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第 ２４ 回

食料・農業・農村政策審議会企画部会

日時：平成22年４月23日（金）10：00～12：00

会場：農林水産省 第２特別会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．あいさつ

３．平成21年度食料・農業・農村の動向（案）及び平成22年度食料・農業・農村施策

（案）について

４．意見交換

５．その他

６．閉 会

【配布資料 一覧】

食料・農業・農村政策審議会企画部会委員名簿

資料１ 平成21年度食料・農業・農村の動向（案） 平成22年度食料・農業・農村施策

（案）概要

資料２ 平成21年度食料・農業・農村の動向（案）【非公表】

資料３ 平成22年度食料・農業・農村施策（案）【非公表】

資料４ 「食料・農業・農村基本計画」の今後の周知について
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午前１０時００分 開会

○鈴木部会長 皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから食

料・農業・農村政策審議会の第24回企画部会を開催いたします。

佐々木政務官が出席される予定ですが、緊急のレクが入りまして少しおくれる見込みで

ございますので、政務官がお見えになった時点でごあいさつをいただくことにしたいと思

います。

皆様、本日もご多忙の中お集まりいただきましてありがとうございます。

本日の議題は、平成21年度食料・農業・農村の動向（案）、及び平成22年度食料・農

業・農村施策（案）についての審議をお願いしたいと思います。

本日の出席状況は、私を含めまして９名でございますが、森野委員が30分ほどおくれて

来る予定でございます。

それから、本日の企画部会は公開されておりまして、一般公募や報道関係の方々が60名

ほどお見えになっております。

予定としましては12時をめどに終了できればと考えておりますので、本日も忌憚のない

ご議論をお願いいたします。

それでは、議事のほうに入らせていただきます。食料・農業・農村基本法第14条におき

まして、政府は毎年、国会に食料・農業・農村の動向などに関する報告と動向を考慮して

講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを提出することとされておりま

す。政府は、この講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、食料・農業・

農村政策審議会の意見を聞かなければならないということとされております。

このため、これにつきまして、まず事務局から説明をいただきました後、委員の皆様か

らのご意見を伺いたいと思います。

なお、お手元に配付していただいている白書の案につきましては、本日のご議論やその

後の情勢の変化を踏まえて内容がまだ変更される可能性がありますので、資料１の概要以

外の資料２と３につきましては現時点では非公表とさせていただきますので、あらかじめ

ご了承ください。

それではまず、情報評価課長のほうからのご説明をお願いします。

○櫻庭情報評価課長 情報評価課長の櫻庭でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、事務局で用意させていただきました資料１の平成21年度食料・農業・農村の

動向（案）、平成22年度食料・農業・農村施策（案）の概要に沿って説明させていただき
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ます。

白書本体につきましては、ちょっと現時点では300ページほどとなっておりまして、概

要版といっても少々資料に多少というか相当のボリューム感がございます。したがいまし

て、説明も１時間程度になるかと思いますけれども、あらかじめご了承いただければと思

います。

表紙をおめくりいただきたいと思います。目次でございます。今回の白書の構成でござ

います。

特集といたしまして、新たな農政への大転換。これまでの食料・農業・農村政策と……

失礼しました。

○鈴木部会長 それでは、今、佐々木政務官がお見えになりましたので、早速ですが、ま

ず一言ごあいさつをお願いいたします。

○佐々木政務官 おくれて参りまして、すみません。皆様方には基本計画に関するご論議

をいただいてまいりまして、心からお礼申し上げたいと思います。

おかげさまで３月30日に閣議決定をさせていただきまして、それから、この計画に基づ

く政策について今鋭意取り組んでいるところでございます。実りある成果を上げられるよ

うに農政の大転換、しっかりと実行してまいりたいというふうに思ってございます。

本日は、食料・農業・農村白書をテーマに皆様方からまた幅広いご論議をいただきたい

というふうに思っているところでございます。後ほど説明があるんだというふうに思いま

すが、白書、５月末の閣議決定を予定しているところでありますが、特集テーマとして農

政の大転換、それからトピックスとして戸別所得補償のモデル対策、そして、例年であり

ます動向等には、できるだけ最新の情報を掲載したいというようなことで記述させていた

だいてございます。

政権交代後、初めての白書でありますので、ぜひ皆様方の闊達なご論議をいただいて、

よりよいものに仕上げていただきますようにお願いを申し上げる次第であります。

ぜひ、本日は、またよろしくお願いをいたします。本日はありがとうございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。カメラの方はここまでとさせていただき

ます。

それでは、引き続き、説明をお願い申し上げます。

○櫻庭情報評価課長 表紙をめくっていただきました目次のところでございます。

ただいまの政務官のほうからご紹介がありましたので、ここは省略させていただきます
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けれども、今回の本体の記述的な工夫としましては、例年どおりわかりやすい図表を用い

ているということと、それに努力したということと、もう一つは、今まで「である」調の

トーンで書いていたものを「ですます」調、より国民の皆様に親しみを持って読んでいた

だきたいということからそういう形にしました。

１ページでございます。

まず、特集は、新たな農政への大転換ということでございます。

１枚おめくりいただきまして２ページでございますけれども、平成11年に「農業基本

法」を見直し、「食料・農業・農村基本法」が制定されました。この新基本法では、「食料

の安定供給の確保」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続的な発展」、「農村の振興」の４つ

の理念が掲げられているところでございます。

右側３ページでございますけれども、この新基本法に基づく最初の「食料・農業・農村

基本計画」が平成12年、2000年３月に策定され、食料消費に関する施策、望ましい農業構

造の確立のための施策、中山間地域の振興等に関する施策の推進に重点が置かれました。

また、平成22年度、2010年度の食料自給率目標を供給熱量ベースで45％と設定されたとこ

ろであります。

５年後の17年３月に策定されました基本計画では、食の安全の確保、担い手対策、農地

制度の改革、農地・水等の地域資源の保全のための政策の確立に重点を置くとともに、平

成27年度、2015年度の食料自給率目標を供給熱量ベースで45％、新たに生産額ベースでも

目標が設定されまして76％とされたところでございます。

ページをめくっていただきまして、４ページ、５ページでございます。この間、過去10

年間にわたるこの基本計画に基づいた改正、あるいは新設された法律、主な制度等を食

料・農業・農村分野ごとに整理しているところでございます。ご覧のとおり、各分野のさ

まざまな改革、努力を続けてまいりました。

しかしながら、６ページ、７ページでございますが、食料・農業・農村分野の現状は厳

しく、また、２回にわたる基本計画で掲げた目標には大きく及ばない状況にあることがう

かがえます。

具体的な指標につきまして若干紹介させていただきますと、食料自給率は供給熱量ベー

スで平成２年では47％、平成20年では41％となり、27年度目標の45％に及んでいない状況

にあります。

また、農業生産額は13.6兆円から9.6兆円に減少、農業純生産は、これは農家の所得に
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当たる部分でございますが、6.1兆円から3.3兆円に約半減しました。農家数は、販売農家

数では297万戸から170万戸、中でも主業農家数は82万戸から35万戸と半分以下になってお

ります。さらに耕地面積につきましても、524万ヘクタールから461万ヘクタールに減少

し、耕地利用率も102％から92％まで低下しているという状況になっております。

そこで、ページをおめくりいただきまして８ページでございますけれども、このような

現状を踏まえまして農政を大転換させ、「食」と「地域」の早急な再生を図る政策体系を

再構築するために、この３月に新たな基本計画を策定したことを記述したいということを

考えております。

下の図には新たな食料・農業・農村基本計画のポイントと書いてございますが、これに

つきましては委員の先生方に３月までにご議論いただいたものですので、省略させていた

だきたいと思います。

右側９ページでございます。トピックスとして、戸別所得補償制度モデル対策について

紹介させていただきます。

この内容、意義につきましても、既にご案内のとおりと思いますので省略させていただ

きますけれども、一番下の表でございます。直接支払いについての日本とＥＵの比較でご

ざいます。日本の場合、農業総所得に占める直接支払いの割合は23％でございますが、Ｅ

Ｕについて見ますと農業総所得に占める直接支払い総額の割合は78％、約８割という現状

でございます。今回の戸別所得補償制度の導入というのは、我が国における農業総所得に

占める政府からの直接支払いの割合を高めるものであり、このような意味でも、農政の大

転換に大きくかじをとるものということをご紹介したらどうかというぐあいに考えており

ます。

ページをおめくりいただきまして、10ページからは第１章でございます。

第１章は、食料自給率の向上と食料安全保障の確立に向けてと、食料自給率の問題を中

心に記述させていただいております。

右側11ページ、世界の食料事情と農産物貿易の動向でございますが、穀物の国際価格に

つきましては図１－１のとおりでございます。平成20年春ごろからの異常な高値から低下

しておりますけれども、その水準は平成18年秋ごろに比べ、まだ1.2から1.7倍と依然高い

水準にあることが指摘できます。

世界の食料自給率につきましては図１－２のとおり、穀物等の需要量、生産量とも増加

傾向にあり、在庫も高い水準で推移してきましたけれども、近年は安全在庫水準の下限に
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近づいている状況でございます。

12ページの図１－６にありますけれども、穀物収穫面積はほぼ横ばい、単収は伸びてい

るものの人口増の中では伸び悩みということと、需要と生産両面で世界の食料需給に不安

要因があるということでございます。

この中で図の１－５でございますけれども、世界の食料消費量に占める中国の割合、左

の目盛りが世界の方々が食べている中で中国人がどのぐらい食べているかという割合です

が、豚肉と野菜は約半分が中国という形になっております。穀物は低下してきております

けれども、長いトレンドで見ますと牛肉であるとか鶏肉、果物といった消費量がかなりの

ウエートを占めてきていることが言えるかなということでございます。

続きまして、右側13ページの１－８でございますけれども、引き続き我が国は世界一の

農産物純輸入国であります。ただし、これをご覧いただければおわかりかと思いますが、

輸入額、日本をもう既に中国は上回っているという状況でございます。

また、図１－９、これを見ますと、アメリカ、ＥＵ、中国、オーストラリア、カナダの

上位５カ国地域から日本は７割輸入しているということで、特定国からの輸入に大きく依

存している状況にあります。

なお、右下のコラムでございますけれども、この食料そのものだけではなくて、コショ

ウ、トウガラシ、からし、こういった香辛料、あるいはビタミンＣなどの食品添加物、あ

るいはモヤシの種子である緑豆、こういったものもかなりのものを中国を始め特定国に依

存していることを紹介していきたいと思っております。

ページをめくっていただきまして14ページからは、食料自給率の動向とその向上への取

り組みということでございます。

図１－10を見ますと、過去40年で食生活は大きく変化しております。米の消費量が減少

する一方で、油脂類の消費が増加しております。ここには書いておりませんけれども本体

では83ページになりますけれども、この油脂の状況ですが、いわゆる食用油とかそういっ

た見える油としては減少しております。反面、お菓子、あるいはドレッシング類を始めと

した、調味料での油脂の摂取量がふえているということも紹介していきたいと考えており

ます。

生産面サイドを見ても、農産物価格の低下や農業所得の減少の主な要因としまして、農

業従事者数や耕地面積が大きく減少しております。したがいまして、国内の食料供給は脆

弱化しているということが指摘できるかと思います。



- 7 -

このように、消費、生産両面の要因によりまして、1965年に73％でありました供給熱量

ベースの食料自給率は2008年には41％まで低下しているということが言えるかと思いま

す。

右側15ページでございます。ここに地図で書かれておりますけれども都道府県別に供給

熱量ベースの自給率を掲げました。右側に表もございますけれども、全国の人口の１割を

擁する東京都の自給率は１％、７％の人口割合の大阪が２％、神奈川が３％ということで

ございます。この３都府県を足し合わせると、日本の人口の約４分の１になります。この

ように、食料自給率の低さというのは大都市部であるということが言えるかと思います。

このことは、今後、大都市部の住民の方々に、食料自給率に関してより一層の関心を持っ

てもらうことが必要ではないかということを示すということを指摘したいと思っておりま

す。

そこで、この食料自給率を高めていくための取り組みの一つとして食料自給率向上に向

けた国民運動「フード・アクション・ニッポン」を、今現在3,000を超える関係者が推進

パートナーとなっておりますけれども、これを一体的に推進していることを紹介していき

たいというぐあいに考えております。

ページをめくっていただきまして16ページでございます。食料自給率を図る際のポイン

トとして、基本計画のときのご議論にもありましたけれども、特に、生産面においては水

田を有効活用して麦、大豆、米粉用米、飼料用米といった戦略作物の生産拡大を図ること

が重要ということでございます。

新たな基本計画では、2020年度にカロリーベースで食料自給率を50％まで引き上げると

いう目標を掲げておりますけれども、図の1－16では、食料自給率を向上することで食料

の安定供給以外に国民経済、農地の多面的機能、環境面での各面でさまざまな便益がある

こともあわせて紹介することとしたいと思っております。

右側17ページは、総合的な食料安全保障の確立ということでございますが、食料安全保

障のことを考えますと生産、流通・消費等でさまざまなリスク、特に海外に依存しており

ます肥料の問題がございます。１－18のグラフにもございますけれども、その価格は２年

前に比べて非常に高騰しております。これらに的確に対応するため、総合的な食料安全保

障を確立する必要があるのではないかということでございます。

また、その下の表でございますけれども、世界各地では開発途上国に対する海外投資家

による土地取得の状況が顕著にあらわれておりまして、その一例を紹介したいと思ってお
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ります。

18ページでは、農産物貿易交渉の動向ということでございまして、ＷＴＯ交渉やＥＰ

Ａ、ＦＴＡの動きと、それから、我が国のこれに臨む姿勢を紹介しております。

第２章でございます。第２章は、健全な食生活と食の安全・消費者の信頼の確保に向け

てということでございます。この章では、食料消費、食品産業、食生活、そして、消費者

の関心の高い食の安全に焦点を当てて記述しております。

１枚めくっていただきまして20ページでございます。まず、食料消費と食品産業の動向

でございます。食料消費の動向で見ますと、２－１のグラフ、それから２－２のグラフを

見てもおわかりのとおり、1995年前後を境に供給熱量ベース、あるいは家計調査ベースで

見まして減少に転じていることがうかがえます。今後、人口減少、高齢化が一層進行して

いくということが予測されている中で、我が国全体の食料消費量、あえて言えば国民の胃

といいますか、これが縮小していくことが指摘できるかと思います。

その下の２－３のグラフでございますが、食料消費支出のうち生鮮食品のウエートが引

き続き低下しておりまして、一方で加工食品、調理食品、外食のウエートがふえるといっ

た、食の外部化や簡便化が引き続き進展しております。

また、右側21ページの上の２－４のグラフでございます。これは消費者の皆様の食に対

する志向の変化でございます。例えばこの安全志向、これは2008年に一番高い状況で41％

の方、これ複数回答でございますが、それが直近の2010年になりますと安全志向が16％に

激減しております。一方で、４つ目の経済性志向が27％から43％とトップに上がっている

ということで、健康志向とか手づくり志向はほぼ横ばいでございますけれども、近年の景

気悪化を背景に消費者の皆様は節約志向とかそういった価格に敏感なことがこれでうかが

えるのではないかと思います。

２－５のグラフでございます。こういった消費者の行動、志向もございまして、食料品

価格も下落傾向にあります。この傾向のもとで右側の図２－６にありますけれども、食料

分野のデフレスパイラルのことが懸念されておりまして、例えば物価の下落というのが企

業の売り上げの減少、企業収益の低下、企業行動の慎重化、個人消費の減少とか、そうい

ったスパイラルで、それぞれ仕入れ価格の値下げとか量の減少とかで、農業所得の減少に

影響してくるということが懸念されるということも紹介していきたいと思っております。

22ページをお開きいただきたいと思います。図の２－７で食品産業の状況を見ますと、

北海道、東北、九州、沖縄など特に農業の盛んな地域で食料産業の全産業に占める割合が
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高くなっております。こういう意味で、食品産業は地域経済の活性化、食料の安定供給に

重要な役割を果たしているということが言えるかと思います。

ただ、食料消費の動向を踏まえ、食品産業の経営基盤等諸基盤の強化等、さまざまな課

題に取り組んでいくということも記述してしたいと考えております。

23ページは、食生活上の課題と食育の推進についての記述でございます。２－９にござ

いますけれども、脂質の過剰摂取が引き続いている中で、２－10でございますが朝食欠食

率の推移ということでございます。男性の20代ないし30代が非常に朝食をとらないという

のが多いんですけれども、近年、女性の20代、特に30代の方が朝食をとらなくなってきて

いるということが指摘できます。このような中で食育の推進が重要ということでございま

す。

２－12でございますけれども、学校給食における地場農産物の活用の取り組みが図られ

ておりますけれども、全国的に見ればまだ23％ということで、関係者一体となった一層の

取り組みが必要であるということなどを記述したいと思っております。

24ページは、食の安全関係でございます。２－13は、農場から食卓にわたる取り組みと

いうことで、ＧＡＰ（農業生産工程管理）、ＨＡＣＣＰ（食品の安全性を確保する危害分

析・重要管理点）、こういった手法とか、あるいはトレーサビリティの取り組みは特に重

要ということでございます。

なお、ことしの10月からは米トレーサ法に基づきます米のトレーサビリティを開始する

ということなどを紹介していきたいと考えております。

25ページでございます。食品表示につきましては消費者の重要な情報源であり、原料原

産地表示の範囲の拡大が必要であります。２－15にもありますように、原料原産地表示を

義務づける品目の拡大等について検討していくということを記述したいと思います。

また、輸入食品の監視体制の強化や計画的な対日輸出食品の情報収集、あるいは現地調

査を推進する必要があるということについても述べていきたいと思っております。

26ページからは第３章、農業の持続的発展に向けてでございます。国内生産、生産を支

える農業経営、人材、農地、農業所得の増大に向けた取り組み、女性や高齢者の活動、環

境保全、生物多様性と調和のとれた農業の取り組み、研究・技術開発の取り組みに焦点を

当てて、その動向や課題等について記述しております。

27ページ、国内農業生産の動向についてでございます。３－１、農業総産出額は昭和59

年の11兆7千億円をピークとして平成20年では８兆５千億円に減少しています。この生産
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額の減少要因を見ますと、下の３－２のグラフでございます。３兆５千億円ほど減少して

いるうち、価格要因が48％、価格の下落によるものです。それから、生産量の減少による

生産要因が52％、おおむね半々になっておりますが、この３兆５千億円のうちの３分の１

の１兆１千５百億円程度、これがお米でございます。このお米の所得の減少要因の７割が

価格の下落、３割が生産要因というぐあいに要因分解して推計されます。したがいまし

て、このお米の生産額の減少要因が農業全体に大きく影響しているということが伺えるか

と思います。

28ページでございます。このお米の要因を各地域別に見ますと、黄色で網かけておりま

すけれども、やはりお米のウエートが高いところの農業産出額、例えば1985年から2008年

まで比べてみますと、北陸地域ですと61％と約４割減少しています。60％台を見ますと東

北であるとか近畿、中国、四国ということが言えるかと思います。

それから、３－４は、消費者サイドでこれを見てみたいと思いますけれども、主要食品

の単価と１人当たりの購入数量の変化でございます。例えば、左下の米をご覧いただきた

いと思います。最近20年間で米の購入数量は２割強減っておりますけれども、購入単価は

約３割下がっているということが指摘できます。このことは、農業所得が減少していると

いうことは今までお米が主因と書きましたけれども、一方におきましては消費者の方々に

大きな便益をもたらしていることも言えるかと思います。

このような農産物価格の低迷は、将来的には国内農産物の生産の減少を招き、また、農

業の多面的機能の発揮を脅かすおそれもありますので、今後はこのような消費者の方々が

受けている便益の影響を踏まえて、国民全体で農業・農村を支えていくということが重要

ではないかということを訴えたいと思っております。

29ページは、主な品目ごとの生産動向や今後の課題を見たものでございます。まず、米

でございますけれども、１人１年当たり消費量が昭和37年度の118.3キロから平成20年に

は59キロと半減しています。これに伴いまして３－５を見てもわかりますように、国内生

産も減少を続けておりまして、平成21年産の作付面積は162万ヘクタール、生産量は847万

トンとなっております。

３－６は、今後、自給率を向上していく上で大変重要な米粉用米・飼料用米の作付面積

の推移でございます。まだ始まったばかりでございますけれども、2008年から2009年で飼

料用米では山形、栃木、米粉用米では新潟、秋田などで大きくふえておりまして、合計で

約４倍となっております。今後ともこれらの生産を推進していく必要があるかと思ってお
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ります。

30ページでございます。麦、大豆についての記述であります。３－９を見ますと、小麦

につきましては日本めん用では70％が国産小麦が使用されている一方で、パン用では１％

に過ぎません。今後の新品種の開発・普及、生産対策等によって、この部分をいかに伸ば

していくかということが課題であります。

大豆につきましては、３－11で見ますと、煮豆・総菜では国産大豆が84％使用されてい

る一方で、消費量の多い豆腐・油揚げは25％にとどまっているます。国産大豆について

は、作柄が不安定で一等比率も低く、安定生産技術の普及等が必要ということでございま

す。

31ページ、これは飼料作物の記述でございます。粗飼料では国内生産が８割弱となって

いる一方で、家畜飼料の８割を占める濃厚飼料では国内生産が１割であります。全体の飼

料自給率は３割に満たないという状況でございます。

今後は、飼料用米の積極的利用や自給飼料、地域の未利用資源を利用しました完全混合

飼料（ＴＭＲ飼料）の増産、エコフィード（食品残渣利用飼料）の利用拡大など、飼料自

給率を高めていく取り組みを推進していくことが必要でございます。

ページをめくっていただきまして32ページで、ここからは所得、経営体、就業者、農地

等をめぐる状況を記述していきたいと考えております。

３－14でございますけれども、農業所得である農業純生産、これはピーク時の1990年度

の6.1兆円から2007年度には3.3兆円と、前でもご紹介しましたけれども半減しておりま

す。これは農産物価格の低下、生産量の減少という要因もありますけれども、生産資材価

格の上昇も大きな要因となっております。

３－15では農業の交易条件指数、農産物価格指数と農業生産資材価格指数とこれを比較

したものでございますけれども、100から上であるとプラスの要因、下がるとマイナスの

要因でございますけれども、平成５年度の農業の交易条件指数は128でございますが、21

年には86と、大きく低下しております。

１戸当たりの総所得も減少傾向にありまして、主業農家では農業所得の減少によりまし

て、平成16年の573万円から平成20年には546万円に30万円ほど減少しております。

なお、３－16の表で見ますと、平成19年におきまして300万円以上の農業所得を得てい

る販売農家は全体の14％、すなわち181万戸中わずか25万戸ということでございます。

33ページにまいりまして、品目別・営農類型別の所得の状況でございます。
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まず、稲作農家の経営状況でございます。３－17、これは1997年から2007年の10年間の

比較でございますけれども、３ヘクタール以上の稲作農家の60キログラム当たりの所得で

す。稲作農家の皆様が努力を続けまして、この10年間で経営費を８％削減しております。

ただし、それ以上に米価が23％低下しています。その結果、所得は41％の減少ということ

で、稲作経営の状況が非常に悪化しているということではないかと思っております。

また、下の３－18のグラフでございますが、これは１時間当たりの所得給与額の他産業

との比較でございます。例えば５人から９人の製造業の１時間当たりの給与というのは、

時給ですね、1,569円、飲食店のアルバイトでは925円です。それに対しまして水田作販売

農家の１時間当たりの農業所得は485円、他産業と比べると半分です。水田作主業農家で

あっても1,401円、ほかの類型でも大体500円から800円台の時給ということで、製造業に

比べて低いという状況でございます。

こうしたことからも、農業所得をめぐる事情は非常に悪いということが指摘できるかと

思います。

１枚めくっていただきまして34ページ、こうした中での農家数の状況でございます。販

売農家数、特に主業農家の数は大きく減少し、平成２年の82万戸から21年には35万戸と６

割減少しております。下の３－20のグラフでございますが、主な品目別に産出額に占める

類型別農家割合を見ますと、米では主業農家の割合が４割弱にとどまっているという状況

でございます。

35ページに移りまして、担い手の関係でございます。３－21、水田集落の状況でござい

ますが、全国には７万1,000の水田集落がございますけれども、４割の３万集落では主業

農家や集落営農がなく、兼業農家や小規模な農家、あるいは高齢農家等によって農業が行

われているという状況でございます。

地域の声を聞いてみますと、下のグラフにございますけれども、地域全般、または一部

で耕作されない農地が増加するというところが全体の９割弱となっておりまして、どこの

地域でも将来に向けて多様な農業者の育成・確保が重要と考えている状況でございます。

１枚めくっていただきまして36ページでございます。多様な農業者の確保が必要な中

で、日本の家族経営はどんな位置づけかということで国際比較してみました。経営規模の

大規模化が進んだ欧米諸国でも８割以上が家族農業経営ということであります。今後、家

族経営を一層発展できる環境づくりが重要であります。

外国の数値をより最新のものにすべく鋭意作業中でございますが、傾向としては余り変
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わらないということが言えるかと思います。

また、集落営農につきましても高齢化や兼業化が進んだ地域において重要な取り組みで

ございますので、これらの活動を後押ししていく必要があるということでございます。一

方で、農業生産法人も21年には１万１千となり増加傾向にあるということで、法人化の取

り組みも重要であるということでございます。

右側37ページ、３－26には、新たな農地制度により農地の利用規制の見直しについて記

述しております。一定の条件を満たせば農業生産法人以外でも貸借による農地の権利取得

が可能になりますけれども、３－27からは、例えば食品関連企業で見ますと、農業への参

入に関心が高まっているという状況にあるということが伺えます。

38ページをご覧いただきたいと思います。次は、人の関係でございます。これも国際比

較でございますけれども、３－28で1990年から2007年までの農業就業者数と平均年齢の推

移を国際比較したものでございます。日本では農業就業者数は91万人減り、平均年齢は7.

9歳上がっております。農地１ヘクタール当たりの農業就業者数は6.2人ということで、他

国と比較するとかなり多くなっていることが言えますけれども、農業就業者の減少は各国

とも共通して見られる傾向でございます。しかしながら、我が日本の場合には減少と高齢

化が同時に大きく進行しているということが特徴的でございます。

39ページは、新規就農者対策にもしっかり取り組んでいきたいということでございま

す。新規就農については平成20年には６万人となっておりますが、そのうち39歳以下の就

農者は１万4,000人でございます。今後、農家子弟だけでなく非農家出身者の就農も促進

していくことが重要であり、それぞれの事業に応じながら支援策を講じていく必要がある

ということでございます。

また、近年、農業法人等に雇用される形で就農する方が増加する傾向にあります。こう

いった人たちへの支援も重要であるということを指摘したいと思います。

１枚めくっていただきまして40ページですが、新規就農者に対するアンケートでござい

ます。自分の子どもに農業を継いでもらいたいと思っている農業者は70％、その理由は、

自分の農地・地域農業を守りたいということがほとんどになっております。一方で、農業

を継いでもらいたいと思わない農業者は30％になっておりまして、その理由の８割が農業

では十分な収入が得られないためというぐあいになっております。つまり、後継者問題も

所得の問題が非常に重要ではないかということでございます。

41ページは、若い農業者育成には農業教育も必要ということを書いております。３－32
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にありますように、例えば大学・短大の農学系、農業高校からはそれぞれ600人弱の就農

者が出ております。今後、就農支援の強化に加えて実践研修、あるいは進路指導の充実等

が重要ということでございます。

１枚めくっていただきまして42ページ、これは農地の関係でございます。農地面積は減

少傾向で推移しておりますけれども、３－34、これは耕作放棄地の面積でございます。約

39万ヘクタールとなっております。これは、土地持ち非農家のものも含めて増加している

ということでございます。

下の３－35に、都道府県別の耕地利用率の変化を載せております。昭和40年、1965年と

2008年の比較でございますけれども、1965年は沖縄を除きまして耕地利用率は全国は10

0％以上あったということでございますが、2008年には８割未満の地域も西日本を中心に

して出てきているということでございます。

43ページでございます。農業生産基盤の関係でございますけれども、３－36では、水田

の区画整理によりまして排水が良好な面積が多いほど、自給率向上のために必要な大豆の

作付面積の割合が高いという営農上寄与していることでございます。

しかしながら、右の37は、耐用年数を超えた基幹水利施設が多く厳しい状況でございま

すので、下の３－38のようなストックマネジメントによる農業水利施設の機能保全対策、

これを進めてまいりたいということを記述しております。

44ページは、農業金融の関係でございます。補助から融資へという政策転換の方向もあ

り、今後ますます重要となります。制度資金のうちスーパーＬ資金につきましては実質的

な無利子措置が実施されたこともありまして、最近の貸付実績は大きく増加しておりま

す。農業金融につきましては、農協系統が融資の中心となっておりますけれども、今後、

意欲ある多様な農業者が必要となる資金を系統はもちろんのこと、一般市中金融機関から

も円滑に調達できるような方策が必要だということを記述しております。

45ページは、農業所得増大のための取り組みでございます。農業所得が減少している中

で、農業者や関係者みずからも取り組みを積極に行っていくことが重要でございまして、

３－41では、販売農家の農業生産関連事業の取り組み状況でございます。直売に取り組ま

れている販売農家の方々は非常に多いということがうかがえますけれども、加工などの取

り組みはまだ依然として少数にとどまっているということが指摘できるかと思います。

46ページでございます。そのような中で、３－43には、農産物直売所の取り組みが重要

ということで、多くの直売所で生産者の所得を向上させるという経済効果の分析を載せて
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おります。

また、農業所得を向上するための取り組みの一つとしてブランド化、そういったもので

販売価格の向上や販売数量の増大の取り組みを進めていくことが重要でありまして、関係

者からも収入や雇用の面などで期待が大きいということを示しております。

47ページにつきましては、食の外部化が進む中で加工・業務用野菜について、外食産業

や食品製造業の意向を踏まえて安定的に供給できる体制をつくることも重要じゃないかと

いうことを記述したいと思います。また、輸出についても、今後とも輸出相手先国、地域

の実情に応じた戦略的な取り組みを進めることが必要であることも触れております。

48ページですけれども、ここでは、コストについて記述しております。農業所得の増大

に向けましては農業機械のコスト、肥料コスト、流通コスト、それぞれについて低減を図

る必要がございます。３－47では農業機械費の低減の例、３－48にはコスト削減の取り組

みの例といたしまして、適正施肥による肥料コスト削減の取り組みを記述しております。

ただし、まだまだ農機具費のコストに占める割合というのは依然高い水準ということが言

えるかと思います。

49ページ、農協系統の取り組みの関係でございます。３－49には、農協系統に対しては

販売力の強化と農業資材価格の引き下げ、これを求める農業者の割合が大きく高まってい

るという状況にあるということです。特に、資材の供給につきましては、農協系統の占め

るシェアの割合が非常に大きく、今後、この供給コストの縮減のためのさらなる取り組み

が重要であるということを記述したいと思っております。

50ページは女性の社会参画の取り組みということでございますけれども、３－52を見ま

しても農業委員や農協の役員、集落営農における代表者には、女性の参画がまだまだ低い

水準で推移していることが指摘できるかと思います。今後、女性の力をさらに活用してい

く必要がございまして、そのための意識変革、女性への負担軽減等が必要だということを

記述しております。

51ページは高齢農業者に関してでございます。３－54にありますように、高齢になられ

ても農業を自分１人で行っている、自分が中心となって行っている人が大変多くなってお

ります。また、左下の３－55にあるように、文化の伝承、地域の取りまとめ役、そういっ

た高齢者に望む役割が非常に多いということで、高齢者の活動のためのサポートを行って

いく必要があるということでございます。

一方におきまして、３－56を見ますと、高齢者の農作業中の事故が非常に多くなってい
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るという問題があります。全国の行政機関や農機販売店等に呼びかけまして、農作業安全

運動を現在展開しているところでございます。

52ページからは、持続可能な農業を支えるさまざまな取り組みを紹介しております。１

つ目は、３－57、58にありますように、温室効果ガス排出量と中期目標に向けた取り組み

を述べるとともに、カーボンフットプリントマークの取り組みを記述することとしており

ます。

また、３－59では、家畜排せつ物、稲わら、林地残材といったバイオマスについて、バ

イオマスタウン構想の策定などにより取り組んでいることを紹介いたします。

53ページは、環境保全のための取り組みでございますが、３－60を見ましても、環境保

全型農業に取り組むエコファーマーの認定件数は着実に伸びております。また、３－61

は、有機ＪＡＳ制度のもとでの有機農産物の格付数量の推移でございますが、有機農業の

取り組みは年々増加しているものの、諸外国と比べるとまだまだ低い状況にあるというこ

とでございます。

下の３－62につきましては、農林水産省生物多様性戦略を推進してまいりたいというこ

とで、特に、この秋に名古屋市で行われますＣＯＰ10を契機としまして、我が国の農林水

産業の生物多様性保全への貢献を国内外に発信してまいりたいということでございます。

ページをおめくりいただきまして54ページでございます。研究・技術開発につきまして

はいろいろな多様な取り組みが行われておりますけれども、ここでは食料自給率向上の関

係を取り扱っておりますけれども、特に、各地域の気候に適しました米粉用米、飼料用米

等への利用が期待される新品種の開発が進んでいるということなどを紹介していきたいと

思っております。

55ページからは第４章、農村地域の活性化に向けてでございます。

ここでは、農業の持続的な発展の基盤であり農業の持つ多面的機能発揮の場である農村

地域の人口・集落等の動向、集落機能の維持と資源・環境の保全、農業・農村の６次産業

化、都市との交流、人材の育成に焦点を当てて、その動向と課題等を記述しております。

まずは、56ページの地域社会・農村地域の現状でございます。４－１の日本地図をご覧

いただきたいと思いますが、これは非ＤＩＤｓ地域、いわゆる農村地域の2005年から2035

年にかけての人口減少率と高齢化率を載せているところでございます。人口減少率、高齢

化率、いずれにしても北海道、東北、四国、南九州で高くなっております。中でも秋田県

はいずれも非常に高く、加えて高齢化率につきましては高知県も非常に高くなっていると
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いうことが推計されております。

57ページでございます。昭和50年から平成２年の間で2,255集落、平成２年から12年の

間で4,959集落が農業集落としての機能を喪失しております。その後、中山間地にある集

落を中心に1,403集落の無住化が危惧されております。この中で下の４－３のグラフにも

ございますけれども、農業者のほとんどが農地・農業用水等の農業生産資源を将来にわた

って維持し続けることは難しくなると感じているという状況でございます。

こうした中で、農業生産資源を維持していくために必要な施策については４－４にござ

いますように、農業で十分な所得が得られるような対策、農業資源維持活動に対する支援

対策が多く挙げられております。

58ページをご覧いただきたいと思います。災害時に孤立する可能性のある農業集落、こ

れは平成21年、2009年で１万7,406ございまして、北信越、中国、四国、九州で多いと言

えます。

下の４－６では、野生鳥獣による農作物の被害額について書いておりますけれども、野

生鳥獣の分布域の拡大によりまして、減少することなく、横ばいで推移していることが言

えるかと思います。

59ページは集落機能の維持と多様な地域資源・環境の保全ということでございます。４

－７にありますように、農業、森林、水産業、それぞれの多面的機能につきましては毎年

紹介しているものでございますけれども、これらを十分発揮させていくことが非常に重要

ではないかということでございます。

１枚めくっていただきまして60ページでございます。４－８には中山間地域の、ちょっ

と細かくて恐縮でございますが、分布状況を示しております。中山間地域は全国の国土面

積の７割、農家戸数、経営耕地面積の４割を占める重要な農業生産地域でございます。こ

ういった地域での農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保する観点から、平成12年

度より中山間地域等直接支払制度を実施しているところでございます。平成20年度までに

２万8,757協定が締結され、66万4,000ヘクタールの農地で実施されている状況を紹介して

いきたいというように考えております。

また、農地・水環境保全向上対策の取り組みも全国各地で実施されております。農地・

農業用水等を保全する共同活動の取り組み面積は142万ヘクタール、活動組織数は１万9,5

17という状況でございます。

61ページでございます。４－10にもございますように、都市農業は新鮮な農産物の供給
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のみならず、身近な農業体験の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保など、多

様な役割がございます。

４－11の都市住民がしてみたい農作業体験といたしましては、市民農園での家庭菜園や

農業体験農園といったものの関心が高まっていると思います。

実際に４－12のとおり市民農園数は増加しておりまして、今後、都市農業の維持のため

学校給食への地域農産物の使用、お子さんたちを対象としました農業体験や食育の推進等

を進めていくことが重要になるということを記述したいと思っております。

62ページでございます。４－13を見ますと、我が国の最終飲食費に占める国内農林水産

業の帰属割合、これは年々低下しておりますけれども、逆に言うとこれは農業・農村の活

力の低下の現れだということも言えるかと思います。

今後、戸別所得補償制度などによる農業経営継続のための環境整備のほか、４－14に、

農村に存在する資源を有効に活用し、農業・農村の６次産業化を進めていくことが重要で

あるということを訴えたいと思います。

63ページでございます。この６次産業化に向けた取り組みというのは各地で行われてき

ていますけれども一部に限定されたり、今後、各種支援策の充実により全国各地で展開さ

れることが期待されております。一つの事例として千葉県の旧富浦町の事例を紹介してお

ります。ここは、びわ農家200戸、この売り上げは余り大きくありませんけれども、さま

ざまな商品開発、観光と一体となった取り組みによりまして大きな売り上げと80人の雇用

が生み出されたということを紹介したいと思います。

また、４－16にありますように、再生可能エネルギーの活用も重要ということで、その

取り組みを全国で進めているということでございます。

64ページからは、農村の活性化のために重要な都市と農村の交流・人材の育成でござい

ます。４－17のグラフにございますけれども、都市住民の皆さんが農業・農村へのかかわ

り方に関する意識を見ますと、地域農産物の積極的な購入などにより農業・農村を応援し

たいと考える方が85％で最も多いという状況でございますが、次いで、市民農園での農作

業、あるいはグリーン・ツーリズムなどで農村に出向きたいという人も30％台、４割近く

ということになっております。今後、このような都市住民の皆さんのニーズにこたえなが

ら、グリーン・ツーリズムの取り組み等を進めていくことが重要ではないかということで

す。

それから、都市と農村の交流を図る上で、お子様の農業・農村体験も重要であります。
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４－19でもございますけれども、子ども農山漁村交流プロジェクトの受け入れモデル地区

数、これは平成21年度は前年に比べて３県37地域増加して、36道県90地域で進められまし

た。

65ページでございます。２地域居住や定住、ＵＪＩターンによる人材の確保も重要でご

ざいます。４－20の、受け入れた地域の住民から見た移住・交流者が地域に与えるプラス

面での影響を見ましても、人口減少に歯どめがかかった、産業・経済が活性化した、コミ

ュニティが活性化したという回答が50％を超えているという状況でございます。また、

「田舎で働き隊！」事業の参加者がふえておりまして、非常に評価を受けているところで

ございまして、この事業でも若者の定住等さらなる効果が期待できるところでございま

す。

66ページから68ページまででございますけれども、これまで厳しい農業・農村の現状を

見てみましたけれども、これは意外と農業内部の方々が見ているだけではないかなと。逆

に言えば、外から見ていると非常に農業への評価というか関心が高まっているという例で

あります。

最初に66ページにあるのは、農業高校による地域産物を活用した加工品の開発・ブラン

ド化などの取り組みです。ごくほんの一例でございます。それから、67ページは若者を中

心として農業への関心ということで、ここでは自ら就農する事例、農村に赴き地域の活性

化に参加する例、マーケティング等で販売を支援する例、若手農業者みずからが自主的に

組織活動を行っているとか、あるいは最近の雑誌等では農業・農村の魅力が非常に多く発

信されているということ、68ページは消費者等が生産を支える動き、あるいは生協活動を

通じた支援の動き、ＮＰＯ・企業等と連携した動きといったものを紹介していったらどう

かと考えております。

こういったものが非常に多く見られるようになってきておりまして、今回の白書では、

これら厳しい農業・農村の現況でございますけれども、明るい希望を与えるものとして最

後に紹介した上で、これらの取り組みを一過性のものとせず、全国・地域段階でしっかり

サポートして、継続的に行われていくことが重要であるということを訴えていきたいと思

います。

最後になりますけれども、70ページから73ページには平成22年度食料・農業・農村施策

の概要を掲載させていただきました。これにつきましては、先般、閣議決定されました新

しい基本計画の施策の構成に基づきまして、22年度に実施する施策の概要、囲みはその中
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の主なものをピックアップしているものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。長時間になり、大変申しわけございませんでし

たが、よろしくお願いいたします。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

それでは、意見交換に入りたいと思います。一通り委員の皆様からご意見をいただい

て、佐々木政務官からご発言いただき、さらに、詳細について事務局のほうから説明をい

ただき、またそれを受けてご意見をいただくという形で、まず、委員の皆様から順次ご意

見をいただきたいと思います。

それでは、どなたからでも結構でございますが、いかがでしょうか。岡本委員からお願

いします。

○岡本委員 岡本です。

私は、一般国民、普通の人としてこちらに伺っているので、その視点から見させてもら

いました。もう少し具体例を入れていただけるとうれしいなと思いました。というのは、

普通の人が１軒の農家がどれぐらいの面積を持っていて、それによってどう経営が成り立

っているとか、家計がやりくりできているとかということが想像しにくいと思うからで

す。例えば、１軒の農家が10アール持っていて、作るものによって、10アールを持ってい

たらこのぐらいの感覚なんだということが、具体的に想像できるようなものを入れていた

だけるととてもうれしいなと思います。戸別所得制度の話でもこの表だけ見ると「ふ～

ん。」で終わってしまいます。

また、ほかには、例えば言葉の問題でも、農業資材とか農業基盤とか資源とかと言われ

てもなかなか想像できない。用語の方にもそこまで載っているわけではありません。皆さ

んにとっては当然すぎるお話だと思うんですけれども、やはり説明が欲しいです。文中に

全部書いていたら面倒だとは思いますが、用語の欄があるとうれしいなと思いました。

あと、ちょっと気になったのは、土地持ち非農家の今後の扱いです。今、山でも不在地

主の話が出ますので、その辺をどう扱っていくのかなというのが気になっています。

それから、２番目です。私は名古屋市の教育委員会と組んで環境面のことを子供さんた

ちに伝えたりとか、普通の一般の方に環境の話をしたりもしています。その視点から何点

か。

例えば、最後に話の出た、子どもプロジェクト、やった学校さんには割と好評なんです

が、そこに行きつかないというのが現状じゃないかなと思います。教育委員会も学校現場
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の方も、やると決めるまでがすごくハードルが高いと聞いています。今はまだお金がそん

なに負担にならないからいいけれども、これがお金の負担まで増えたら、益々できないよ

うなことをお聞きします。その辺、こう何かうまいぐあいに進んでいかないのかなと思い

ます。

それから、子どもに関して言えば、子ども用と言われて出されるジュニア白書も、実は

大人にとってもすごく人気が高いです。分かり易いので、ジュニア版も充実していただけ

るとやっぱりうれしいと思います。

それから、いつも言わせてもらうのかもしれませんが、図表の問題です。普通のところ

で出前授業で使うぐらいだったら著作権とかいいですよとか言っていただくのでとてもあ

りがたく思ってます。もっと希望を言うなら、これらの図表の利用を進めたいのなら例え

ば縦横比をパワポぐらいのサイズに合わせるとか、ホームページから取り込みやすく、使

いやすいようなソフトにしていただけると利用させてもらいやすいです。何かずうずうし

い話なんですが、利用者のことまで考えていただけるととてもうれしいなと思います。

それから、いろいろ気になったところはあります。例えば小水力発電の話は、話題にな

る割には進んでない印象です。水利権の問題があるとも聞きます。それ以外にも例えば有

機農業の話も出ていましたが、なぜこんなに少ないままなのかなと思います。また、鳥獣

害もすごく問題になっていると思うんですけれども、都会に住むと余りそれを実感として

わからないというのがあると思いますので、その辺も何とか伝えられないかなと思いまし

た。

それから、全然関係ないんですが、研究所の紹介みたいなところがありました。今、い

ろいろ話題になってはいますけれども、私もすごく興味があります。研究所ではどんなこ

とをなさっていて、それが私たちにどう関係してくるかと考えるからです。先週もつくば

の研究所群で公開デーでありました。ここ数年毎年、名古屋から伺っています。きちんと

お聞きすればすごくいいことをやっていて、この部分が私とつながるんだなということが

わかるんですけれども、ホームページだけ見るとなかなかわかりにくかったりします。で

すので、何かそういう専門家と私たちを仲介をするようなところがあって、言葉をかみ砕

いて紹介できるような場があったらいいなと思っています。

できたら、白書に限らず、そんな仲介者をやってみたいなと思っています。

以上です。

○鈴木部会長 どうも貴重なご指摘ありがとうございます。
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次、平田委員、お願いします。

○平田委員 日本農業の現状分析は適確にできていると思います。これ以上の分析は難し

いかなというぐらい詳細にできております。

６０％を輸入に頼る日本の食料の状況、国際的な食料の危機的な現状等々明確に示され

ておりますし、日本の農業の異常なほどの少子高齢化の進行、担い手が育っていない現実

も適確に出ております。

そういった中で、具体的にはこの度の新しい基本政策の中で自給率を向上させて、新し

い政策を導入して50％の自給率を実現するという野心的な政策が明示されています。実際

にはこれからどのような具体的な政策で実現するかということが今一番求められているの

であろうと思っております。

それと、今回の政府の基本計画において、国家戦略の中でも最も重要な施策として農業

問題を位置づけていくことを国民と共有すべきであると明記したことは大変によかったと

思っております。

しかしながら、私が見るところでは、今の政策だけでは今回目標としている自給率50％

を達成することは非常に難しいという感じがいたします。そこで、これを達成するため

に、今後の政策で重要となる課題の一つめは、担い手の問題です。現在の政策で真の担い

手が育っていくかというところですが、私は現行の政策のみでは、難しいんではないかと

思います。この問題は、とりわけ緊急を要する課題です。高齢者が大半を占める現状で、

早急にやらないとまず技術の伝承ができない大きな問題があります。

実は先般も、私どもの農園でイチジクの挿し木をしましょうということで若い社員にさ

せたんですが、信じられないことですが穂木を逆さに挿している者がいました。我々とし

ては全く信じられないことですが、実際そういうことが日常茶飯事に発生しております。

将来を担う若い層を緊急に育てていかないと、何千年もかかって培った技術が失われて

しまいます。

次に、若者に夢を与える政策が必要です。将来、農業に従事することによって努力すれ

ば豊かな生活が保証されるといった若者が希望を持つことができるような、政策になるこ

とが何より大切であると思っております。

それと、先ほどもお話ししましたように、50％の自給率を達成するためには、人口の2

5％を占める大都市の皆さんの協力なくしてはできない政策であります。残念ながら現状

では、ほとんどの消費者の方々は、世界の食料が逼迫している状況は、実感として持たれ
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ていないと思います。自分が食べたいものを食べるという現状では到底達成は覚束ないよ

うに思います。

佐々木政務官にちょっとお聞きするんですけれども、トルコは果樹王国ですがいろんな

果樹をつくっています。一番高い果物は何だと思われますか。

○佐々木政務官 トルコは何でしょう。オリーブはいっぱいありますから。ブドウはワイ

ンがあるし、何でしょう。オリーブやブドウは普通にありますよね。

○平田委員 そうですね。大量にあります。

○佐々木政務官 何でしょう。

○平田委員 バナナなんですよ。バナナが一番高いんです。だから、一般の人はバナナは

食べられません。私が泊ったホテルでは、どのホテルにもバナナはありませんでしたが、

オバマさんが泊られたホテルだけは少し出ていました。

それで、トルコの人々はもとはコーヒーを飲んでいたようなんですが、今は「チャイ」

というお茶を飲んでいます。すなわち、トルコでは輸入する食品はできるだけ控えて、国

産のものを食べましょうということを、国策でやっているわけです。

そこで、日本においても、政府が積極的に国民にＰＲして、日本の食料自給率を高める

ために、国産品を愛用していこうではありませんかといった政策誘導をしないと、50％の

達成は難しいというように思います。

豊かで安全な国づくりをするということの中で、これからの農政とは100年、200年先の

日本の国をどうするかといった視点での取り組みがなにより大切であると思っています。

今日、図らずもある有名な新聞に「１兆円のばらまき」という記事が出ておりました。

多分、ばらまきだから十分な効果がでないんで、もっとしっかり蒔けという意味だと思い

ます。先ほどの説明でヨーロッパやアメリカは大体所得の８割から９割を所得補償してい

ます。日本は23％という低い補償率です。新聞で本日の朝刊のような書き方をされると、

実状を知らない人から見れば、農家ばかり所得補償してもらっているではないかというよ

うな意味にとられかねませんので、マスコミの表現については十分注意していただきたい

なと思います。

先ほどお話ししましたように、国が率先して国民の理解を求める努力を講じることが必

要であると思っております。

次に、今回の所得補償の１兆円は、いわゆる日本国民の食料費60兆円の大体1.7％ぐら

いなお金に相当します。そこで、たとえ自給率41％とはいえ日本人の食料を賄っていま
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す。日本の就業者の４％の農民が41％の食料を支えているわけです。私は日本の農民はと

てもよく頑張っていると思います。そういった事実を消費者に訴えていくべきだと思って

おります。

それと、自給率を高めていく中で、以前にも佐々木政務官にお話ししましたけれども、

小麦粉がパンとして今利用されるわけですが、先般のある勉強会の後に食事会をしました

が、女性の方はほとんどパンを食べておられました。ところが、男性の大半は和食でし

た。そういった中で、国策として小麦粉に20％の米粉を混ぜたものを販売するという施策

を実行しないと、この面からも自給率50％を達成することは難しいと思います。

次に、果物についても1日の200グラム摂取しましょうと提言していますが、現状は100

グラム程度であり、国産果実はその内50％未満です。果実消費についてももっとＰＲする

必要があります。それから、昔は西日本ではほとんど裏作をしていたわけですけれども、

現在はほとんど行われていません。外国では作りたくても水がないからできないとか、

今、土壌中に塩分がたくさんあってできないといった状況です。日本はできるけれども作

らないという国です。しかし、国際的に飢餓人口が増加している中でそういうことではよ

くないのではないかと思います。

それと、朝食をとらない家庭が増えてます。そういった問題についても、将来の日本を

支える子どもを育てる立場の方々ですから、食育という面から見ても、家庭で手作り料理

を家族全員で一緒に食べる習慣づけをすることが最も大切であると思います。

さらに、学校給食の問題についても、もっと国が積極的に国産品を愛用し、地産地消を

積極的に推奨する政策を行っていかないと、自給率41％達成も覚束ないと思います。県に

よってはしっかりと地産地消を実行しておられる県もかなりあります。例えば、学校給食

のパンには必ず20％米粉を入れる島根県の例もあります。そのように、やるべきことはし

っかりとやるということで実行しないと、品格ある国家の形成はできないのではないかな

と思っております。

それと、先ほどの説明で28ページに出ていましたけれども、今価格が高いにもかかわら

ず、消費が伸びているのはほとんど輸入品なんです。例えば小麦、チーズ、バター、パン

などがそうです。ですから、今後の日本の食料生産について、輸入品を国産品に変えてい

く努力が必要です。そのためには、今後政策として力を入れていこうとしている６次産業

をもっとしっかりとやっていただきたい。

地方でも、６次産業を導入したいという人や企業が多くなってきています。しかし６次
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産業には多くの省庁が係わっていますから、どこに相談へ行ってそれを具体化できるのか

わかりにくいという話をよく聞きます。どこに相談に行けば実現できるのか明確なシステ

ムをつくっていかないと、円滑に進行しないと思っております。ぜひ、省庁を超えた窓口

を設けていただきたいと思います。

それと、農山村というのは、国土全体の70％ぐらい占めています。農村地帯は再生産可

能なエネルギー基地として重要な場所ではないかなというように思っております。従っ

て、農村を豊かにしていく、ないしは、新しい雇用を設けるという中で太陽光だとか水力

だとか風力だとかバイオマスだとか、そういったものをもっと振興できるような場所とし

て農山村を位置づけていただきたい。今後、鳩山首相が言われている25％の炭酸ガスを削

減するということの中の大きな一つの手段としても実行していく必要があると思います。

以上です。

○鈴木部会長 さまざま視点、ありがとうございます。

佐々木政務官が35分ぐらいに退席されなきゃいけないので、順次、お願いします。

合瀬委員、お願いします。

○合瀬委員 白書、さまざまな視点から書いてありまして、分析自体は緻密にされている

と思います。

私は今年というか基本計画ができたときの白書は特別な意味を持つと思っています。特

に今回は政策の大転換ということを言っているわけですから、その理論的裏づけをきちん

とここに書いていなきゃいけない。そういう目で見ると、多分特集のところなんでしょう

けれども、これまで45％だった自給率目標を50％にするというところです。一般の国民の

人たちは本当に出来るのかというふうに思っているわけです。

ここで取り上げるべきは、45％を目標にしてきたのに何で41％しかできなかったのか。

どの政策が悪かったのか。その政策をどう直して、今度50％にやりますよということが、

きちんと理論的に書かれていなきゃいけないと思うんですが、その分析が弱い。よくわか

らない。

６ページに食生活が大きく変化したと書いてあります。我が国は2000年から目標を立て

てずっとやってきましたけれども、実はもっと前から食生活は変化していますよね。食料

自給率が上がっていかない理由として農林水産省は常に食生活が変化しているというふう

に言われますが、食生活が変化したのはここ10年の話ではなく、もっと前からずっと変化

しています。
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それから、農産物価格の低下や農業所得の減少を主な要因としてこういうことになりま

したという事実がずっと書いてあるんですが、農産物価格、何で低下したのか、農業所

得、なぜ減少したのかという分析が、後ろのほうに事実を書いてあるんですが、なぜそう

いうふうになって、政策のどこに間違いがあったのかというのがよくわかんないんです。

もっとわかるように書いていただきたいと思います。

28ページに、消費者世帯における主要食品の購入単価というところがあります。農産物

価格の減少を放置しておけば、農業の多面的機能の発揮を脅かしたりするおそれがある。

だから、所得補償が必要だとする理由付けだと思うのですが、1990年から2009年までで考

えると、所得も減っているはずなんですよね。全体の流れの中で、農産物価格がどうなの

かという視点も合わせて、分析してやっていただきたいということです。この部分は読ん

でいる人に結構インパクトがあるので、全体の所得とあわせて分析しないと、農業側から

だけ見た非常に都合のいいものだというふうに見られるおそれがあります。

以上です。

○鈴木部会長 これも重要なご指摘だったかと思いますが。

次、玉沖委員、お願いします。

○玉沖委員 私のほうからは機能という点と、あと、表現や説明方法というこの２面から

幾つか申し上げさせていただきます。

まず、機能の点なんですけれども、私もこういう本や冊子をつくる出版の仕事にかかわ

っておりますので、逆にいろんな難しさもよくわかりますという点から。まず、こういう

冊子は読み手のターゲットが狭いほど非常に精度の高い的を射たものがつくりやすいんで

すけれども、白書の場合はユニバーサルなものでなければならないというところに非常に

難しさと、あと、担わせる機能の限界があると思います。

そのような中で、例えばどんな機能を持たせるかというところなんですけれども、子ど

もには難しいとか、あと、表現の用語の説明をしてほしいとか、データをもう少し見たい

とか、そういうことをやっていたら、もう今で300ページというお話ですが、もう何千ペ

ージあっても足りないと思うんです。ほかに用語集があるとか、ネットで見られるものが

あるとか、子ども向けの冊子があるとか、そういうアナウンスを例えば最後のページなん

かに入れられて、そこで機能を分けていくとか、誘導することで示していくというやり方

が一つあるのではないかと思いました。

そして、最初のものが300ページほどになるということだったんですが、私は白書はあ
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る程度、どこをどう見たいかという検索をして利用するというものだと感じておりますの

で、このつくり方は、目次のページから内容に誘導していくインデックスのようなものを

目次と本編の間に一つページを立てられて、中に誘導していくというやり方はどうかと思

います。

一般の市販されているいろいろな情報誌では、目次からインデックスがずっと誘導され

ていて、内容が見られるようなものに最近はほとんどなっていると思いますので、そうい

うものを少し参考にされてはいかがかなと思いました。

そして、先ほどの機能の点で今回、扉のところの説明を「ですます」調にされたという

ことなんですが、扉のところの説明が「ですます」調になっていて、そして、中のページ

を開けるとそれぞれのページの前段のところのコラムのところが……

○櫻庭情報評価課長 厚いほうの本文が「ですます」です。これ説明用の概要です。すみ

ません。

○玉沖委員 すみません、じゃこの概要についても、すみません、ちょっと勘違いをして

おりまして、概要については扉のところが説明口調になっていて、そして、中の説明がす

ごくシンプルな表記になっているので、全体がすごく今までのものと比べて締まって、説

明されるものと数字を理解していくものというところで、今までより全体が締まって機能

性が高まったような印象を受けました。

そして、表現や説明方法についてなんですが、先ほど合瀬委員も触れられておりました

けれども、特集のところ、扉を開けてここにもう少し、私は逆にここは農水省のいろんな

思いや哲学であってもいいと思うんですけれども、説明のページがあって内容の本編に入

っていかれるというつくりであってもいいのではないかと感じました。

そして、もう一つ、これは可能か不可能かちょっとわからないんですけれども、前回、

事前の説明をいただいて改めて全部この概要版を読ませていただいて思ったんですが、デ

ータの説明の仕方として全体の分母があって数字の増減を説明することが可能であれば、

そのような表記がいかがかなと思いました。

例えば集落が減少していますというときに、今、全体の集落は何集落あって何％減少し

て、だから、現在幾つなのかというふうに、もとの数字や分母の数字があってふえている

とか減っているとかということが説明されているほうが、具体的なイメージ、よりデータ

やその事実としての内容を具体的に把握しやすいなということを感じました。

以上でございます。
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○鈴木部会長 さまざまな点、ありがとうございます。

では、松本委員、藤岡委員の順で。

○松本委員 二、三ちょっとご意見を申し上げたいと思います。

今回の白書の案では、幾つかの新しい分析を起こしておられるということで、大変印象

的な面があると思います。例えば９ページの直接支払いの比較表とか、これは農政の大転

換に対応した説き起こしだろうと思うんですが、そういった場合に、例えばこの概要版で

36ページとか38ページにＥＵの農業構造とか来し方の表も出ておるんでありますけれど

も、そういうのと比べますと、つらつら見ると、例えばＥＵなんかの農業の姿というのは

かなり日本と違って、もう既に主業農家経営構造になった上でのこういう新しい直接支払

いと、こういうのが定着してきておるということなんだろうと思うんです。

そして、いろいろ仄聞いたしますと支払いを受け取るに当たってかなり厳しいハードル

を農業経営体がクリアしないと、この税金たる交付金は取得できないと、こういうシステ

ムになっているように聞いておるんですけれども、そのあたりはこれからこの制度をきち

んと新しい農政の枠組みを持続していくという観点からきちんと詰めて、単純に比較だけ

じゃなくてこういうこと、例えばスイスなんかはどうなっているかとか、この企画部会で

も再三にわたってスイスのこういう話も出たわけでありますけれども、そういうところ

も。あるいはもっと言うとアメリカという話もあるかもしれません。そういうのが一つ。

それから、２つ目は、従来こういろいろと毎年毎年新しい分析も入れて、時の政策課題

も受けて記述されてきておると思うんですが、例えば今様に言いますとフードマイレージ

ですとかいろいろありましたですね。そういうチャレンジの記載もあったんですが、今回

は特にそういうところについては余り語られていないという感じ、印象がしておるんで

す。

むしろ、農産物の国際貿易を否定するとかそういうことじゃなくて、それはそれとして

置いておいて、その上で例えばこの穀物の貿易は将来的に見るとどんなポジションになる

のか、社会の経済活動の中でどういうコストを、将来的に新しいコストを生み出すのかと

か、そういうものを見通した分析といいますか、そういうのが必要になってくるんじゃな

いかと思います。環境支払いとかこういうこともいろいろ検討素地に上がってきていると

いう段階でありますから。であれば、むしろ、そういう観点での記述は持続的にこの白書

としてスペースをとっていく必要があるんじゃないかと。

特に、将来的に見通して、政策課題という観点は落とさずに、やっぱり持続的に国民の
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皆さんに示していくという努力が必要ではないかと、そういうふうな感じがいたします。

以上です。

○鈴木部会長 すみません。藤岡委員からも一言いただいて、佐々木政務官にお願いしま

す。

○藤岡委員 今回の白書はさまざまなそういうグラフだとか、あるいは図表を使って見や

すいあれにはなっていますが、中身を見ますと、まあこれ時間的な制約もあるでしょう

が、2009年度のデータが出ているところというのはそんなにないですね。2008年とか2007

年とか。ですから、むしろこれは21年度の白書というよりもその以前のが多いような気が

して、ちょっとこの辺のところは。これ時間的な制約もあってなかなか今の時点で2009年

度のデータを正確にというわけにはいかないんでしょうけれども、その辺のところがちょ

っと気になったかという感じはしております。

先ほど合瀬委員からもありましたが、いわゆる特集といいますか、この白書の最初に出

てくる、ここに新たな農政の大転換とありますが、ここはまさに日本農政史上の大転換だ

ったわけですね。昨年のいわゆる戸別所得補償というのは。私、去年もこの白書の審議会

におりましたが、去年のこのトップページを開けてみますと、事故米の表記が大々的に書

かれてあったという記憶をしているんです。それに比べると、今回のは新たな農業政策の

大転換を行われた割には、そこがちょっと弱いような感じがしないでもない。

それと、もう一つ全体的に、先ほどもお話ししましたが、21年度の白書というよりは過

去３年、５年の白書みたいな感が否めないかなという感じがします。もうちょっとこの21

年度の特徴というのは、こう強く押し出してもよかったかなという感じはしております。

以上であります。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

佐々木政務官がもう退席されなきゃいけないので、一言いただいてから。

○佐々木政務官 すみません。まだ議論は続けていただいて結構なんですが、いろいろ貴

重なご意見をいただきましたし、事務方もそれぞれ勢ぞろいしておりますから、修正可能

な部分については修正させていただきたいというふうに思います。

順番がちょっといろいろになるかもしれませんけれども、合瀬さんとか、あるいは松本

さん、藤岡さんなどからもありましたが、確かに検証が弱いといいますか、今までの新し

いところに転換していくための過去の経過、あるいはなぜそうなったのかというところが

弱いという話は、理解できなくはないのですが、このことについては、この前、基本計画
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のときもご論議いただきましたように、ビジョンを策定する中で量的なものと、それから

検証等はやろうということにはしております。

白書で特集をせっかく組んだんだからそこに書けというのもわからないわけではありま

せんけれども、今申したように新しいビジョンをつくる中で量的なものも一定程度検証し

ましょうというようなことにしておりますので、それはまた改めてぜひお知恵をいただき

ながらやらせていただきたいなというふうに思っています。

それと、玉沖さんや合瀬さんからいただいた、ほかの分野との比較ですね。例えば集落

だったら全体が何ぼで今どうなっている。あるいは所得も全体の産業の所得だって落ちて

いるのではないかと。それはどうなんだろう、これから書き込めるのが可能なのかどうか

わかりませんけれども、必要なことだということは私も認識をいたしますので、これから

何らかそういうデータをつくったり何かするときは、ぜひそういうふうな仕組みにできれ

ばしていきたい。今回、このスペースの中で間に合うかどうかというのはちょっとわかり

ませんけれども。

それと、多分、パソコンなんかではインデックスからリンクできるようにはなっている

と思うんです。今までのもですね。それはそのように恐らくなるんだろうと。

それから、キッズはキッズで、またこれはこの後すぐ取り組みます。

それから、用語の説明が幅広く見るんであれば、やっぱり必要なんであれば、どこかに

まとめて用語集みたいなのを２ページぐらいつくってということの工夫は、ひょっとした

らできるのかなというふうに思っております。

平田さんからもたくさんいただきましたが、実は、ばらまきというお話だとか夢を持た

せるという話で私は思うんですが、私は農家をやっていますけれども、ずっと野党のとき

同じ質問を繰り返していました。それはばらまきの恩恵を受けた覚えはないと。ずっと言

っていたんですが、これは支援の仕方の問題だと思うんです。

要するに、組織や団体を通じてお金や政策が流れてくるという今までのやり方、これは

結局受け取った最後の農家のところでは余り感じないんですね。その恩恵というものは。

それを、だから、直接支援にしたわけです。だからと言って、それだけでやったわけでは

ありませんけれども。

その直接支援をするということのもう一つの効果として、これはほかの子ども手当や何

かも同じですけれども、国と国民といいますか住民とが直接結びつくというシステム。こ

れは、実は僕は重要だと思っています。要するに、農家にしてみれば、国がちゃんとおれ
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たちのことをわかっているんだという実感ができると思うんです。直接支払いという制度

によって。それが、団体を通じて流れてきたら、自分たちと直接つながっているという意

識が全くない。

ここのところはやっぱりその支援の仕組みというものと、農家や子どもたちや学生が大

切にされているという意識ですね。そういうものと僕は結びついていくんではないかなと

いうふうに思っております。

実は、フランスではシャンソンを１週間に１回は必ず放送局は流しなさいという法律が

あるそうでありまして、どこの国もやっぱり文化を少ししっかり、自分たちの国の文化を

もう一度見直そうという動きはやっぱり、フランスみたいなところでさえそういうことを

やらなきゃいけなくなっているわけですから、そういう意識はもう一度、これは農業だけ

ではなくて、全体で考えていかなきゃならない話ではないかと。

それから、これちょっとおもしろいなと思ったんですが、可能かどうかは別にして、具

体例をわかりやすくという中では、例えば、ありましたよね、100人の村だったらどうな

るとか、何かそんな仕組みの表現があるとすごくわかりやすくなるのかなと。キッズのほ

うで検討してもらうか何か、そういう表現だとわかりやすいのかなというような気がいた

しました。

松本さんから出ましたＥＵのことの話なんですが、私は国が税金を使うんですからそれ

はもちろん厳しいハードルがなければいけない。もっともっとあるべきだというふうに実

は思っています。ですから、そういった意味では、それこそそういうハードルがなければ

ばらまきだと言われる原因になってしまうわけで、税金を使うんですから、税金を使うん

であればそれをもらう側にかなり厳しいハードルがつくのは、ある種、それはもっとちゃ

んとした仕組みとしてむしろつくっていかなければならない。そのことによって国民の理

解も得られていくのではないかというふうに思っておりますので、いただきましたような

意見なども、この白書に可能なものはできるだけ取り組むことにして、今後の説明ぶりな

ども含めて検討させていただきたいと思います。

中座させていただきまして、誠に申しわけございませんが、その後、職員の皆さん方か

らしっかりまた私も聞きたいというふうに思っております。

今日はどうもありがとうございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

それでは、引き続き進めさせていただきます。
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すみません、古口委員、ご意見お願いします。

○古口委員 ただいまの政務官のような観点で子ども手当とこの農政の直接支払制度を一

緒に考えるのはちょっと私はどうかなとは思います。

それからもう一つなんですが、この白書を私は読ませていただいて大変おもしろく結構

わかりやすかった。

ただし、一つだけちょっと思ったんですが、現状と今後の支援策が書いてあるところに

は詳しく書いてあったり、書いていないところには具体的でなかったりというようなとこ

ろがあったんではないかと思います。

例えばこの39ページのところなんですが、ここに非農家出身者の新規就農についても書

いてあるんですが、これ「事情に応じながら支援策を講じていく必要」があると書いてあ

りますけれども、その２ページ後には例えば「農業大学校から900人弱等。今後、就農支

援の強化に加え、実践研修や進路指導の充実等が重要」と書いてあったりします。たとえ

ば、非農家の方が新規就農するのに何が一番大変かというと、私どもの町へ来た新規就農

者の方に聞くと、やっぱり最初の手持ち資金なんですね。

ある人は当初300万円のお金を用意して新規就農しようと思ったらば、先輩にその倍貯

めなきゃだめだと言われた。それで３年間頑張って600万円の資金を持って就農したんで

す。

ですから、非農家出身者の新規就農について、もちろんこれ税金を使うわけですからか

なり厳しいいろんな縛りがあってもいいとは思うんですけれども、単なるスーパーＬ資金

等のような無利子融資というだけでなくて、新規就農者、特に若年層の新規就農者の方

に、奨学金制度といっていいか何かそれはちょっとわかりませんけれども、直接支援金な

どのようなものも必要なのではないか、そのように思っています。

そういうことをこの白書に、今後の対応について一体どのあたりまでこの白書の中に具

体的に入れていくのかなというのが一つ感じました。

それから、もう一つなんですが、エコファーマーとか有機農業、この認定なんですが、

ちょっと私も詳しくこのあたりはわかんないんですが、意外といろんな機関があってばら

ばらに認定しているのではないかと思われます。

それは生産者にも混乱を招いていますし、それから、消費者にとってもどうなのかよく

わかりづらいんじゃないかと。このあたりは、もう少しすっきりと一本化できないのかど

うか、ちょっとそういうことを感じましたし、そういうことはこの白書の中では問題とし
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ては取り上げていませんけれども、それはやっぱりこれからの課題としてあってもいいん

ではないか、そんなふうに感じました。

最後に、、この間も私、違う部会で言ったんですけれども、今回のこの出席者の席順が

あるんですが、私どもの名前はちゃんと委員で名前を入れてくださっているんですが、ぜ

ひここに、今日いらっしゃる国の皆さんのお名前も入れてもらったほうがいいのかなと思

います。後で資料を見返したとき、どの何という方、例えば政策課とか振興局というだけ

だと、だれが本当に言ったのか忘れてしまうので、お名前をきちんと入れていただければ

ありがたいと思います。

以上です。

○鈴木部会長 ご指摘ありがとうございます。

あとは、森野委員、お願いします。

○森野委員 白書全体については１点、表記上、平成とか昭和と西暦を併記するようにな

っていただいた。これは非常によかったと思います。なぜかと言いますと、私ずっと新聞

記者をやっておりまして、日本のメディア大半が平成になったときに西暦表示に全部変え

てしまったんです。ところが、平成が22年も続くと、西暦のほうでいろいろ何年に何が起

きたということは頭に入っているんですけれども、平成何年に何というのがどうも自分の

中で記憶できなくなっていますので、そういう意味では、このくどいというふうに内部の

方も思われるかもしれませんが、丁寧にこういうふうに表現されたほうがいいかなと思い

ました。

それから、もう１点。中身そのものはこれでいいんですけれども、ちょっと考え方だけ

少し整理していただきたいなと思いますが、50ページの女性の社会参画の取り組みについ

てのご紹介なんですが、非常にこう農業委員とか農協の役員とかそういうのにつく人が少

ないとか、起業家の推移なども書いてありますが、今、これから新しい農政の中で６次産

業化などをやっていきますと、むしろ、先だって別の企画部会のときに私紹介しましたけ

れども、岐阜県でそば畑をやりながらそばを出して食堂と民宿をやっているという、知人

の例を紹介したんですが、そばを打つのは旦那なんですけれども、お店でお客の相手とか

民宿の客の相手とか、そういうお店の方はほとんど奥様がやっているんです。

あと、また、愛知県の方のイチゴ園をやっている農家などへ行きますと、ここはおじい

さんがいろんな役をやりながらあちこち飛び歩いているときに、息子夫婦がイチゴ園をや

っていると。その夫婦の中でも息子のお嫁さんというのが、これがにこにこ愛想のいい人
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で、それが非常にイチゴ園に来るお客に受けているとか、そういう事例もありまして、女

性をやたらと、むしろ、農業委員とか役員にすることを一生懸命やるよりは、むしろ、女

性本来が持っている２次産業、特に３次産業で重要になるようなもてなしとか、そういう

スキルを生かせるような形で、社会参画というよりも女性の活躍の場というのを位置づけ

たほうが、全体としては現実にかなっているのかなと思いました。

白書自体の記載はこのままで結構ですけれども、特に女性の問題についてはそういう整

理の仕方を少しお考えになっていただきたいと。

これはもう意見です。答え結構です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

ほかにはよろしいですか。そうですね。大分時間も押していますね。

○平田委員

現在、アイルランドで火山噴火があって大きな問題になっています。それから、今天候

不順で野菜が高騰しています。現状では、日本の国の食料供給がどういう状況にあるのか

生産者も消費者も把握しにくいところがあります。例えば、１日どの程度の野菜が消費さ

れ、どの程度供給できる体制になっているのか推測できにくい現状にあると思います。た

だ、今日どうしてもホウレンソウを食べなきゃいけないとかレタス食べなきゃいけないと

いうことはありません。また不足すれば輸入で補うということもあると思います。いづれ

にしても薄氷を踏むような中での食料供給が続いていることは事実です。そこでリアルタ

イムで野菜供給の現状と生産状況がわかるものがあれば、消費者にとっても生産者にとっ

ても、有益な情報になると思います。

今後、気象変動は常時発生することが予測されますので、そういった現状下で日本の食

料がどういう状況にあり、どのように推移するのかといったデータがあれば有効だと思い

ます。今後検討していただきたいと思います。

それともう１点、私どものところにも若い就農者がたくさんいます。彼らが自分たちが

所属する団体が国全体で見た場合、組織がないわけです。商工会議所の中には青年会議所

（ＪＣ）というのがあり、次の商工業を担う世代組織があります。昔は農村には青年団と

かいう組織があって多様な活動していたみたいです。現在はそういうのもなくて、彼らが

活躍できるような組織があれば若者が農業で活躍できる場面も増えてくると思いますの

で、若い農業者の組織化について国全体で考えていくべきだと思います。

以上です。
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○鈴木部会長 ありがとうございます。

私のほうからも１点、ちょっと気になりましたのは、これまででの白書の分析ではかな

り定番というか行われていた農地の流動化の状況に関する分析というのが、私ちょっと十

分に発見できなかったんですが、かなり弱くなったのかなという気がしておりますので、

その点は指摘される可能性があると思いますので、少しご検討いただければ……あるんで

すね。そうですか、すみません。それでは私が十分に見ていなかったようですので、その

点は訂正いたします。

それでは、今までのところで事務局のほうからお願いします。

○櫻庭情報評価課長 本日ご指摘を受けたところは、本文に盛れるところは盛りたいと思

いますし、また、あと文章として盛れなくても、こういう動きがあるという事例とか、あ

るいはトピックス、コラムという形ででも、何らかの形で掲載していければなと思うの

で、そういった形で検討させていただきたいと思います。

そういうことでお願いします。

○鈴木部会長 ほか各局のほうから事実関係等で説明いただける点あれば。よろしいです

か。お願いします。

○生産局 古口委員のほうからのエコファーマーの認定のお話ありました。エコファーマ

ーは持続農業法に基づいて県が認定をするということになってございます。それから、エ

コファーマーの取り組みで多いのは、特別栽培制度に乗っかった農産物だと思います。こ

れは農林水産省のガイドラインに基づいて生産者が表示し、県等が認証をするという形で

推進をさせていただいております。

それから、もう一つ、有機農業のほうはＪＡＳの認定制度でございますので、ちょっと

認定機関の話はまた消・安局のほうでございますけれども、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

どうぞ、お願いします。

○消費・安全局 表示として有機と書けるかどうかということについてはＪＡＳなんで

す。それで、有機と書くためには要件がいろいろありまして、国のほうが認定機関を認定

するという形になって、認定機関はいろいろあるということでございます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。
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それでは、ほかよろしいでしょうか。あと、茂木委員のほうから欠席されていますが書

面でいろいろとご意見をいただいておりますが、若干時間も押しておりますので、これは

配付いただいていますので……そうでございますか。じゃこれは配付させていただいて委

員の皆様も見ていただくということで、ここでご紹介させていただいたということにさせ

ていただきたいと思います。

すみませんが、その茂木委員の書面でのご意見も含めまして、今日大変貴重なご意見を

たくさんいただきました。それで、一応、審議はここで終えたいと思うんですが、本日い

ただいたご意見を踏まえて修正につきまして、後日個別に必要に応じてご相談させていた

だきたいと思いますが、その修正、調整につきましては、私のほうで責任を持ってやらせ

ていただければと思いますので、一応その事務局案を企画部会として承認していただい

て、今日のご意見を反映した修正はできる限りきちんと行って、また個別にもご相談させ

ていただくということで承認していただけるとありがたいんですが、よろしいでしょう

か。

（はいの声）

○鈴木部会長 では、ありがとうございます。

それでは、そのような扱いにさせていただきまして、答申も提出するということで、５

月下旬に予定されている閣議決定、国会提出、公表という日程に沿いまして、政府のほう

でも手続を進めていただきたいと思います。

それでは、この議題につきましてはこれまでとしまして、もう一つ、その他の議題で、

先般の基本計画の今後の周知のための取り組みについて大浦参事官のほうから説明をいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○大浦参事官 官房参事官、大浦です。よろしくお願いします。

基本計画の策定に当たりましては、この企画部会の委員の方々に長きにわたり大変中身

の濃いご議論を重ねていただきました。そのおかげをもちまして３月30日に閣議決定とい

うことになりましたので、この場を借りまして改めて厚く御礼を申し上げます。

そして、この後は、その基本計画を着実に推進していくこと、これが課題になるわけで

ございますけれども、その第一歩は、まずは、その基本計画の書かれていることを広くＰ

Ｒするということだろうと思います。

資料４に基づきまして、今現在取り組もうとしています周知活動について簡単に報告さ

せていただきます。
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１番目が、省の広報や政府広報などを活用するということでございまして、既にホーム

ページ上いろいろ情報提供してございますし、農水省の広報誌ＡＦＦというのがございま

すけれども、そこにも基本計画の概要などを掲載していくと。あるいは、５月に入りまし

たら政府広報なども活用していくということでございます。

２番目が、いろんな団体さんなどが発行するその広報誌、機関誌などに寄稿していくと

いうことでございますけれども、４月21日時点で153件の、その基本計画に記事を関する

掲載してほしいという要望をいただいてございますので、これらに対しまして基本的には

もう可能な限り対応していくということでございます。

３つ目が、各団体の方などが開催する説明会や講演会などに出かけていってお話をして

くるということでございまして、これはもう既に始めているものもございますけれども、

まず６月ごろまでには農政局単位での説明会をできないかということで、今、各農政局と

相談をしているところでございますし、それぞれの団体さんが開催する説明会などにつき

ましては、これも４月21日時点で70件の要望がございます。できる限り出向いて対応して

いくということでございます。

それから、この企画部会でもいろいろご指摘いただきましたけれども、パンフレットや

副読本をつくってはどうかということでございます。この４番目の括弧に書いてございま

すように、パンフについてはもうほぼできつつありまして、この４月中にもつくって、こ

の後の講演会とかでは積極的に使っていきたいと思っておりますし、副読本は、これはよ

りわかりやすいものにするために何か業者を公募で選定してはどうかというようなことも

考えてございますので、これは少しお時間をいただいて６月ごろまでということで今作成

中でございます。

以上、１から４までが通常のＰＲ活動でございますけれども、５番目は、今後、基本計

画に基づく各種の施策を推進していくに当たりまして、農業関係団体の方々はもちろんで

すけれども、そのほか消費者団体とかいろいろな政策推進パートナーの方々と政策のダイ

アログをしていく中で、基本計画の考え方も丁寧にご説明させていただきますし、また、

それに基づく施策についても幅広く関連する農政情報などを提供していきたいということ

でございます。

以上でございます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

この件につきまして、委員の皆さんから何かございますでしょうか。よろしいですか。
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それでは、こちらからの説明はこれで以上でございます。

それでは、本日も長時間にわたりまして大変貴重なご議論をいただきました。今、茂木

委員からのご意見も配付いただいたかと思いますので、それも含み、皆様方のご意見、し

っかり検討させていただきますので、本日はどうもありがとうございました。

これで閉会にいたします。

午前１１時５８分 閉会


