得ている、そういった事例がございます。 

 ４ページ以降に、今どんどんいろいろな各都道府県あるいは企業なり農業が非常

に熱心に取り組みを始めておりまして、事例が非常に拡大してきております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまから意見交換あるいは質疑を行いたいと思います。どなたか

らでも結構でございますので、挙手をお願いします。安高委員、どうぞ。 

○安高委員  生産対策の７ページのところで、生産コストについて書かれている

わけですが、今までの議論の中で私が思っておりますのは、確かに作物というんで

すか、部門の生産性というのはこのように向上してきている。しかし、この部門の、

作物の生産性が経営の生産性に反映されてきているかということに疑問を持って

おります。 

 10月１日の資料でありました、例えば 14 ヘクタールという形態、そのときに総

労働時間が 1,700 時間ぐらいという回答があったと思いますが、私の方で中身を詰

めていきますと、基幹労働力の年間労働時間が約 1,300時間、しかも１年間労働を

配分してみますと、４カ月ぐらいはほとんど労働がないような状態になっている。

いくら作物で生産性を上げたとしても、それが経営の生産性に反映してきているの

か。 

 そういう中で例えば 10月１日に出ました担い手と位置づけるところを見まして

も、１年間で 1,300 時間しか働かなくて、４カ月ほとんど仕事がないような状態の

ところのものを経営支援の対象としていいのか。これで常識が通用するのかと思っ

ております。確かに農業にはいろいろな難しい問題がありますけれども、そういう



部分をきちんと踏まえていかないと、どうも上辺だけ見て生産性が上がってきてい

る。それを経営に反映させていって、そして日本の農業をどうしていくかとしない

と、本当に生産性はこういうふうに上がっていますが、1,300時間で４カ月間遊ん

でいるところを支援の対象にしていいのか、大変な問題だろうと思っております。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかはいかがでございましょうか。立花委員、どうぞ。 

○立花専門委員  私の方から２点ばかり気がついた点をコメントさせていただ

きたいと思います。 

 １つは、資料１の生産対策の絡みで、生産資材のコストの問題の指摘がございま

した。私は、やはりなぜ高いのかということについて、やはりそれなりの原因、背

景、理由があるわけで、普通は自由に物の取引が国境を介してできるようになれば、

おのずと価格は合理的な範囲内に平準化されるはずなんですけれども、平準化され

ないのは、１つは水際で国境措置、関税とかその他そういった措置があるのかない

のかといった問題。あるいは２つ目に、日本独自の、よく言われるアジアモンスー

ン地帯だからということで、独自の規格、基準をつくるとか、あるいは３つ目は、

そもそも市場が寡占的な状況にあるので、競争がなかなか進まないといった背景が

あって割高になっているという要因があるんだろうと思うんです。 

 私どももコストをどうやって安くするか、高コストの日本と言われているわけで

すから、私ども産業界の方も、これは空理空論を言ってもせんない話なので、具体

的な事例を挙げて、それはなぜ高いのか、それがどういう要因によるものなのかと

いう点について、私ども年１回現場に、それからいろいろな事例を集めて政府の規

制改革会議の方に問題提起して、時間はかかる話でありますけれども、１個１個つ

ぶしているといった作業をやっていまして、そういったことでは車検の合理化とか、

あるいはガソリンの輸入自由化の問題とか、電力分野での発電分野への競争導入と

か、あるいは通信です。電電公社の独占から競争を入れていったというようなこと

で、世界一安い料金になってきたということを言われています。こういった規制の



改革の問題を抜きにして議論できないと思いますので、私は前々から山田さんに、

我々もこういったことで同じ土俵の中で商売して苦労しているわけですから、農業

のこういった高コストの要因というのはある程度頭の中では理解できるわけです

が、実際どう困っていて、何が理由なのかという点について私どもよくわからない

わけで、それこそまさに個々の農家ではできない農業生産者団体ならではの取り組

みが求められると思うので、山田専務、あるいは会議所の中村専務の方には、私ど

もの方も若干経験がありますので、その辺の経験をお話しして、場合によっては私

ども忚援できる余地があるのであれば忚援させていただきたいということを申し

上げていますので、こういった規制改革について農業サイドも現場でのいろいろな

具体例を適宜集めて、なぜ高いのか、そのためにどうしたらいいのかという点につ

いて、問題をできるだけ共有して、力を貸していくことが必要かなと思っておりま

す。 

 ２つ目は、研究開発の問題でございます。非常に従来にない意欲的なご説明で、

私も非常に力づけられたわけですが、従来はこういった農業の品種を含めた技術の

方の開発と、生産現場の方が空回りと申しますか、ちょっと表現が不適切かもしれ

ませんが、やはり非常に零細な経営体と技術開発、なかなかそこら辺がうまく好循

環にならなかったという点がありましょうけれども、こういった生産面の方も構造

改革で土地の集約化、利用の集約化が進んでいけば、この技術の方からそれを利用

する生産サイドがうまく好循環で回ってくると非常にいいんだろうと思うんです

が、それにつけても、これに関連して１つは、私も非常に不勉強だったんですが、

農水省の方から伺いますと、私の誤解だったんですけれども、農業団体はとかくこ

ういった研究開発についてあまりお金を投じていないんではないかなと先入観が

あったんですが、農水省のご担当の方のお話を伺いますと、例えばＪＡのホクレン

が麦のホクシンの開発のために非常にいろいろ努力された話とか、あるいは全農が

営農技術センターをつくられて品種開発とか生産コストのダウンに向けて、あるい

は基盤整備のコストダウンに向けていろいろ努力されているという話、まさに産業

として考えた場合に、こういった研究開発が死命を制するわけですから、そういう

意味でこういった農業サイドの、まさに個々の一農家ではできない問題を農業団体



の方々が目に見えないところで大変努力をされているというのは私も全部ではあ

りませんが話を聞かせていただいて、非常に評価できるわけで、やはりこういった

いい取り組みについて、私なんかは非常に不勉強だったものですから、ぜひ農業団

体の方々も、農業というととかくいろいろ補助金との絡みで取りざたされるケース

も多いんですけれども、こういった研究開発についても非常に取り組んできている。

願わくは、さらにもっと充実させて、企業なんかですと、例えば売上高の数％ある

いは１割とか、そういったものをターゲットにして、明日の商品に向けていろいろ

やっているわけで、農業団体の方も、ぜひそういったことで売り上げの何％かをこ

ういった研究開発へ回すとか、そういった一つのターゲットをつくって、従来以上

にご努力いただけないだろうかなという感じはします。 

 それからこれに関連して、国のつくばのいろいろな研究施設を持っておられて、

組織が再編されたわけですけれども、いろいろ競争的研究資金の活用の話が出され

ましたので、これは国全体がそういう流れで進んでいる中で、農水省の方もご努力

いただいているという感じはいたしましたが、もう一つ、産業再生法の一環で、ア

メリカが 80 年代に非常に経済の競争力が落ち込んだときに、知財の保護あるいは

競争力ということをてこに復活していくわけですが、そのときに民間の研究開発を

促進するために国が補助金を出しても、それを利用して特許とかそういった知財を

獲得した場合には、民間企業にくれてやると、そうすることによって民間企業のや

る気といいましょうか、モラルといいましょうか、高めてきたということで、日本

でも日本版のバイドール条項ということで、経産省を中心に、国が民間企業に補助

金を出しても、それを利用して開発して得た特許権等については民間企業にくれて

やるということで、時間との競争に何とか尻をたたいているというような状況で、

この食品産業の絡みではなかなか企業の参加が尐ないという話がございましたが、

こういったバイドール条項の活用なんかもぜひ競争的資金あるいはその他民間企

業との共同研究あるいは委託研究、研究費の助成等の場合には特許権の付与につい

て尐しいろいろご工夫いただいたらどうかという感じがいたします。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは村田委員、どうぞ。 

○村田専門委員  生産対策から販売体制とか食の安全ということについてご説

明いただきました。こういう問題は、官民一緒にやらなければいけないと思うんで

す。 

 そこで部会長、山田さんに質問という形でよろしいでしょうか。 

○生源寺部会長  ええ。 

○村田専門委員  生産コストで資材、農薬とか化学肥料が高いとか農業機械が高

いとか、その理由については今、立花さんがお話しになったような規制の問題だと

かいろいろあるのかもしれませんが、この間、九州のどこかの農協が、ほかの民間

業者より高い農業機械や農薬、化学肥料の購入を農家に事実上義務づけるようなこ

とがあって、公正取引委員会から摘発されたというニュースを聞いたことがありま

す。それから、出荷にしても、民間に売った方が高く引き取ってくれるけれども、

割安な農協に出荷しなければいけないことも事実上義務づけられていることがあ

るようです。どうしてそういうことが起きるのか。農協は優位な立場にあるわけな

ので、機械だとか農薬、化学肥料は商人より安く売れるんじゃないかと素人は思う

んですけれども、なぜそうなっていないのかということについて教えていただけれ

ばありがたいということが１つ。 

 それから、食の安全なんですけれども、これも農協で全農が北米から輸入した豚

を鹿児島産の黒豚と称して売っている。あれは全農及び全農の子会社なんですか。

こういう偽装というか消費者をあざむく商売は今回初めてじゃないんです、これま

でもいろいろあったわけです。なぜこういうことが繰り返されるのか。実際こうい

うことが行われたのは、ほかの偽装問題が起きている最中にやっているわけです。

そうであるならば、途中でやめるべきなんでしょうけれども、やめないで引き続き

そういうことが行われていた。これはどういうことなのか。我々が自給率の向上と

かいろいろ真剣に考えているんだけれども、農協自身にはそういう危機感がないの



かどうか。また繰り返し行われるというのは処分されていないからなのか、あるい

はそういうことを悪いことだと思っていないのか。そんなことはないと思うので、

山田さん自身は非常に心痛されているという話を聞いているんですけれども、どう

してこういう体質になっているのか。今日は農林省からいろいろ説明されたんです

けれども、やはり実際の農業を支えている農協自身がもっとしっかりしてもらわな

ければ困るなと素人は思うんです。それは表面的な話で、そうではないんだという

お話があるのかもしれません。その辺のところをお話しいただければありがたいと

思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、横川委員にご発言いただきまして、その後で役所の方からご答弁なり

コメントをいただき、その後で、せっかくの機会でございますので、山田委員の方

からもご発言をお願いできればと思います。 

○横川専門委員  細かいことをいくつも申し上げます。 

 先ほどから、生産物流コスト削減の話が出ていますが、私は別の捉え方をしたい

と思います。まず、お金の払い方です。現状では、農家が資材等を調達する段階で

はお金がないので、先に商品を受け取り、後から差し引き精算により支払う形にな

っています。つまり、もともと借金のある立場ですから、価格は先方の言いなりに

なるという現場を僕は何回か見てきています。ですから、農家が袋や薬や堆肥など

の資材を調達するときに、自分の資金繰りができるような形で補助しないと、この

問題はそう簡単に解決しない。先借りしているから、ものが言えなくなってしまう

という、この資金の回転を含めた制度、仕組みがおかしいのではないか、コストを

落としたくても現実にはできないという点でネックになっていると思います。 

 また、日本の農家の規模は小さいのですが、４台も５台も立派な機械を持ってい

る場合が尐なくありません。そんなに機械にお金をかけてコストが吸収できるはず

がありません。ある意味ではメーカーの戦略に乗ったような部分もありますから、

この辺の整理をどうやっていくかということを同時に考える必要があります。 

 「安全・安心」について。農水省はよくこの言葉を使いますが、「安心」という



言葉には基準がないので、「安全・安心」という一つの言葉としては使ってほしく

ないのです。外食の立場で言えば、信頼を失ったものは「安全」の基準の見直しと

いう行動の結果によって国民に「安全」確保の義務を果たすべきで、「安心」とい

う言葉は国民（消費者）がその結果をどう受けとめどう感じるかということではな

いかと思います。 

 品質の向上の研究。これまでの研究の多くが「生産性の向上」中心ではなかった

でしょうか。例えばスイートコーンは、工場稼働率を上げるために北海道のスイー

トコーンの収穫時期を１カ月間に拡げたということです。つまり、とれる時期を延

ばすことと反収を上げるために作物としての収穫量を増やす研究をやってきた、お

いしくする研究は最近ようやく着手されましたが、戦後の二、三十年間、品質を良

くする研究はなかった、または、あまり成果が出なかったのだと思います。 

 そういう意味では、ここで必要なのは、「生産性が悪い」という言葉の捉え方で

す。「売れない→尐量しか生産できない→生産性が上がらない」という問題があり

ますから、「売れることによって生産性が上がる」という考え方も必要です。逆に

生産量が増えればコスト削減に直結する訳ではありません。「売れる」ことが大前

提だとすれば、売れる物をどうつくるかということが出発点です。品質というもの

にもっとこだわる必要がある。おいしいと安全はイコール、同じ価値なんです。お

いしいという価値と安全という価値をつくらないと、安いという価値ばかりで乱売

になってしまうんです。この辺の方向の定め方にどうも違う部分があるのではない

かと思うのです。おいしいものをつくるためにどうするか、そのことの確認がまず

必要なのです。 

 例えばミルキークイーンというお米が、ずいぶん多くの地域で作られるようにな

りました。私は非常にうまい米だと思います。おにぎりにしてうまいし、朝炊いて

保温しておいても、夕方の品質务化が尐ないんです。つまり、今朝あるいは昨晩に

炊いたご飯を炊きたてと同じ状態で食べられるとすると、忙しくて炊けない、時間

が経っておいしくないと言っている人も食べてくれるし、お米の消費量も増えるは

ずです。それならば、「おいしい」だけではないお米の品種ごとの特徴をもっとＰ

Ｒして、なぜササなのか、コシなのか、なぜミルキークイーンなのかということを、



品質の改良のポイント、ヒントとして活用することができるのではないかと思いま

す。 

 また、一点、気になる部分があります。品質改良研究の問題の中の 10ページ、

左側に青い線が３つあるんですが、「農業の構造改革の立ち遅れ」の中で、「主業

農家の減尐、農業従事者の減尐・高齢化の加速化」と書いてあります。私は「立ち

遅れ」の理由はこれではないと思います。こう書かざるを得ないならやむを得ませ

んが、農業の構造改革の立ち遅れはこの３つで起きたのではないということだけ指

摘をさせていただきます。 

 輸出促進の件。確かに日本ブームはありますが、日本の食料というのは、ブーム

にはなっていますけれども、日本の原材料を使って、各地で直接日本食をつくって

いるケースはほとんどないんです。現状では現地の物を使ってつくっていますから、

それをどのように日本の食材を使う方向にもっていくかということが鍵だと思い

ます。そういう意味では、国別、品目別マーケティングができていない、もう尐し

このことにお金をかけて、どこへ、何を、どうすれば売れるのかということをもっ

と具体的に突っ込んでいかないと、プランだけで終わってしまう可能性があると思

います。 

 輸出データの見方について。多くの数値が出ていましたけれども、マグロもカツ

オも鮭も逆輸入しているケースがありますから見方に注意が必要ですね。原料の輸

出量増は単純に喜ぶ訳にはいきません。マグロもカツオも鮭も輸出後に海外で製品

となり、フレークや鰹節として輸入する、それでは輸出したことにならないんです。

言い方を変えると、この分野でも日本の空洞化が起きていると捉えると問題として

は重大です。中身をきっちり調べて、現場は実際にどうなっているか確認してから

議論をしないと、輸出は名目だけで実態がないということがあると思うのです。 

 最後に、安全のために確認したいことです。安全というと農薬のことが多く取り

上げられています。実際に、農薬や化学肥料を減らして微量要素を増やすというこ

とは、今の日本の食生活を良くするためには必要で大変すばらしいことだと思いま

す。 

 同時に、日本では、抗生物質の使用が異常に多い、それをどうやって減らしてい



くのか、これは大切な課題です。抗生物質の使い過ぎを考えるのに数字を出します

と、例えば、家畜の飼育と魚の養殖に使う抗生物質は年間約 1,100トンです。とこ

ろが、人間が病院で受ける抗生物質は 100トンで、薬でもらうのが 400トン、食用

動物に人間の倍の抗生物質を使っていますが、本当にこんなに使う必要があるのか

どうか。また、その抗生物質は食品として肉や魚を食べた人間に本当に害がないの

か、あるいは人間の病気の時に抗生物質が薬として効かなくなるという危険性はな

いのか、この問題も、生産者は消費者に対してきちんと説明できるようにならない

といけないと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、役所の方からお話をいただきたいと思いますが、公務により岩永副大

臣、大口大臣政務官はここでご退席をなさいます。 

 それでは、まず生産局の方からお願いいたします。 

○白須生産局長  それでは、立花委員と横川委員からご指摘ありましたうちの資

材の関係につきまして私の方からお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、資材関係はなぜ高いのか、それが規制によるものではないかというお話が

立花委員からあったわけでございます。 

 これはいろいろ見てまいりますと、まず関税につきましては、肥料につきまして

も機械につきましても製品は無税でございますし、農薬もほとんどないに等しいと

いうことでございます。 

 それから、国内の方のいろいろな法律の規制、かつてはおっしゃるとおりいろい

ろあったわけでございますが、現在、肥料取締法につきましても、あるいは農薬取

締法等につきましても、いろいろご要望に忚じまして規制の緩和というものをやっ

てまいりました。あるいはまた、かつてよく言われました建築基準法に基づきます

建物の規制というものも、適用除外にするとか、あるいは暫定基準を設けるといっ

たようなことで、現在ではほとんどそういった面でのコストの増というのは無くな

りつつあるのではないかと考えているわけでございます。 



 そういう中で、私どもとしては、先ほどご説明申し上げましたように、やはり内

外価格差というのは品質なり装備なり流通形態の違いといったこともございまし

て、1.4倍とか 1.3倍とお示しをいたしておるわけでございますが、なかなか一概

に単純に申し上げるところが大変難しい面があるのはご理解いただきたいと思う

わけでございますが、そういう中でいろいろな工夫をいたしまして、それぞれ数値

目標を明示したり、先ほどの輸入の肥料を使って最大 25％まで下げていこうとか、

あるいはシンプル農機といったようないろいろな工夫を重ねまして、さらにそこの

ところのコストダウンについては系統なり商系なり、それぞれが努力をしていただ

きたいと考えているわけでございます。 

 そういう中で、特に横川委員からもございました農協のウエート、確かに肥料で

は９割と高い。その理由、横川委員からもご指摘があったわけでございますが、そ

の点確かに農協と農家との間の販売なり共済あるいは信用事業といったようなと

ころで、それぞれ取引関係もあるといったような農業者と農協との密接な関係とい

うものも確かに理由としては考えられるんではないかと思うわけであります。 

 したがいまして、私どもとしても、やはりそこのところは農業者が十分なコスト

意識を持ってもらって、コストの面から資材選択を行うという指導、そういった取

り組みを推進していかないといけないのではないかと考えているわけでございま

す。 

 また、機械のそもそもの利用について、それはやはり４台も５台もあるとコスト

が上がるのは当然だ。ご指摘のとおりかと思っております。そういった点について

は、やはり規模に忚じた機械装備の指導であるとか、あるいはまた中古機械の有効

利用といったような点で現実的にコストを下げていく、そういう努力も必要ではな

いかと考えているわけでございます。 

 いずれにしても、先ほどの 10ページ、11ページのところで現在行動計画という

ことで、系統にしても、商系にしましても、それぞれが大変にご協力をいただいて

努力をいただいておりますので、今後とも私どももさらにコストの引き下げについ

ては努力してまいりたいと考えているわけでございます。 



○西川技術会議事務局長  研究開発で、最初に立花委員のバイドールの話でござ

いますけれども、これはすべての競争的資金に適用いたしておりまして、開発者に

特許権を与えるというところでアメリカと同じといいますか、我が国の他産業と同

じ扱いにしているというところでございます。 

 横川委員の方からいろいろあったわけでございますけれども、売れることによっ

て生産性が上がるといったような視点も大事じゃないかというお話で、これがすべ

てに通じるんだろうと思うんですけれども、売れない物をつくっても、いくらコス

トダウンしても構造改革しても意味をなさないことはご指摘のとおりでございま

す。 

 そういうことで、最近の研究開発は、いかに品質向上を図るか、おいしい物、そ

れと消費者に選択をされる物づくりをするかというところで、研究開発の品種育成

などを見ますと、メーカーとか消費者サイドともいろいろ情報交換をする中で対忚

してきているというところで、先ほども事例で出しましたけれども、特に最近は機

能性とか、そういったようなものに一生懸命着目して、いかに消費者に振り向いて

もらえるかというところに力を入れてきているということはご理解いただきたい

と思います。 

 先ほどミルキークイーンの話がありましたけれども、最近さらにもっといいやつ

で、ミルキープリンセスというような品種もまた出てきていることをつけ加えてお

きたいと思います。 

 それと 10 ページのところ、ちょっと書き方がおかしいんじゃないかということ

がございましたが、これも先ほどの売れなければ意味がないではないかという意味

だろうと理解をしておりますので、もし間違っていれば、また後でご指摘をいただ

ければと思います。 

 これは私が答えるかどうかはあれですが、研究開発の方としても、いかに抗生物

質を減らすかといったことで研究開発を私どもとしても今取り組もうということ

をしているということで、あとは主管局長の方から。 

○生源寺部会長  それでは、消費・安全局長お願いします。 



○中川消費・安全局長  横川委員の抗生物質の使用の話でございますが、家畜が

病気にかかったときに治療として抗生物質というのはまだいいんでしょうけれど

も、多分お話にあった背景には、飼料添加物として抗生物質が使われているという

ことを特に問題にされたんではないかと思います。 

 従来、日本では 29 の抗菌性物質が登録をされておりましたけれども、先般、食

品安全委員会の方にこういった抗菌性物質のリスク評価、見直しについて諮問をい

たしました。既に 29 品のうち４品目については登録の取り消しをいたしておりま

す。さらに残りました 25の品目につきまして、人に使われているのと同じ物質が

飼料添加物に使われますと、耐性菌の問題が懸念されるということで、人に使われ

ているものと、それから動物だけに使われているものに分けまして、そこのところ

の評価を今お願いしているところでございます。基本的には、人と同じものであれ

ばできるだけ使わないようにというのが大きな方向かと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは経営局長、お願いします。 

○須賀田経営局長  一番最初に、安高委員から担い手の労働時間、前にも指摘を

受けました。確かにこの主たる従事者が 1,300 時間余、５、６、７がピークという

ことで試算をしております。ただ、これは補助的労働者、例えば奥さんが 500時間

ほど働いておりますので、合わせますと 1,800 時間、結構な労働時間になるかとは

思いますけれども、私ども別に年中農作業をやっているというようなことで試算し

ているわけではなくて、やはり余った時間があればマーケティングも大事ですし、

技術の習得も大事でしょうし、あるいは加工も大事でしょうし、あるいは国の審議

会に出席されてもいいですし、別に労働時間を農業だけでつぶさなくて、有効に使

っていただければと思っております。 

 それから村田委員から山田委員への質問が２つあったように思います。１つは、

農協の方が末端で商系より安くなっていないんではないかというお話がありまし

た。 

 私ども、今、農協のあらゆる改革をやっておりますけれども、経済事業の方の改



革は一番遅れているのではないか。おそらく山田委員も同じ認識だろうと思ってお

ります。１つは、殿様商売をしておるんではないかという指摘は前々からあったん

ですけれども、単協、県連、全農と３段階を２段階にしたんですけれども、物流コ

ストの低減がそれに追いついていっていない。やはり旧態依然として手数料収入を

各段階で取ろうとしているのではないか、それが末端のコストダウンにつながって

いないのではないかという指摘。それから、やはり普通は担い手のような大口需要

者に対しては割引をするわけです。農協ですので、平等主義というのが基調にあり

まして、なかなか大口割引というのが進んでいないんじゃないかという問題があり

まして、末端でのコスト高感というふうなものにつながっているんではないかと思

っています。 

 今後、担い手に政策が集中していきます。固定払いということで、手数料収入も

上がることが見込めませんので、農協の経営をめぐる環境は厳しくなります。おそ

らく山田委員から後でお話があろうかと思いますけれども、現在、もう尐し危機感

を持って取り組んでもらいたいと思っております。 

 もう一つ、黒豚の問題がございました。これは全農の子会社の組合貿易というの

がカナダからカナダ産の黒豚を輸入しました。その黒豚が国産黒豚、鹿児島の方に

偽装されて使われていたという問題でございます。直接関与をしていたという証拠

はないんですけれども、そもそも農協でございますので、国内生産者の共同組織で

すから、何で外国から黒豚を輸入しないといけなかったのか、しかも黒豚の産地の

鹿児島へなぜ持っていかなくてはいけなかったのかという基本的疑問も残るわけ

でございます。それから、よく注意しておればすぐ偽装に使われたということもわ

かったわけでございますので、そういう問題を指摘しました。 

 これで６回目でございます、全農系で偽装をしたのは。４年前に宮崎県の切干大

根の偽装をしたのを初めとしてこれで６回目でございます。私ども、なぜ次から次

にこういうふうに起こるのかということを、山田さんともちょっと話もしてみまし

たけれども、痛みを感じていないんじゃないか。雪印食品とかそういうのが偽装を

したときには、量販店の方から棚から撤去されるとか、取引を停止されるとか、そ

ういうことが起こるわけですけれども、何せ大きいわけでございますので、そうい



うことも経験していない、痛みを肌で感じていないんじゃないかというのが１点で

ございます。 

 ２点目に、やはり大きい。銀行が昔大き過ぎてつぶせないという問題がありまし

たけれども、末端で 900万の組合員がおりますので、そこに安住をして、自分のと

ころはつぶれないんだという意識から危機意識が欠如しているんではないか。それ

がコンプライアンスを何回つくっても徹底をしない、遵守をされない、そういうこ

とになっているんではないかということで、今、外部の血を入れたらどうか、もっ

と徹底して部門別に収益管理をする、そういう方途につきまして検討をしていると

ころでございます。山田委員の方からもこの件に関してはお話があろうかと思いま

す。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、伊藤総括審議官の方からお願いします。 

○伊藤総括審議官(国際)  横川委員からの輸出促進に関するご指摘ありがとう

ございます。ご指摘を踏まえて、またさらに努力をしたいと思います。 

 ただ、輸出促進につきまして、何かと一過性のもので終わるんじゃないかとか、

あるいは話題性を追求しているんじゃないかと見られる向きもありますけれども、

そういうことではなくて、ちゃんとした柱にきちんとしていきたいと思って、真剣

に取り組んでいるということをご理解いただきたいと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは山田委員、いかがでしょうか。 

○山田臨時委員  大変答えにくいといいますか、うまく説明できないわけであり

ますけれども、何点か申し上げさせてもらいます。 

 １つ目は、ご案内のとおり、農協は小規模な生産者が共同で事に当たることによ

って大規模な市場対忚とか、それから生産資材メーカーに対して共同購入を行うと

いう仕組みで組織化してきたわけでありまして、それはそれで戦前からもそうであ



りますけれども、戦後一貫して生産と需要に忚え得る、例えば大規模な市場流通に

対して相当の役割を果たしてきたし、例えば政府の食管制度のもとでありますけれ

ども、米の適正な集荷という部分についても役割を果たしてきたというふうに思い

ます。ひとえに、その原理は、先ほどもありましたが、平等主義だったと思います。

小規模な生産者が共同で事に当たることによって、お互いに利益を実現していこう

ということでありましたから、平等主義だったと思います。それが大変大事な共同

の論理だったし、地域の小規模の生産者がずっと併存している地域の論理だったと

思います。 

 このことが、間違いなく今は多様化が進んできておりまして、その多様化の中に

農協の事業が十分対忚できていない、とりわけ販売事業でそのことが十分できてき

ていないということが影響していると思います。その結果が、今ご指摘のありまし

た九州のＪＡにおきます、これはハウスのリースだろうと思っていますが、不公正

な取引があったということで指摘を受けております。どこが不公正かという話はな

かなかやっかいでして、今後いろいろな場所で議論されるし、審議もされるという

ことで、駄目なものは駄目ですから、当然罰せられてしかるべきものは罰せられる

ということだと思いますけれども、ともかく今言ったような共同主義の中で一番大

事なのは、産地としてブランド化をどう図るとか、それからさらに多くの生産者が

共同してリースハウスを導入し、産地づくりをすることによって、それで技術を統

一したり、それから販売物を共同で販売する、それで市場に対忚するということが

ねらいで、ひとえにそこにあるのは共同の論理なんです。これを進めていますので、

ハウスを新しく導入するに際しましても、個々の農家が当然農協から資金を借りて、

ないしは預託してハウスを導入するという仕組みをとっているというふうに思い

ます。 

 その際、さらに必要な生産資材等については、農協から入れるんですよという契

約を結んでいたんだと思っていまして、それは優越者の地位による権限行使という

不公正取引になったのかと思っております。そうした導入や産地づくりに当たって、

当然開発費用があったわけでありますし、それから技術指導は、先ほど立花さんか

らもご指摘ありましたが、単に技術開発、技術研究だけの仕事ではありませんでし



て、農協は営農指導員という名のついた職員を現在でも約１万 6,000 人抱えており

ます。国からの人件費の補助金は一切ないです。１万 6,000人で農協は約 1,000農

協です。1,000 農協が最近上げております利益は、1,000億円であります。当然そ

の 1,000億円は事業の利用高その他に従って配分をするんですけれども、配分する

前の利益は 1,000 億円であります。1,000農協で 1,000億円ですから、大した大き

い話ではありません。しかし、1,000億円の裏側に、それが出る前に実は１万 6,000

人の営農指導員の費用として 1,500億円の費用を農協は自分で払っております。こ

れはこれで大変な努力であります。こうした部分を、技術の導入や産地づくりやブ

ランド化の中でどうしても一定部分は利益として回収したいということがありま

すから、生産資材の取り扱いについても、そうした契約を結んでいったものという

ふうに思っております。 

 いずれにしろ、公正取引委員会のしっかりした審議がなされるというふうに思い

ますから、その場で明らかにしてほしいと思いますし、疑われるような事業のやり

方は当然のこと見直してしかるべきと思います。 

 ２つ目は、全農の件でありまして、これは弁解のしようが全くないわけでありま

す。これはいろいろありますが、明らかに豚を輸入して、そして偽装して供給した

豚肉の話から始まりまして、最近の黒豚の件にしましても、当初は国産の黒豚を欲

しいという需要者に対して供給するということをやってきたんでしょうが、そのう

ちに量が確保できなくなってきて、それでカナダとアメリカというふうに言われて

いますけれども、開発、輸入して、そして入れたものだということのようでありま

す。最初から偽装をねらいにしたわけではないのかもしれませんけれども、経過か

らしますと、もはや到底説明がつかない行為であったんだろうと疑われてしかるべ

きだったと思っています。どうしても会社維持のために利益を上げたいという中で

理念が欠如してしまったということの結果です。 

 関係者は、その都度処分をしていますし、会長が辞任するなり、それから役員で

何人も退任しました。何人も退任して、だんだん後がいなくなってきているんです。

それから減俸も当然のことやってきています。こんなふうに減俸が重なりますと、

ちゃんと報酬をもらっているのかと心配になるぐらい減俸がかさんでいるわけで



ありまして、ともかく今後、絶対改革、今度は本当に改革をしなければいけない。 

 改革の仕方として、どんな改革の仕方があるのか、１番必要なのは、系統グルー

プの仲間だけの組織、というのは組織はそういう組織でありますから、下から積み

上げて組織をつくっているわけでありますけれども、仲間だけの組織であれば駄目

なんだと思います。外から人材を確保するなり、それから外の力を借りて組織改革

していくということが多分間違いなく今迫られているということだと思いますの

で、そういう形での努力をしていきたいと思っております。 

 十分な弁解にならなかったわけでありますが、しっかりやりますから、尐し見て

おっていただきたいと思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 今の点に関連してでございますか。それでは安高委員、よろしくお願いします。 

○安高委員  今のいわゆるＪＡグループの不祥事で、私もＪＡに身を置く者でご

ざいます。山田専務から見れば、中途半端な位置づけにおりますけれども、中途半

端な位置からとしてちょっと意見を述べたいと思います。 

 私は、ＪＡグループ、特に全農レベルを見ていまして、いろいろな不祥事を見て

おりまして、検証ができていないんじゃないのかなと思っております。私自身も農

協の組合長でございます。組合員から選ばれました。この私どもが県連の会長を選

び、わかりやすく言うと、その人たちが集まって全国連の会長を選んでいる。 

 山田専務は言いにくいだろうから私から申し上げますが、この私どもの選び方が

おかしいんじゃないのか。全農ともなれば、経営体です。しかし、経営体のトップ

として選ばれているか。あくまでも組合の長として選ばれているんです。もともと、

組合の長としてしか選ばれていない。だから、経営体を率いていく経営体のトップ

として経営力をもって選ばれているか。今あれだけ大きくなると、それが必要だと

思います。尐なくともトップには。今のような時代において、きちっと検証を入れ

ていく、職員、プロパーがやったことにきちっと検証を入れていく、この経営体の

トップが求められているのに、どうなんだ。 

 これで実は、私は農協の経営者にはトップとしての資質が欠けていますよねと、



あるコンサルタントに相談したら、コンサルタントはこう言いました。農協のトッ

プに経営の資質が欠けているんじゃない。農協のトップを選ぶ仕組みができていな

い。農協法、いろいろな仕組みの中からあります。あくまでも共同の仲間内の長を

選ぶルールでしかない。では、農協法を改正すればいいのか。それだけとも思って

おりません。いわゆる末端で組合員が組合の長は選びます。その中で、ずっと食管

法が続いてきました。経営に対する意識を抑えられた農業者が、経営感覚のある者

を選ぶことができるだろうかと思っております。そういう意味で、ただ農協の問題

だけではなく、今この農政の大きな転換点だと思います。ただ農家を保護するので

はなく、経営として、ただ支援するのではなく、本当の経営者が尐しでもいいから、

今まで以上に育つような今回の議論、農政改革にしていかないと、本当の意味での

農業界が変わっていかないのではないかと思っております。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 大勢の方から手が挙がっておりまして、順番にお願いいたしたいと思いますけれ

ども、早目に退席されるというようなことがあれば。それでは坂本委員にまず最初

にお願いして、以下順番にご発言いただきたいと思います。 

○坂本専門委員  尐し早目に退席させていただかなければなりませんので、３点

ほど意見で、お答えは要りません。 

 まず、生産対策でございます。今、国の方から思いを出されましたが、私はその

とおりだろうと思っています。現場で農業をやっておりまして、誰がどこでどう作

ってというような尐量多品目の地産・地消という流通と、量販店、外食、中食の皆

さんのロットは膨大なものになっておりまして、これに我々日本の農業生産で対忚

できていないということが自給率に非常に大きく影響しているということからし

て、生産対策についてのお願いとしましては、これはなかなか日本の風土から難し

いと言われますけれども、これから担い手対策と集落営農等をきちっと進めていく

なら、我が国でも対忚できると思います。ある中食の社長さんとお会いしたとき、

毎日 8,000食のお弁当を提供している。日本では対忚できない。だから、外国から



入れているんだよ。法人協会の皆さんで対忚してくれないかとおっしゃったときに、

とてつもない数字でございまして現状では対忚できない。しかし、これを放置して

いたのでは、生産に携わる我々農業者としては恥ずかしいことです。また、ある量

販店さんの方で麦が欲しいと、特殊な麦ですけれども。こちらは何とか１トンは提

供できますよと言ったら、向こうは最低１ロット 10トンですよ。その 10トンに対

忚できる生産システムがまだできていないものですからお断りしなければならな

いということです。 

 地産地消の方は大変進んでいると思います。したがって、我々は血が出るような

努力は必要だと思いますけれども、この大型ロットに対忚できる農業構造の確立こ

そ、政策として優先順位が高いんではないかというのが１点でございます。 

 それから、技術対策でございますけれども、プロ農業者といたしましては、技術

はほとんど企業から買わされているというのが現状です。ある程度規模の法人等に

なりますと、技術的にも進んでまいります。しかし、プロ農業者とは言うものの、

その技術を農業試験場が紹介された文献によって具体的に経営に落とすという作

業はなかなか難しいのが事実でございまして、ぜひお願いですが、技術開発と、そ

れを具現化し現場へ活用するということをこれから進めていかれる場合、どうか試

験研究機関の方で、我々農業者がそれを現実に使えるような具体的な技術として翻

訳することをお願いできたらと思っています。 

 ３点目は輸出促進ですが、大きな夢のあるすばらしいテーマだと思って、私も期

待している一人でございまして、非常に重要な課題だと思っております。 

 その中で、先ほど２ページで５つありますねとご紹介がございました。ここは非

常に重要でありまして、特に、１の販路創出と拡大への支援、それがどんどん先走

りするだろうと思います。そうすると、先ほどから問題の指摘がありますように、

国際間の偽装問題が出るようでは大変な問題を起こしますので、私はこの順番とい

うよりも、きちんとした生産を、どう目指していくのか、それについてどういう問

題点が出るのかということが重要で、この５つをバランスよくぜひ支援、推進して

いただかないと、これは大変な問題を起こすと思われます。どうしても早く売りた

い、早く売りたいというところで走りますと、非常に気になる点だということでご



ざいまして、バランスのある推進をお願いしたいという３点でございます。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  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  先ほど立花委員の方から研究開発のことで、従来から意欲的にやっ

ていらっしゃるというお褒めもございましたけれども、私もその点では同じでござ

いますが、１つそこでお願いがございます。稲のゲノムの研究というところで、先

ほどご説明がございましたけれども、健康の維持・増進ということで、花粉症を防

ぐお米を、成果を活用してこれから開発ということになると思うんですけれども、

こういう特定の消費者相手の商品というものだけにとてもＰＲが難しいと思うん

です。腎臓にいいという低たんぱくのも、欲しい人はたくさんいるけれども、非常

にＰＲが難しいという点があります。 

 そこで、せっかく研究したものというものは、研究者だけではなくて、そのほか

の専門家、例えばお医者さんとか、それから流通のセールスということで、流通の

方にも協力をしていただいて、その成果を上げるという必要があるのではないかと

思います。 

 それからもう一つは、輸出促進のことで横川委員からも、どのようにして日本の

食品にしていくべきかという問いかけがございましたけれども、中国にもお醤油な

んかは安定的に輸出されているということですが、話を聞きますと、中国では全く

日本と同じものが値段だけ違って、ラベルもすべて同じで、それがどんどん出てい

るという話を聞いております。中身をあけると全然違うということで、その安い物

が本当に日本の醤油だと思われてしまうような、そういうふうにならないような対

策というものも、やはり日本の品質ということをしっかりと考えてこの対策の中に

入れていただきたいと思います。 

 以上です。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは中村委員、どうぞ。 

○中村委員  生産対策について二、三点意見を申し上げたいと思っております。 

 １点は、先ほど来、優良品種の開発等の件が出ていますが、これは当然だと思い

ます。それはやっていかなければいけないと思いますが、それを実現する地力増進

をその前にやらないと、せっかくいい品種をつくっても、安全で高品質なものは実

現できないということを現場で聞いたこともあります。 

 この間、Ｏ県のＯ町が農協と一緒になって、地力づくりから始めたため、同じ品

種の野菜や麦をつくっても、近隣の町村に比べ非常に差別化したものができて農業

振興になっているという話を聞きました。いずれにしましても、高品質な農産物の

確保、これは横川委員から出ていましたけれども、併せて環境負荷を軽減するとい

う意味で、地力の増進というのは非常に重要な問題だと思っております。 

 かねて私もそういうことを言ってきましたが、９ページのところに、昭和 34年

から 53年にかけて地力保全基本調査というのが出ています。これが今どうなって

いるのかという質問もしてきたわけですが、その後、この昭和 54 年から平成 10年

にかけて土壌環境基礎調査というのがある。その後、平成 11年からモニタリング

調査もやっておられるということでありますので、もともとの調査は非常にいい調

査だというお話を聞いておりまして、これを活用して、そういう品質のいい商品、

農産物をつくっていくという努力をすべきではなかろうかということと、これも前

に申し上げてありますが、地力増進を米の生産調整の中に組み込んで政策化する必

要を申し上げたいと思います。 

 それから、生産資材についてはいろいろな議論がありましたし、立花委員からも

規制緩和の問題がございまして、我々も建物の建築基準法の問題等で何かネックが

ないかということで立花さんの方との話し合いもしてきた経過もございます。これ

はこれでやはりきちっと整理をしなければいけないと思っておりますが、もう一つ、

農地の面から見ますと、施設用地の宅地並み課税の問題があって、これがやはりラ

ンニングコストにかなり大きな影響を及ぼすんじゃないかと思っておりますので、



その辺のところもご研究いただきたい。特にこれは都市近郊だけではありませんが、

例の相続税の納税猶予等が適用されておりますところでも、そういう例もございま

すので、施設用地等についての検討もしていただければ、コストダウンにもつなが

るだろうと思っております。 

 もう一つ、労働力の点でありますが、畜産とか野菜経営ではかなり外国人労働力

を使いながら経営をやっているのが実態でありまして、先般も群馬県のある山村で

ありますが、常時 160人体制が 10年間にわたっており、もはや外国人労働力がな

いと野菜の生産ができないということです。したがって、安定的にそういう労働力

を今後どう確保できるかという問題も生産対策あるいはコスト対策と絡めて重要

な話ではなかろうかと思いまして、このあたりはどうなのかなという点が１つござ

います。 

 それから、これは今まで出ておりますが、やはり鳥獣害対策は生産対策の中では

忘れてはならない重要な今どきの問題であろうと思っております。 

 それから、新技術の開発のところで、たんぱくマップみたいなものはここまでで

きるということならば、農地管理等についてもいろいろこれまでの議論があったわ

けでありますが、遊休地等の利用についても、確かにこれは金がかかり過ぎて、と

ても実現は不可能とは思いますけれども、そういう意味で、たんぱくマップができ

るぐらいならば、そういう利用状況を把握できるような農地地図も衛星でできるん

じゃないかと、これは思いつきでありまして、予算からは大変な問題だと思います

が、市町村単位では飛行機だとかヘリコプターを使ってやっているところも実際に

はあるわけでありますので、ひとつ頭に置いていただきたいとは思っております。 

 もう一つつけ加えると、最近過剰投資という言葉が、あまり聞かなくなってきて

おりますが、これは地域の中でもう一回そういう話をすべきじゃなかろうか。その

ことによって、やはり経営体のあり方も変わってくるというようなこともあろうか

と思いますので、意識改革も含めて、もう一度こういう問題を運動論として起こし

てもいいのかなという気がしております。 

 以上でございます。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは永石委員。 

○永石臨時委員  １つは、コストの問題なんですけれども、アメリカとの農機具

の比較、肥料の比較が出ております。特に機械費用とすれば、規模拡大、負担面積

に忚じた機械の装備というか資本装備ということになってくるんですけれども、も

う一つは、例えばヨーロッパに行ってもトラクターの耐用年数が非常に長い。いわ

ゆるそういう面から見た、例えば稲用コンバインはアメリカは使っているかどうか

わかりませんけれども、私はかつて経験したことで日本の技術はものすごいと思っ

たのは、機械の負担面積が終わる頃にちょうど大きな部分が見事に壊れていくんで

すよね。こんな技術は大したものだと思っていたんですけれども、現実には耐用年

数との兼ね合いなものですから、その辺がやはりコストに当然かかわってきますの

で、そういう面でどうなのかというのを一つ出していただければなと思っておりま

す。 

 もう一つは、資材や肥料等は系統扱いが９割と言われましたけれども、今は米が

市場原理になりまして、うちの県は自分で米を販売する農家が非常に多いせいもあ

りますけれども、肥料や資材をホームセンター等から購入しているという例もあり

ます。肥料成分がちゃんと保証されているかどうかということで肥料取締法の定め

があるんですけれども、そういう面でかなり時代は変わってきているのかなと思っ

ております。だから、決して系統だけではなくて、生産者はそういう考えを持って

きている。 

 それから、もう一つ農協が変わってきているのは、例えば大規模農家が何軒か集

まって肥料を一括農協に注文する。それは小袋でなくていいわけですよね。そうす

ると、かなり安く購入できるという農協も出てきておりますので、むしろそういう

システムをどんどん山田専務の方のところで進めていただければ、私は変わってく

るだろうと思っておりますので、山田専務はそう悲観することはないと思っており

ます。 

 もう一つは、安高委員が言いましたように、いわゆる農協の経済改革というのは



やはり情報開示だと私どもは思っております。私どもは農協指導の立場におります

から、１つは、やはり身内主義なんですよね。いわゆる職員雇用から含めて地域の

密着からなかなか離れ切れない、そこに身内主義が生じますので、問題が起きても

なかなか公表できない。県の指導では公表しなさい、告訴しなさいとか、いろいろ

言っているんですけれども、そこがなかなかできない。そこを一歩踏み切れないと、

農協の改革というのはやはり進まないのかなというのを感じております。 

 もう一つはお聞きしたいんですけれども、生産対策の超低コストハウスの開発と

いうものが８ページにございます。ここで 10アール当たりの目標が 500万円、平

米 5,000円ですよね。この目標は実現可能と捉えておられるのか、近々こういうの

が実現可能なのかどうか。というのは、さっき言ったガラス室とか大型ハウスにな

ればかなり国産物は高いものですから、どうしても生産者はオランダから直輸入と

か、そういう形の対忚も現実にはしておりますので、その辺の開発状況を教えてい

ただければと思っております。 

 もう一つは、機能性食品開発、これは品種改良の話ですけれども、東北の稲作の

育種検討会では、今は米も品種開発が頭打ちになっており、現在機能性に着目した

品種改良に向かっている。ただ、先ほど出ましたように、機能性ばかり強調されま

すと、それですべて健康になるというような錯覚に陥り易いのではないか。本県も

機能性食品は地域産物として何か開発できないかということで取り組みを考えて

おりますが、医大の先生方に相談しますと、テレビで血糖値にいいと放送しますと、

糖尿病患者は間違いなく次の週は体調がおかしくなって来るというような例もあ

るとの話です。機能性というのは、そのような特性も持っていることもはっきり知

らせていくということも必要ではないかと考えております。 

 それからもう一つ、先ほど地力増強をおっしゃいましたけれども、土づくりは生

産局の方になりますか、家畜排せつ物法の施行が今月１日からで、本県も一生懸命

やっているんですけれども、畜産農家自身は堆肥を一生懸命つくっておりますが、

今度はそれをどう利用していくか、それが地力に結びつけば一番いいことなんです

けれども、現実にはなかなか容易でない部分もあります。今、エコファーマーを認

定しておりますけれども、エコファーマーについては土壌分析がネックになってい



る部分があるんですよね、大量に地域全体でエコファーマーになりたいというとき

の土壌分析数はものすごい件数になるんですよね。もう尐し地域がまとまった場合

は、土壌別とか分布別にできないかどうか、その辺もぜひ検討をお願いしたい。そ

れと併せて、もう尐し国は、堆肥を逆にうまく地域で入っていくシステム。つくる

方は整備しました。でも、散布したり、うまく回したり、これは県でも一生懸命や

っているんですけれども、現実にはそこは難しいところなので、その辺の対策とい

うのは考えていくべきではないかということで、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

 最後にもう一つは、抗生物質は今、家畜の方でいろいろ問題になりましたけれど

も、外国は全然家畜で使っていないんでしょうか。これも後で教えていただければ

と思います。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかには、長谷川委員。 

○長谷川委員  まず、素朴な感想なんですけれども、先ほど安い方から買いなさ

いという指導をするというご発言がありましたけれども、とても普通では考えられ

ないご発言で、先ほど山田専務の方から、900万人の組合員がいらして、1,000の

農協があるということでしたよね。そうしますと、尐なくても多分総代というのは

100人ぐらいいらっしゃるはずなので、10 万人の方が方針決定に関わってらっしゃ

る。にもかかわらず、なぜ、そもそもの協同組合の本旨が生きていないんだろうと

疑問に思いました。それは感想です。 

 あと２点あるんですけれども、まず、生産性の向上というお話で今進められてお

りますけれども、ぱっと考えますと、技術開発プラス効率性というふうに思ってし

まうわけですけれども、環境配慮型でぜひお願いしたいと思います。 

 中間論点整理の最後のときに確認させていただいたんですけれども、すべての施

策について環境配慮ということは念頭に置くというお話だったと思いますので、そ

のあたりに重点を置いて開発をしていただきたいと思います。それはリスク管理は



もとより生態系への配慮ですとか、それから先ほど抗生物質のお話も出ましたけれ

ども、生き物を扱う農業ですので、ぜひ、生き物への配慮も含めて環境のことを考

えていただきたい。このことは日本農業の優位性につながっていきますので、将来

を見据えてお願いしたいと思います。 

 もう一つなんですけれども、高品質、安全・安心だけではなくて、社会性ですと

か、農業の労働者への配慮ですとか、それから輸出というお話がありましたが、輸

入される相手国側の社会への配慮、それから消費者への配慮というものも含めて日

本の農業規範としてつくっていっていただけたら、将来的にも日本の農業のところ

でもまた優位性というか将来ビジョンが開けていくと思いますので、そういった国

際貢献も含めた輸出ということを考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、杉本委員にご発言いただきまして、ここで一度切りまして、役所の方

からお答えをいただきたいと思います。 

○杉本臨時委員  あまりいい意見じゃないんですけれども、これは大変だなと思

いまして、これだけ品種のこともそうですし、技術革新というか、技術の開発もあ

れなんでしょうけれども、いつまでこういうことを追い求めていくのかなというこ

とです。今いろいろな品種改良の使用例を見ましても、消費者の皆様のグルメ的な

ものを助長していくのか、それをずっと追随して農業者はいかなければいけないの

か、いろいろな品種改良をしましても、それについていくだけで精いっぱいで、ま

た機械の技術革新なんかも目まぐるしく変わっていきますね。そうなると、すぐ農

業者は機械を変えなければいけないだとか、いろいろなことになってくるわけで、

中間論点の整理の中でもありましたけれども、本当にこういうことをずっと続けて

いくというのか、本当に消費者の皆さんはそれで豊かになっていくのか、あるいは

それで農業者が豊かになっていくのかなと考えますと、私としては、尐し疑問を感

じるんです。この資料で言えば、そんな緑の豆腐なんていっぱい食べもしないでし

ょうし、白い豆腐でいいんではないかと思うし、いろいろな野菜の色の出てくるや



つもいっぱい並んでいるみたいですし、そんなものは本当に消費者の皆さんは絶え

ずお買いになって、家庭で料理されたりしていくのか。変化の早い時代ですけれど

も、もう尐し落ち着いて食料とは何なのかと考えさせるような、あるいは農業で食

物をつくるということはどういうことなのかということをもう尐し農業者も、消費

者の皆さんも落ち着いて考えられるような時代を目指すような施策というか、そう

いうことも考えてもらいたいなと思うんです。 

 それから、私はよくわからないんですけれども、店頭に並ぶときに、外国なんか

に行きますと山積みになっていて、いいものから、好きなものから、大きさも関係

なくして買っていかれるんですから、そういうような小売りの現場の食料供給を、

小売りの業界の皆様も考えていただくと、かなりコストも下がるのではないかと思

うし、流通もＳ、Ｍ、Ｌというふうになっておりまけれども、別にＭのりんごとＬ

のりんごの味がさほど変わるというふうには思いませんし、数億円をかけての選果

場など、これなんかももう尐し見直していただいて、もっと軽微なもので流通でき

るようになれば、農業者の労働も楽になると思いますし、変なところに金をかけな

くても済むんではないかと思います。普通に消費される皆様にはどういうことが大

切なのかということ、もう一度ゆっくり考えていただきたいなと思います。 

 もう一つは、技術革新、新技術の開発というところで、新しいものを開発しよう

というような機運でありますけれども、地域的な個々的な議論だとおしかりを受け

るのかもしれませんが、伝統野菜というものが今注目を集めています。各地域その

ものにおいても、伝統野菜をもう一度見直してみようではないか、あるいは伝統野

菜を料理する郷土料理、そういったものをもう一度見直していこうではないか。こ

れは食育にもつながるのかもしれませんが、そういう動きも確実にあるわけなので、

今の時代、何でもかんでも新しく何かを開発する、進展させるということではなく

て、保護するというんでしょうか、伝統野菜の品種を保護する、育成するというん

でしょうか、復活させる、そういう場面も、アグリカルチャーと言われる農業、農

村にとっては、ある意味では考えなければならない時期ではないかなと思っている

ということでございます。そういった伝統野菜的なもののことについては、個別だ



からこの計画の中ではうたわないのでしょうか。以上、疑問になるのか質問になる

のかわかりませんけれども、述べさせていただきたいと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、かなりご発言が続きましたので、まず生産局の方からお願いします。 

○染生産局審議官  まず、坂本委員からのご意見だということだったのでありま

すが、量販店なり中食、外食等のこの辺の流通が一番の問題であるという点でござ

います。これは、我々も認識は全く同様でございまして、現在の品目別の輸入シェ

アを見ましても、いわゆる家庭で使うものについてはほんの数％しか入っていない。

ところが、業務用、加工用などになりますと、５割とか６割、その辺入ってくるよ

うな品目は極めてたくさんあるわけでありますので、その辺をいかにするのかとい

うことが、今回キャッチフレーズ的にも書いてあります消費者あるいは実需者に選

択されるような日本農業にやっていきたいという方向づけでございます。 

 そういうときに、これは農協系統だけではなくて、最近いろいろな動きが出てお

るわけでありますが、例えば農業生産法人あたりが、全国の生産者を組織して、全

国量販店なりにある程度の一定のロットのまとまりを持ちながら出荷していくと

いうような、その組織化の動きなんかもかなり芽生えておるという状況だと思って

おります。そういう意味で、そのような取り組みについても、国としても大いに支

援していく必要があるのかなという感じでございます。 

 それと、中村委員から、地力増進が極めて重要であるということで、大変心強い

ご支援をいただいたわけでございます。それで、先ほどお話がありましたように、

地力増進の基本は、やはり土壌の状況をきちんと把握するというのが大前提でござ

います。そういう意味で、我が国におきましては、昭和 22年、戦後すぐに低位生

産地調査というのを始め、さらに昭和 34年から地力保全基本調査というのを始め

まして、我が国、日本の全農耕地の土壌の基本的な性格を把握しております。 

 その後、基本的な性格の把握をベースとしながら、その後、土壌の環境調査とか、

あるいは直近ではモニタリング調査と言っておりますが、これは全国に、例えば土

壌環境調査だと２万点の定点を設けた。現在のモニタリング調査は、多尐合理化し



まして、全国で 4,000点から 5,000点ぐらいの調査地点でございますが、それを５

年に１回巡回して、きちっと土壌の現状を把握するという調査でございます。それ

によって、過去の土壌調査結果と比較することによって、現状がどうなっているの

か、そのときに土壌管理はどうやったらいいのか、施肥はどうするのか、堆肥の施

用量はどうするのかということまで決めているということをやっていますので、か

なり力を入れてやっているところでございますので、そういう意味でのご支援もい

ただきたいと考えております。 

 併せて、生産調整で地力増進にも大いに取り組むべきということでございますが、

現在でも米政策改革の中の産地づくり交付金の中で地力増進作物あるいは緑肥作

物というのが対象になってございますし、これは十分ご存じのことだと思いますが、

地域での創意工夫によって、それらの作物を振興する場合に、使途なり、金額の水

準も地域みずから決定できるという形になっておりますので、その辺の制度も使い

ながら、大いに推進してまいりたいと考えております。 

 それと、労働力の問題でございますが、これもご指摘のとおりでございまして、

特に野菜とか果樹になりますと、いわゆる収穫時期あるいは受粉の時期とか、ある

いは出荷のための調整等に極めて労働力がかかるというような点でございます。こ

れは家族労働だけではなかなか賄い切れないという点もございまして、いろいろ周

辺のアルバイトさんを雇ったり、パートさんを雇ったり、いろいろな形で農家は対

忚しているというのが実態でございますので、この辺もう尐しシステマチックに国

全体として何らかの合理的なシステムができないかというのが大きな課題だと考

えておりますので、これも今回のそれぞれの品目ごとの検討の中で十分詰めていき

たいと考えております。 

 鳥獣害対策につきましても国としても対忚しているつもりでございます。 

 それと、リモセンなどを使いましたたんぱくマップの問題などにつきましても、

これはやはり実需者あるいは消費者のニーズがおいしい米であるとか一定の規格

に合う米というようなことで、かなり高度化しているという点がございますので、

これもご存じのように、カントリーエレベーター等を核として、その周辺地域でリ

モートセンシング技術なんかを活用しながら写真を撮ることによってたんぱく含



量を把握する。そのたんぱく含量を把握した後、そのたんぱく含量に忚じて区分し

て乾燥調製に回したり、出荷するという体制を組んできているようなところも増え

てきております。これも現在の流れとしては、そういう手法が一忚確立され、それ

は現に実用化できているという状況でございますので、大いにその辺も推進してま

いりたいと考えております。 

 それと、農機具の耐用年数の問題でありますが、実際はどうなのかという点でご

ざいます。これは、法定耐用年数等は、例えばトラクターだと８年であったり、田

植機だと５年であったりということでありますが、実際農家がどの程度の使用年数

でやっているのかということを調べますと、例えば乗用トラクターだと 19年ぐら

い使っております。また田植機だと 15年ぐらい使っておるという実態がございま

す。これも農家がまさにみずからの生産コストの低減を図るために、みずからの知

恵と工夫によっておやりになっているんだと思っております。 

 ただ一方で、ではその間、いろいろ壊れたりなんかしたら、修理とかの必要があ

るということもありますので、これも農業機械の団体の方にお願いいたしまして、

必要な部品については、なるべく長い期間保存していただく、それで修理等もでき

るという体制をとっていただいております。一般的なガイドラインだと、供給年数

の２年から５年ぐらいの多めの期間をとっておけばいいというふうな基準がある

わけでありますが、実態は長年の農家とのつき合い等もございますので、農業機械

サイドもかなりの期間、その辺の補修ができるような体制を整えているという現状

にあります。 

 それとホームセンターなどの問題でありますが、現にかなりホームセンター的な

販売も出てきておりますし、農業生産資材スーパーというようなものも、まだまだ

点的な存在でありますが、展開されつつあるというような点であります。やはり農

家がそれを選択するというのは、農家の方々の生産コストへの意識が極めて重要だ

と考えておりますので、生産コストの意識を変えるとともに、やはりその辺のいろ

いろな多様な流通ルートで資材が供給されるんだという情報提供を大いにやって

いく必要があろうと思っておりますので、国としても関係団体と協力しながらその

辺のことを行ってまいりたいと考えております。 



 それと、大口供給の話も、農協系統もかなり熱心に取り組んでおられまして、平

成 15年で、いわゆる大口需要者に対しては５％ぐらいの特別割引をやるというよ

うな制度が 37県、444ＪＡで既に導入されておるということを聞いております。 

 もう一つは大口需要家への対忚ということで、例えば肥料を 10 トン車、かなり

大きい規模で現場に運んでいく。港から直送していくというふうな体制も整えると

いうことで、これも現在 11県において着手されつつあるという状況にございます

ので、この辺を大いに活用していただければいいのではないかと考えております。 

 ８ページの超低コストのハウスの開発はどうなのかという点でございますが、こ

れは今、国、メーカー等と共同で研究を進めておりまして、平成 16年度には実用

化の目途がつく見込みということでやっております。このハウスは現場の施工が極

めて簡単になる。それと屋根なんかもユニット工法でプレハブ的に乗っければ済む

というようなことで、かなり現場施工時間も短縮でき、コストも下がるということ

でございますので、この辺をなるべく早く実用化するようにやってまいりたいと考

えております。 

 杉本委員から、いろいろな流通の問題、あるいは消費者のグルメ的な志向、ある

いは普通の人の感覚等に対する対忚というような点があったと思いますが、やはり

これも消費者のニーズが極めて多様化しておる、いわば極めて両極端というような

状況だと考えています。 

 では、それに何もしないでいいかということになりますと、やはりこれもいわゆ

る生産サイドできちっとした対忚をしながら、なるべく両極端にある需要も取り込

みながらやっていくことが重要ではないかと考えておる次第であります。また現に、

そういう取り組みも、いろいろな産地においては、さまざまな形でやられておると

いう実態にありますので、その辺を支援するようなことができたらということでご

ざいます。 

 それと、伝統食品で、特に野菜等の問題でありますが、これは各県の認定制度な

んかもございまして、各県が熱心にやっているような点もございますが、やはり国

全体としても地産地消を振興する、あるいは地場野菜を見直しながら、それを地場

の消費に結びつけていく、それで日本の農業文化といいますか伝統的な文化も守っ



ていくというような点が極めて重要でありますので、これも国といたしましてもい

ろいろな補助事業で対象とし、それを支援するようなことをやっておりますので、

その辺を活用しながら今後もやってまいりたいと考えております。 

○白須生産局長  永石委員の方から、堆肥の利活用のお話がございました。お話

のとおり、この 11月１日から家畜排せつ物の管理の適正化という法律が猶予期限

が切れまして、いよいよ本格施行になったわけでございます。したがいまして、お

話のとおり、不適切なそういった管理を解消していくということでは、やはり堆肥

の一層の利活用が必要だと、お話のとおりでございます。 

 そういう意味では、やはりまずは畜産農家に品質のいい堆肥をつくっていただく、

耕種農家に好まれるような堆肥をつくってもらうというのがまず第一でございま

して、そういった意味では、私どもでマニュアルを作成したり、良質堆肥の生産に

向けて堆肥センターを整備していくということもやりたいと思っております。 

 もう１点は、それを受ける側の耕種農家として、やはりお話にもありました土づ

くりということで、化学肥料の代替資材として、その堆肥をきっちりと施用しても

らうということが必要になってくるわけでございます。 

 そこで、やはり耕種農家と畜産農家をつなぐ広域流通というか需給のマッチング

というところが一番難しいところでございまして、やはり需給マップということで、

私ども全国レベルあるいは地域単位で、堆肥がどこで作られて、それがどこに持っ

ていけるのかという需給マップをつくった上で耕種農家と畜産農家のマッチング

を全国レベルあるいは地域レベルでやっていきたい。 

 また、一方では、えさの生産から堆肥の散布まで、そういったものをコントラク

ターというのを育成しまして、そういった作業も受託をいたしまして、堆肥の有効

活用といったコントラクターの請負作業ということも推進をしていきたいといっ

たようなことを通じまして、広域流通、広域の利活用というものを進めていきたい

と考えております。 

○生源寺部会長  それでは、技術会議の方からお願いいたします。 



○西川技術会議事務局長  何点かあるわけですけれども、最初に坂本委員、技術

は企業から買わされているという気がするというお話があったんですけれども、現

場にそのものが出るときは、やはり生産というか製品として出ますから、研究開発

結果はそういうことを通じて出るというのはやむを得ない面があろうかと思いま

すが、ただ、いろいろな技術情報については、ホームページに出すとか、もちろん

新聞に出すとか、普及に供する技術ということで冊子にして出すとか、いろいろな

媒体を通じて出すとともに、現場に行きまして、農家とじかに話すようなそういう

機会も設けるなどしてやってきているわけでございますし、また研究開発の過程で、

先ほどもご紹介したんですけれども、農家参画型のそういうこともしながら、でき

るだけ情報のやりとりがスムーズにいくようにということを考えておりますし、ま

たこれからが特にそれが重要だということで、これからの研究、システムについて

も、そこを十分配慮した上でやっていきたいというふうに考えております。 

 大木委員の方から、ここでは花粉症稲ということで題材にして出したわけでござ

いますが、ご指摘のとおり、これは機能性を言う場合は当然医療的な視点からの証

明というか確認が大前提でございます。今これについてはそういう胚乳の部分にそ

ういうものをきちんと発現させるという技術を我が国で開発した。これを使って具

体的に製薬メーカーとか流通業界と一緒になって、じゃ、それを具体的に製品とし

てやるときに、どういう流通過程になるかということまで前提に置いて、いかなる

確認なり研究をしていくかといったことを今具体的に進めるということで、完全に

商品化を前提とした体制で行っているということでございます。 

 いずれにしても、これはそういう関係機関との連携というのは不可欠だというふ

うに思っております。 

 永石委員の方から、機能性のお話がございました。これも今の話と通ずるものが

ございまして、今、特定保健食品の制度というのは、世界的に見ても我が国特殊と

いうか世界初の制度だと思います。これはむしろヨーロッパが今ものすごく注目し

ていまして、そういうことを広めようと彼らも躍起になっている部分でございます。 

 ただ、特定保健食品になる場合は、機能がどういう差でもってそうなるかという

ことを証明しないことにはそういうのに承認されない、認められない。だから、お



金がかかり過ぎるという批判があって、今そうじゃなくて、もう尐し条件を緩くし

てもいいんじゃないかということが厚労省の方で検討されておりますけれども、そ

こはやはり身勝手ではなくて、きっちりと機能を確認した上で、それを宣伝すると

いう態度が基本的に大事だろうと思っております。 

 長谷川委員の方から、環境配慮型ですよねというご確認の意味だったという気も

するわけでございますけれども、従来から特に品種改良の場合は耐病性とか耐寒性

とか、非常にそういう障害に負けない、それは薬とかそういうものではなくて、何

とか植物そのものの力で回避しようというのが一つの大きな流れになっておりま

すので、これは引き続きそういう面での努力はするということですし、あと散布す

る薬剤等についても、今はほとんどが普通物になっているということで変わってき

ておりますし、あと生物が持つ防衛機能そのものを何とか活用するような方向とい

うのも出てきている、既に実用化している交信攪乱技術等もいろいろございますけ

れども、それについては引き続き努力をしたいと思っております。 

 杉本委員の方からは、そこまでやる必要があるのかねという感じのご発言だった

と思うんですけれども、例えば緑色の大豆を使いまして地域おこしをして、現に村

を挙げてこれを特産品として育てているような地区もあります。 

 ４ページに紹介しておりますアントシアニンを含む紫イモの話を例で出してお

りますけれども、これもでんぷん需要がなくなって、何とかイモの生産を需要のな

くなったでんぷんから加工用へと転換しなければいけないというところから、必死

になって研究開発の方でそういうものをやってきたわけです。これについても非常

におもしろい製品が生まれておりまして、最近では、お菓子をお食べになるかどう

かわかりませんけれども、デパートに行くと、この紫イモのパウダー・粉を使った

ケーキ類とかお菓子類が結構あります。これは特にきれいな色が出ますし、ポリフ

ェノールということで機能性もあるということで評価されているんだろうと思い

ます。 

 そういう意味で、地場にある地域の伝統食品と同じように、地域おこしに新しく

出たどういう品種を使うかというのは、むしろ地域の知恵の出しどころで、現にそ

ういう新しい品種を使って地域おこしに取り組んでいる、あるいは商品開発に取り



組んでいるところもたくさんあるんだろうと思っております。 

 あと技術開発はどこまでいくのかということもあるんですけれども、確かにそう

いうお考えを持つ場面はあるかと思うんですが、ただ、この植物の世界では、世界

は技術開発競争ですよね。今、日本が例えばゲノム関係のところをやらないと、そ

れの特許なり知的資源はすべて外国にとられて、逆に今度それが必要になったとき

に、日本が利用する時には多額の費用、コストをまた一方で払わなければいけない

という問題もありますし、あとご案内のとおり、世界は今、その人口増とか環境問

題を抱えているわけですから、それに寄与する先進国としても、やはりそういうと

ころは取り組んでおくべきものも多いのではないのかというふうに思います。 

 それと、私の管轄とは外れますけれども、特に野菜などは食べてもらうというか、

非常に減っていますよね、野菜の消費量そのものが。やっぱりもっと食べてもらわ

ないといかん。食べてもらうためにはどうするかといったところで、セールスポイ

ント、チャーミングポイントとしていろいろ生産技術のというか品種改良などでつ

けて、どうぞ、食べてくださいというところで提供する、そういう意味も極めて大

きいんじゃないかと思っているところでございます。 

 以上です。 

○生源寺部会長  それでは、消費・安全局の方からお願いします。 

○中川消費・安全局長  永石委員から、海外での抗生物質の使用状況についてと

いうお尋ねでございました。手元にＥＵとアメリカの数字がございますので、簡単

にご紹介申し上げますと、抗生物質は動物用の医薬品として使う場合と、それから

飼料添加物として使う場合両方ありますが、年間の合計で、ＥＵで約 4,700 トン、

アメリカで 9,900 トン、日本は約 1,300トンということでございます。当然これら

の地域での家畜の飼養頭数、日本よりも１けた多いということでありますので、そ

の辺も勘案してこの数字はご覧いただく必要があるかと思います。 

 それから、若干付言させていただきますが、ＥＵで飼料添加物としての使用を規

制していこうという動きがございます。既にデンマークなどでは、1999年から成長

促進目的の使用というのはとめておりますけれども、数字だけから見ますと、成長



促進では使用禁止になったそれ以降、治療薬としての使用が非常に増えておる。ト

ータルとしてのデンマークでの使用量としては一向に減っていないという実態も

ございます。この辺はどういう形で適正に使うのがいいのかということで、もちろ

んできるだけ尐なくかつ適正に使うということが大前提でありますので、先ほども

横川委員にお答え申し上げましたけれども、日本の国内におけるこういった抗菌性

物質の適正使用については引き続ききちっとした対忚をしていきたいと思ってお

ります。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは森本委員、どうぞ。 

○森本専門委員  資料１の１ページの「生産に関する諸対策」のところからいか

せていただきますと、上の枠の○の中に「生産性の向上を促進しつつ」という言葉

があるわけでございますが、国が考えている生産性の向上というのは、具体的にど

ういったものなのかというのをお聞かせ願いたいと思います。米に関して言います

と、生産は過剰になっております。しかしながら、各地区で基盤整備を求める声と

いうのが強いのも現状でございます。そういったのも含めまして、どういったとこ

ろを視野に入れてこういう言葉を使っているのかなと思います。 

 それと多様化・高度化に関しましては、２ページに「消費者ニーズの多様化・高

度化」ということで４つ、安全、高品質、低価格、簡便と書いてあるわけでござい

ます。隣の横川委員にいろいろお聞きしまして情報を得ながら、消費者は安全でお

いしいものを安く、そして簡単に食べられる物を欲しがっているんだというような

話で、それはこんなにいいことばかりがいくのかな。簡単に言いますと、安全は、

横川委員のお話では、健康につながる話なんだという話ですよね。そうすると、普

通の国民は、サプリメントの話が出ましたけれども、健康に関するものにはどんど

んお金を使って買っているわけじゃないですか。しかし、食べ物に関していけば、

安全なものも安くしろとか言うわけでしょう。だから、やはり私はその部分に関し

ては、安全なものをつくるためには、手がかかる。手がかかるんであれば、そこに

当然人件費とかいろいろなものがかかってくるわけですから、若干価格が高くなる



というのは当たり前だと思うんですけれども、なぜ、農家にばかりこういうものを

求めるのかなと思うんです。 

 生産コストの削減にもつながると思うんですが、農業生産資材の低減と書いてあ

りますけれども、これは当然企業が再生産できる価格で僕たち農家に売っているわ

けでしょう、簡単に言えば。それは間に農協が入ったり、経済連が入ったり、全農

が入ったりといった問題もありますけれども、あくまで企業が再生産できる形で僕

たち生産者に販売しているわけですよね。しかし、農家に求めるのは、再生産でき

る価格を求めているのかなと思うんです。私はそこら辺のところが、片一方で農業

生産資材に関しては企業理論を入れながら、農家に求めるときには気持ちだけが入

ってくるのかな。これは当然、やはり食育、教育あたりが不足しているからかなと

も思うんですが、やはり私たちは農家も馬鹿ではないので、昔は、はっきり言いま

すと、コンバインでも古いコンバインに乗っていまして、隣に新しいコンバインが

いますと、欲しいと、借金してでも欲しいと思うんです。ただ、今は、私が乗って

いるコンバインも 10 年、田植機も 10年、トラクターに関しましては 15年以上使

っています。でも、今年もいろいろな整備でコンバインにはおそらく 100万円程度

かかりました。本当に農協から請求書が来たときに、これは審議会に出ている暇は

ないぞ、もうちょっと仕事をしなさいと神からの提示みたいに私は感じたわけでご

ざいますが、だから私たちも一生懸命やるんです。ただ、当然人件費というのはア

メリカあたりでもそうですけれども、アメリカだってなぜ安くできるかというと、

メキシコあたりから安い労働力が入っているわけでしょう。そういったのも入って

いてできているわけですから、だから私は、価格的なことになると、日本と外国を

すぐ比べちゃうのかなと思うんです。日本で独自で、極端に言えば、キュウリが１

本 100円が高いのか安いのかという理論がないでしょう。結局、市場原理だけで農

家はいっちゃうから、安ければ次はつくれないし、私はその辺のところをもう尐し

消費者と農家というものが考え方は一致させなくてはいけないと思うんです。 

 長谷川委員が以前再生産の話をしたときに、それは当然、農家が再生産できる話

だよと言われました。生協の方が来られたときには、消費者がまた買いたいなと思

う値段ですよと言われました。やはり同じ生協関係者でもそういった言葉の違いが



ありますよね。だから、私はこういうのを見ながら、最後に書いてありますように、

「消費者・実需者に選択され、輸入農産物に対抗できる」、対抗できるのかな。言

葉では簡単に書いてありますけれども、まとめの部分ででっかく書いてありますけ

れども、本当に簡単にできるのかな、こういうこと。「担い手を中心とした力強い」、

それだけでできるんですか。本当に私はこの場を借りて問いたい。 

 それと７ページに、生産コストの削減について書いてあるんですけれども、生産

コストの削減というのは、基本的には私は農家みずからが取り組まなければならな

い問題と、最後に書いてあります「今後とも一層の推進が必要」だと。この一層の

推進が必要なのは、国がどの部分を推進していくのか、私はそこは明確にするべき

だと思うんです。やはりいろいろなことを、本当は僕は農業生産資材だって国がど

うのこうの言う話ではないと思っているんです。これは農家がみずから声を上げて

ＪＡあたりを動かして、やはり安い─シンプル農機という言い方をしているでしょ

う。シンプル農機というのは、早い話が車で言えば何もついていない車ということ

なんです。コンバインでも必要のない部品がいっぱいついているんです、はっきり

言うと。そこに付加価値を高くつけて、高く値段が設定されているんです。私は農

協改革検討会の委員になっていたときもそのことは言ったんです。全農がシンプル

農機と言うから、おかしいと、それが当たり前なんだ。欲しい人はオプションでつ

ければいいんだ。そっちの方の何もついていない機械が特別な機械みたいな言い方

をするんじゃないよ。その辺は全然生産現場とマッチしていないんです。だから、

私はその辺のところもよく考えていただきたい。 

 それと、側条施肥の田植機の話も出ております。私は側条施肥という田植機で実

際やっているんです。しかし、今、農協の方にメールで調べましたところ、大体 50

万円かかるんです、側条施肥の機械を田植機で扱うのには。50万円というものを田

植機に新しく装備するメリットというのがどこにあるのかということなんです。そ

うすると、技術会議が今ロールの田植機の話をやっていますよね。だから、そうい

う機械を入れて、今まで使っていた田植機の箱とかいろいろなものをどうするのか

とか、いろいろなそっちの問題には全然触れていないような気がするんです。いい

ところばかりを資料として出しているような気がする。だから、なぜ普及しないの



かというところの問題点が当然あるはずなんです。だから、もし側条施肥というや

り方が環境に優しいんだったら、そっちの部分で助成してください。国も、消費者

の人たちも国民も絶対納得すると思います。だから、ただ単にいいからやっていま

す、今普及率は 24％ですよ。では、これから先増やすためにはどういうふうな施策

が必要なのか、もし増えなければ、なぜそこに問題があるのか、私はこの場でそこ

まで議論することが正しいことなのかどうか、これは自分の感想にとどめた方がい

いのかなとも思っております。 

 今さっきの農協の問題も出ておりましたが、私は改革検討会でも話したんですけ

れども、やはり農協の場合、農協同士の競争ができなかったんですよね、ゾーニン

グの関係で。だからこそ、やはり今の農協の体系ができ上がってしまったのかなと

も思っております。やはり競争の意識が農家サイドにもなかったし、農協にも競争

して勝ち抜いていくという意識がなかったんですよね。それがずっと今まできてお

りますので、その集大成が安高組合長が言われたことであり、山田専務が言われた

ことなのかなとも思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは秋岡委員、その後、平野委員お願いします。 

○秋岡専門委員  質問を１つさせていただきたいんですが、輸出促進のところで、

各都道府県が日本ブランド輸出促進協議会をつくっているというお話で、39道府県

なんですけれども、そうすると、いくつか参加していない都府県があると思うんで

すが、お話を伺っていると、日本の農業界全体が前向きにこれに取り組んでという

ふうに聞こえるんですが、でも、参加していない県というのは、なぜ参加していな

いのかという、その反対側からの理由なり何かあれば教えていただきたいというの

が質問です。 

 あとは意見というかお願いのようなものなんですけれども、やはり生産資材の話

のところで、流通コストというのは、農業に限らず日本全体のいろいろな産業の中

で、特に国内物流費の大きさというのはいろいろな意味でネックになっていると思

うんです。今回の生産資材の価格のところでも、流通の合理化を進めて、農家配送



拠点の整備を強めていくというお話がありましたけれども、ここでぜひお願いした

いのは、やはり生産資材ということだけではなくて、多分これからいろいろな農村

とか農家の方が、例えばもう尐し付加価値の高い製品、加工食品を自分でつくると

か、あるいは全国に向けて何か発送したいというときに、農家の方から全国に物を

送っていく機会、個別の小口配送がどんどん増えていくと思うんです。それはそれ、

これはこれということではなくて、この生産資材のコスト低減のための流通の合理

化を行うときには、ぜひ反対側の農村から全国へという方の物流の流れも併せて、

一番合理的なシステムを、例えば輸送の物が行くときに、行って来いで物が積まれ

ていて、全体のコストが下がっていくとか、あるいは物が動くとか人が動くという

ことが一番情報であるとかビジネスの機会みたいな、昔の江戸時代のこま売りの商

人の人がそうですけれども、やはり人と物が動くのが一番活性化して新しいものが

出てくるので、ぜひ流通の合理化というところでは、農協さんだけではなく、場合

によっては既存の運送業者の方もいらっしゃると思いますし、いろいろな方と提携

する形で、いろいろな意味で一番合理的なシステムをつくっていただきたいなと思

います。 

 今回の会議では、農協のことを話すのは主題ではないと思うんですけれども、私

はその生産資材の価格の問題で感じるのは、どこの会社でも利幅の厚い事業と利幅

が薄い、あるいは逆ざやになっている分野というのは必ず持っていて、それで会社

というのはある程度全体で帳尻を合わせているというところがあるので、農協の生

産資材がよそと比べてもし高いとすれば、それも問題なんですけれども、もしかす

ると、その反対側にある利幅が薄い、あるいは赤字を出してやっている事業を農協

が抱え続けていかなければならない理由だとか、これまでの仕組みみたいなところ

にも両方目を当てていかないと、本当の改革にはならないのかな。そうなってきた

ときには、多分国と農家とＪＡと生産者と、さらに消費者がこれからの農業構造の

変換の中で、コストとリスクを誰がどういうふうに分担をするのかという大きな問

題を含んで、その視点から考えていくことになる一番いい例なのかなと、そんなふ

うに思いました。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは平野委員、どうぞ。 

○平野委員  資料１の頭に、生産に関する諸対策が一覧になっていますけれども、

本当に生産に関することだけでもこんなにやらなくちゃいけないことがたくさん

あるんだなとつくづく思いました。それで、もちろん民間、当事者の農家の方々、

それから消費者、ボランティア、そういった民間サイドで頑張らなくてはいけない

というのは前回私も申し上げたように、それが最前提になると思いますけれども、

やはりこれだけのことがいっぱいありますと、農家も消費者も自治体も国も全部が

関わって、それこそ総力を挙げて問題を解決することで、今後につなげていけると

いうことになると思いますので、もしかしたらそのためのみんなが一堂に会したこ

ういう会議でもあるかななんて今思ったりしております。 

 その中で、先ほどご説明にありました知的財産権の保護、これはこれからとても

重要なものになると思いますし、例えば私たちの住む世界だと、著作権ということ

に関して、国内ではもちろん、これから外国とのやりとり、文化交流が始まってく

ると、著作権といったものに関しては気を抜かずしっかりと保護しなければいけな

い世界だと思うんです。これは国でないとできないだろうというところがたくさん

あると思いますので、ぜひ技術の世界での知的財産権の保護をしっかりと行ってい

ただければと思います。 

 技術開発は、日本の国土をフルに活用して生産を向上させるための重要な柱だと

思いますし、農業と結びついての技術は決して学問、研究そのものの中に美を求め、

見出すのにとどまらず、私たちの日々の暮らし、命に必要な食料の生産に役立たな

ければ意味がないという、いわば人間の本来のバイオリズムですとかアナログの世

界に立ち戻っていくものなので、きめ細かく、かつ前へ前へと進めていただき、そ

の技術を守っていただきたいなと思います。 

 ただ、先ほど森本委員のお話にもありましたが、この技術開発そのものにもすご

くお金がかかると思うんですけれども、コスト面で尐しでも低コストにするために

は、そして一般の人にさまざまな機材が使えるように供給されるためには、あるい



は販売するためには、尐しでも安くなるためにはどうしたらいいかは一生懸命考え

ていただきたいなと思います。 

 それから、民間サイドでばらばらに行っているもので、いい取り組みなどについ

ては、やはり国がぜひ情報を集めて取りまとめていただきたいと思うものがいくつ

かあります。例えば今回の新潟の災害で、大分多くの被害が出ていて、今現場の方々

は奔走していて、大変だとは思います、関わっている方々は大変な忙しさでしょう。

ただ、今回のように道が寸断されて、空からしか入れない事態が起きたり、通信手

段が途絶えたりしたときに、新潟以外の人、例えば東京の食品業者が救援物資を送

りたいというときに、交通や通信の取りまとめをどこでやっているんでしょうか。

まだないのであれば、新たなライフライン─ライフラインというと電気、ガス、水

道、医療、そちらが先に来るんですが、食料をライフラインと言えないのであれば、

別の名前をつけてもいいと思います。新たなラインを確保するような気持ちでつく

っていただきたいなと思ったりします。 

 もう一つ、食品の輸出の成功例を見ていて、とても頼もしいなと思いました。ま

るでオリンピックの日本代表選手を送り出すような気持ちで、自分の出身地じゃな

いところの作物までも頑張れと忚援したくなるような、そんな存在に感じられます。

もちろんその作物、それぞれの品物自体がおいしくなくては定着しないというふう

に思いますけれども、ただ、その突破口を開くために、努力することはもちろんの

ことですが、海外とのやりとりにおいては、特に人間関係などが成功を導く大切な

要素となるかと思うんです。そこで、なぜ成功できたか、その品目を取り巻くさま

ざまなデータを集めて、さまざまな角度から分析をし、次の成功に結びつけていた

だきたいなと思います。もうされているのかと思いますが、その中に個人情報とい

うのも入っているのであれば、その情報を国または国が認める信頼のおける機関で

管理していただき、その上で情報公開などもしていただければと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それではお待たせしました、新開委員、どうぞ。 



○新開委員  今まで出た意見で、杉本委員がおっしゃったことと私もよくダブる

んですけれども、この企画部会の柱というのは、やはり日本の農業を未来に向かっ

てどう残すかということを議論することじゃないかと思うんです。 

 第１回目からずっと私は発言してまいりましたけれども、これだけ日本の食料の

自給率が低くなって、そして目標を掲げてほしいということを一貫して発言してま

いりましたけれども、今日の参考資料で品目ごとの課題と対忚状況が出ておりまし

たが、平成 22年に向かって、ぜひこういう形になったらいいなと思って参考資料

を見させていただきました。 

 これほど自給率が下がっているのに、なかなか目標をこの企画部会で、それを柱

にするとどうして言えないのかというのが私残念でならないんです。新潟の地震で

もおわかりのように、自然災害とかああいうことが起きたら、食べ物というのが本

当に皆さん身にしみてわかったと思います。これだけ農業が衰退し、まだ日本の農

業を再生しようという意気込みが企画部会にもっと欲しいなと思います。 

 生産対策についての５ページですけれども、森本委員もおっしゃったように、消

費者のニーズは安全、簡便、高品質、低価格が求められるとおっしゃいますが、農

家はここのところはずっと言われっ放しできて、作らん人はよかなーといつも思う

んです。金さえ出せば何でも言っていいような時代にどんどん変わりつつありまし

て、もっと生産者と消費者側が手をつないでいくならば、多くの問題がかなり解決

するんじゃないかと思います。 

 ＢＳＥの問題にしろ、食の安全・安心にしろ、本当は食品産業界とか、昨日もさ

ぬきうどんでありましたけれども、生産する現場が偽装を起こしたり、おかしいこ

とをするんじゃないんです。中間業者がするんですよね、食品業界とか、残念なが

ら私たちの最も信頼している全農とか。そういうところが裏切って、私たちが汗を

かく現場は何もそういう偽装事件とか怪しいことをしないのに、何か企画部会でも

生産者への取り組みに対する要求が多いように思います。だから、企画部会の柱は

何なのかということを揺るぎなく掲げてほしいと思います。 

 やはり人間が生きる生命線を扱う農業ですから、それなりのコストやそれなりの

予算というのは国がしていかないと、誰も農業を継ぐ人がいなくなるのではないか



なと思うんです。農家じゃない側からしたら、農家は今まで何をしてきていたのか

というような意見もかなりあるんですけれども、そう言われながらも、やはりここ

まで 40％の自給率を保ったというのは、今の農家が残ったからあるんだと思うんで

す。だから、もう尐しこの会議の中でも、生産者にばかりの要求ではなくて、もっ

と消費者の理解を生むような形で、これだけ農業する人もいなくなった業界である

ことも、もっと国民に知らせるべきではないかと思うんです。そういう意味で、新

技術開発とか、ここの導入、定着ですか、これはとてもいいと思うんです。 

 ７ページに、ベンチャーの育成支援とか、こういう新しい風を吹かせることが、

また新しい農業に変わっていく。ＪＡにいろいろな意見が出ておりましたけれども、

こういうところから突破口が出ていくんじゃないかと思います。 

 今、毎日直売店で立っております。その経験でお話しします。ここで言うように、

消費者が何も知らないわけではなくて、消費者は、生産者が今日出荷したというよ

うな新鮮なものを買うことに、社会はかなり動いているんですね。うちの店が開店

時動けないぐらい毎日人が買い物に来ます。そして、何百人という人たちと出会い、

対話します。やはりみんな安全・安心というのは関心があります。目の前に見えて、

農家がいて、そして対話があれば、信頼する。それから、買ってくださる人が目の

前にいれば、農薬をぶんぶんかけるような無責任な農家はいなくなります。消費者

と生産者がもっと密接に対話するようなところが欠けているんじゃないかなと思

います。 

 それから、輸出の部分ですけれども、これは福岡県なんかは非常に県知事も力を

入れられまして輸出に目を向けられています。国に先駆けて力を入れられているん

じゃないかと思います。九州からは、台湾なんてあっと言う間に行ってこれる。韓

国なんか日帰りで行く。そして、こんな私の小さなちっぽけな店にも韓国から視察

にみえる。これからはやはり安全につくる時代が来たんだということをアジアの

方々も思ってくださる。台湾の女性から、地域密着型の農業を台湾もしたいから、

ぜひ交流したいという、要望が行政からではなくて市民レベルでの会話になる時代

に入ったんです。だから、アジアの中で日本が一番安全に環境も考えた農業国であ

るということを柱にしてリードする日本でありたい。そこから日本の農業の再生が



なるんではないかと思います。日本は６割は女性が担っているので、安全とか安心

ということにはとても関心が深いし、アジアの女性たちと日本の女性たちが食べ物

を共に考えていくべきです。安全に農業をすることが原点であって、人が口に入れ

るものが危険であったら、どんなに見かけが良くても技術開発した品種であろうと、

それは人としての農業ではないということをこれから発信していけるんじゃない

かなと思うんです。 

 他の業界からすると、農業は本当に競争力がないとか、外国よりもコストが高過

ぎるとか言われるかもしれませんけれども、農業というものが、生きる生命線の大

事な柱であることが忘れられているんじゃないでしょうか。ちょっと長くなりまし

たけれども。 

 それから、海外に輸出することによって、今までは輸入品に危険だとかいろいろ

なことを言ってきましたけれども、こちら側が輸出することによって、輸入した相

手国を今までは責めるばかりでしたけれども、責任感というのはすごく生まれます

ので、私は輸出することは日本の農業にとってもとても大事なことではないかと思

います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにございますでしょうか。それでは、できるだけ手短にお願いできれば

幸いであります。 

○山田臨時委員  冒頭から本日は針のむしろでありまして、なかなか大変だった

んですが、いろいろ激励なりご指摘をいただきまして、ご心配もいただきまして、

ありがとうございました。 

 本日のテーマについて若干申し上げます。「担い手」という文言が随所に出てく

るわけですが、生産対策も技術対策も、絞り込んだ担い手の対策だというわけでは

ないんでしょうねということを申し上げた上で、第１点は、土地利用型と施設型で

は、担い手については異なるはずなんだから、その点を十分留意した対策の整理を

お願いしたいと思います。 

 第２点は、技術の面でも担い手の経営に焦点を当てた技術開発というふうにおっ



しゃっていますが、担い手の重要性は否定しないんですよ、しかし、ＪＡ単位とか、

ないしはＪＡの部会単位とかで多くの生産者を対象にした技術の普及なり活用と

いうことを地道にやって、レベルを上げているわけですから、そういう部分をしっ

かり踏まえた対策であってほしいと思います。 

 第３点は、それぞれ本日出されました３つの資料で共通したテーマがあると思う

んです。生産対策では、耕畜連携、耕種農家と畜産農家群の結びつきを指摘されて

いる。品目ごとの課題では、主要作物の生産でホールクロップサイレージ等の取り

組みが指摘されていて、ここでも農地の流動化が大変大事だし、それから生産の組

織化や外部化という多様な担い手が大事なんだという指摘が一方であるわけです。

新技術の開発のところでは、土地利用型農業の未来像で、水田での飼料作物を位置

づけておられるわけです。この３つ、大変大事なので、とりわけ水田の利用に関し

ては一番大事な課題だから、この３つの課題をきちっと一緒にして具体化してもら

いたいと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  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。それでは増田委員、同じく手短にお願い

できれば幸いです。 

○増田委員  技術開発のところで、小麦の品種改良が出ているんですが、かなり

いろいろな品種改良の育成がなされていて、これは非常に心強いことではあるんで

すが、現場レベルで伺いますと、なかなかパン小麦といっても使い勝手が良くない。

さぬきうどんはやっぱりＡＳＷに限るというようにも聞きます。大変遅れてきた小

麦の開発というのがこれだけ出てきているということは歓迎したいのですが、一方

で輸入の小麦とは、価格差が大きいということも聞きます。けれども、その価格と

いうのはどのぐらいの差があるのか、もしわかれば、今回じゃなくてもよろしいん

ですが、教えていただきたい。 

 消費者のレベルで考えますと、国産の小麦を使ったパンとかめん類というのは、

今言われております地産地消につながるような動きの中で捉えれば、きっちりと評



価もできるし、位置づけもなされると思います。 

 それから、資料によりますと、各地で六条大麦というのが随分育成されて生産さ

れている。これは清涼飲料水の市場では麦茶というのが大変なシェアになってきて、

隠れたスターとまで言われておりますので、六条大麦というのはなるべくうまく成

長してほしい。 

 それから、先ほど山田委員が言われた耕畜連携の関係で、できることならば小麦

のストローを畜産現場の敷料のところへ運ぶというか届ける手だても併せてお考

えいただきたい。なぜならば、相変わらず小麦のストローは輸入があると聞いてお

ります。口蹄疫のときに大変苦い経験をしたこともありますから、粒はどうでもい

いから、ストローだけでもいいからつくってほしいと畜産問題を考える者として個

人的には強く思っているところでございます。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにいかがでしょうか。時間が超過しておりますので、役所の方からのお

話もできるだけ手短にお願いしたいと思います。それでは生産局の方から。 

○染生産局審議官  全体的なお話がありましたので、特に森本委員を中心にあり

ましたので、ごく簡単に申し上げたいと思います。 

 基本的にお答えは、資料１の２ページの考え方をもう尐し理念的にご説明したら

いいのかなという感じがするんですが、要は、グローバル化の進展の中で、では、

日本の農産物価格は高いか安いかと言えば、これは徹底的に高いというふうに言わ

ざるを得ないわけでございまして、そういう意味で、最大限の生産コストの低下が

極めて重要だということであります。 

 ただ、日本で生産コストの低減をやるとすればどうなのかということになります

と、中国も日本に比べれば 30分の１とか 40分の１という労働コストと、あるいは

アメリカとかオーストラリアみたいな広大な土地面積のあるところと比較すれば、

向こう並みの生産コストを確保することはなかなかに不可能であるということで

ありまして、そういう意味で、ここに書いてあります生産コストの削減だけで勝負



できるのかといったら、これは決して勝負できない話でございます。 

 そういう意味で、それと併せて何をやっていくのかといえば、やはり日本農業の

特質を生かしながら、消費者に選択される産地としてやっていくということであろ

うと思います。そうなりますと、ここでいろいろ書いてあります消費者ニーズなり

実需者ニーズに忚える生産をいかに組み立てていくのか、それによって各産地がそ

ういうふうな方向で努力しながら、どのような産地として消費者に選ばれるような

形になっていくのかというのが極めて重要だろうと考えておるわけでございまし

て、そういう意味で、ここに書いてあるのが、ある意味では我が国の農業生産コス

トをどこまで持っていくのか、これは限界がある中で、最大限の努力をしていくと

いうことであり、あるいは消費者ニーズにどういうふうに忚えていくのかという方

向での方向づけではないかと考えておる次第であります。そういうことをやりなが

ら、各地域ともまさに最終的な目標に掲げておりますような消費者、実需者に選択

されるような産地としてみずから努力していただく。当然ながら、生産コストの低

減は、農業者みずからおやりになっていただくということでございますが、どちら

かといいますと、これまでコスト低減につきましても、価格の支持ということで、

かなり国が支援してきた面もあるわけでございますので、今回検討しております品

目横断的対策等、その辺を含めて、いかにみずから生産コストの低減をやるような

環境整備をやっていくのかというふうなことでの検討をやっているというふうに

理解しておりますので、そういう意味で、この辺を全体的に踏まえて日本の農業を

強化していくということが重要だろうと考えております。 

○生源寺部会長  それでは、技術会議の方からございますでしょうか。 

○西川技術会議事務局長  森本委員の方からいい話ばかりし過ぎるんじゃない

かといったような話がありました。資料の３ページのロングマットのところを見て

いただきますと、そこに娘さんではなくてお母さんだと思うんですけれども、トラ

クター、田植機を運転しています。その吹き出しを見ていただくと書いてあります。

これは現場の声がこういうことだということで、別に役所側でつくったわけではな

くて、非常に快適だという評判を得ています。確かにこれはコストが下がります。



だから、今度データもお渡ししますので、切り換えるときに、側条田植機のような

お金は要りませんので、お試しいただければいいのではないかと思います。 

 あと研究開発を進めるべきベンチャー支援もいいねというお話もございまして、

ありがとうございました。 

 山田委員の方から、担い手に着目したという技術開発だけではないだろうという

話があったわけですが、品種とか、それから誰でも使えるものも技術。技術は、出

たものは使った人が技術として使えるわけでございますが、ただ一方で、担い手代

行農家には、また別途の技術開発をしていかなければいけない部分もあるわけでご

ざいまして、そういう方々がきちんと規模拡大できるようにきちんと忚じられるよ

うな技術開発を行うということでございますし、そういう人たちに積極的な支援も

したいというところでございます。 

 増田委員の方から、ＡＳＷの話がありました。ＡＳＷというのはオーストラリア

の複数品種ですね、めん用の品種とセミハードというか硬質のやつをつくって、合

成した品種でございまして、それに比べて日本のは色が悪いということがずっと言

われている。最初は食感などもあったんですが、世界に先駆けて我が国が導入した

技術ですけれども、低アミノ化をすることによって食感の部分はかなり追いつき、

追い越せというところになって、食味は当然同等あるいはそれ以上ということでや

っているわけですが、色だけが悪いというところになっているわけです。その色の

原因も、よくよく見ると、要するに、日本の品種は鉄分を吸収しやすい。要は、鉄

が多いとか、ポリフェノールが多いとか、あるいは製粉するときにでんぷんのとこ

ろと皮の部分のはがれが悪いとか、いろいろな要素があるわけですが、ただご指摘

があったように、メーカーによっては色が黒くてもいいのよというような話もあっ

たりします。そういったことで、これについてもこれからの努力をしていきますが、

消費者なり実需者の声をしっかりと本音を聞きながらやりたいと思っています。 

 これは後でお答えいただきたいと思いますが、国産小麦の方が安いと思っており

ます。 

 六条もここでいろいろ書いておりますけれども、ファイバースノーとか新しい品



種を出して、かなり大幅に変わってきておりまして、これからもこれらについての

研究開発は進めたいと思っております。 

○生源寺部会長  それでは、総合食料局の方からお願いします。 

○村上総合食料局長  今、正確なデータが手元にございませんけれども、ＡＳＷ

を外麦として輸入して販売される価格がトン当たり４万 5,000円、内麦で同じよう

なものについてはトン当たり３万 6,000円、これはおそらく品質格差なり使い勝手

なり、その辺の問題があってこういう取引の価格になっているんだと思います。 

 国内の小麦生産につきましては、民間流通ということで、入札なり相対取引で市

場の価格で形成されますので、外麦の売り渡し価格なりその辺とある程度連動して、

その価格差なり品質差という形で形成されていると思っております。そういうとこ

ろが今申し上げた価格差に表れていると思います。 

 むしろ、増田委員のご質問は、コスト差がどれくらいあるかということかなと思

います。現在の入札なりで取引される価格は、60キロ当たり 2,000円から 3,000円

の間ぐらいという状況でございまして、その上に麦作経営安定資金というのを乗せ

てコストをカバーするような状況で、それが３倍ないし４倍になるということで、

大体その辺がコスト差だとお考えいただければ結構だと思います。 

○生源寺部会長  それでは、国際担当の総括審議官の方からお願いします。 

○伊藤総括審議官(国際)  輸出促進に関してご質問、ご指摘がございましたので、

簡単にお答えします。 

 輸出促進の都道府県協議会の構成メンバーは今 39県と申し上げましたけれども、

実はこの協議会は、鳥取県の片山知事が非常に熱心に始められまして、各自治体が

自主的、主体的につくってきた組織でございます。順次拡大してきて、今 39県に

なっているところでございまして、例えば入っていない県としましては、東京、神

奈川、大阪のように大都市圏のようなところもございます。東京都が入っていなく

て都道府県協議会というのも名前がおかしいのかもしれませんけれども、いずれ入



るということを想定しているんだろうと思います。そういう大都市圏のところがあ

るのと、その他、例えば岡山とか広島というところも入っておりませんので、順次

入っていただけるものだと思っています。ただ、あくまでも各自治体が意欲を持っ

て進めていくという意識のもとに参加されるということかと思っております。 

 それから、平野委員からの成功事例の話でございますけれども、これは大変重要

な点でございまして、私どもとしても、成功事例のノウハウを広く共有できるよう

に、そういう取り組みも既に進めております。できるだけ広くそういうものを共有

して、その成功事例をまた増やしていきたいと思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにございますでしょうか。なければ、尐し予定の時間を超過いたしまし

たけれども、本日の議論はこのあたりで閉じさせていただきたいと思います。 

 次回でございますが、バイオマス利活用の推進と農村の振興について議論を行い

たいと思います。11 月 17 日水曜日の午前９時 30分から、場所はこの講堂でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


