
食料・農業・農村政策審議会企画部会（第４回）議事録

日時：平成20年９月12日（金）10：00～12：05

会場：三田共用会議所第四特別会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．冒頭挨拶（石田農林水産副大臣）

３．資料説明

（１）平成19年度食料自給率をめぐる事情

（２）ＷＴＯ農業交渉をめぐる最近の動き

（３）食料・農業・農村政策審議会、林政審議会、水産政策審議会の地球環境小委員会

合同会議における検討事項（平成20年度）について

（４）食料・農業・農村白書の作成について

４．意見交換

５．閉 会
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午前１０時００分 開会

定刻になりましたので、開会させていただきます。○鈴木部会長

本日は、食料・農業・農村に関する基本政策の進捗状況及び今後、作業が進められる予

定の「平成21年度食料・農業・農村施策」と「平成20年度食料・農業・農村の動向」の作

成の考え方などにつきまして、ご審議をお願いしたいと思います。

本日は委員の欠席がやや多くなっておりまして、榧野委員、古口委員、玉沖委員、深川

、 、 、 、 、委員 茂木委員 吉川委員 それから急遽 森野委員も欠席ということになりましたので

少人数で徹底的に議論していただくことが可能になっております。

本日の企画部会は公開されておりまして、一般公募によります傍聴の方々もお見えにな

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、よろしくお願いいたします。

なお、本日の会議は12時頃までを予定しております。

では、まず石田農林水産副大臣からご挨拶をいただきたいと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

皆様おはようございます。農林水産副大臣の石田祝稔でございま○石田農林水産副大臣

す。

皆様、今日は早朝より大変にご苦労さまでございます。

また、今日は一般公募ということで大勢の皆様にも傍聴をいただきまして、心から感謝

を申し上げたいと思います。

一言ご挨拶を申し上げたいと思います。

皆様もご承知のとおり、途上国の人口増加、経済発展、そういうものによります食料需

要の増加、またバイオエタノールの生産の増大、地球温暖化の進行、こういうことで、食

料につきまして大変危惧する条件が増えてきていると私は思っております。

そういう中で、日本も昨年、食料の自給率が１％上がって40％になった、こういうこと

でございます。しかし、これは考えてみたら、明日から輸入が止まったら５人のうちの２

人しか食べていけない、これが今の日本の状況だと思っております。ですから、今日はい

ろいろとご議論をいただくようになっていると思いますけれども、この自給率につきまし

ても忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。

、 、私は今日 せっかくですから自分の考えていることを若干お話ししたいと思うんですが

私は、食の安全保障というのがこれから大変、今まで以上に重要だと考えております。そ
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れは、１つは質の安全ということ、そして量の確保、さらに農業、また漁業も含めまして

食料増産、生産している方の担い手、私は、この３つが揃って食の安全保障があり得ると

考えております。

昨今、大変お米の問題でご心配もおかけをいたしておりますけれども、これはある意味

で言えば質の問題、ここのところが大変問われている問題でございます。そればかり今、

クローズアップされておりますけれども、それと同時に、先ほど申し上げました量の確保

ということも、これは当然大変重要な課題だと私は思っております。また担い手の問題も

申し上げましたけれども、どうかそういう点も含めまして、是非忌憚のないご意見をお願

い申し上げたいと思っております。

ともかく皆さんのお知恵を結集していただいて、これからの日本の農業がよりよく進展

できますように、私は私の立場でしっかりと取組をいたしたいと思います。どうか今日は

短い時間になるかもしれませんが、活発なご議論をお願い申し上げまして、ご挨拶に代え

させていただきたいと思います。

皆様、今日はよろしくお願い申し上げます。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

なお、石田副大臣におかれましては、ご公務のため、ここで退席されます。

どうもすみません、お先に失礼いたします。よろしくお願いいた○石田農林水産副大臣

します。

（石田農林水産副大臣退席）

それでは、早速審議に入りたいと思います。○鈴木部会長

初めに、事務局からの資料説明をお願いいたしますが、まず最初に、平成19年度食料自

給率をめぐる事情について食料安全保障課から、次に、ＷＴＯ農業交渉をめぐる最近の動

きについて国際部総括審議官からご説明をいただきます。さらに、食農審、林政審、それ

から水産の方の審議会の地球環境小委員会の合同会議における平成20年度の検討事項につ

いて、環境バイオマス政策課長からご説明をいただきます。その後、食料・農業・農村白

書の作成について情報評価課長からご説明をいただくことにしております。

なお、さらにその後に、今回の事故米の件について総合食料局総務課長から説明をいた

だこうと考えております。

それらを踏まえまして、ご審議いただくことにいたします。

質疑の時間をできる限り確保しますため、説明はできる限り簡潔にお願いできればと思
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います。

では、まず食料安全保障課からご説明をお願いいたします。

おはようございます。食料安全保障課でございます。○牛草食料安全保障課調査官

資料１でございます。

平成19年度の食料自給率について算定が取りまとまりまして、去る８月５日に公表した

ところでございます。これについてご報告させていただきます。

１ページをご覧下さい。

平成19年度の食料自給率ですけれども、カロリーベースで平成18年度より１ポイント上

昇して40％に、生産額ベースでは２％低下して66％となったところであります。

要因について、そのページの下にまとめてございます。

カロリーベース自給率の上昇の要因としては、まず第１に小麦について、作付面積は若

干減少したんですが、主産地の北海道や九州で天候に恵まれまして、単収が対前年度13％

、 、 。増と大きく伸びて 収量は過去10年で最高の91万トンとなりまして 国産熱量が増加した

第２に、米の１人１年当たりの消費量はずっと下がってきたのですが、19年度は0.4キログ

ラム増加して61.4キロとなり、もともと自給率の高い米が全体の消費に占める割合が増加

したということ。第３に砂糖類ですけれども、小麦同様、天候に恵まれたため、収量が増

加したといった要因がございます。

それから、生産額ベースの自給率が低下した要因としては、野菜でありますとか米、牛

肉、鶏卵、それぞれ生産量は増えたんですが、価格がそれ以上に低下したということで、

両方掛け合わせた国内生産額としては減少したこと。それから、畜産においては、トウモ

ロコシなどの国際相場の上昇を受けて餌の価格が上がっているということで、輸入の餌の

。額が増加したことが自給率計算上の国内生産額を引き下げているということでございます

２ページは、もう既にご案内かと思いますけれども、食料自給率の定義をおさらいまで

に掲載しております。

ポイントとしては、カロリーベースの自給率というのは生産量、輸出入、在庫変動など

のデータを用いて計算する、口に入る前の段階での計算ということで、厚労省のやってお

ります国民健康・栄養調査のように、実際に摂取したものではないという点、それから、

先ほどちょっとお話ししましたけれども、左下のブタの絵にありますように、カロリーベ

ース、生産額ベースともに、畜産物の自給率を計算するに当たっては、国産であっても餌

が輸入である部分、この図で言うと真ん中のピンクのところですけれども、そこは自給率



- 4 -

としてカウントしないということであります。

３ページには、自給率の推移を経年でグラフにしております。

特にカロリーベースの自給率が長らく低下、横ばいで推移してきましたけれども、そし

て平成18年度に39％になってしまったんですが、平成19年度、１％ではあるものの上向き

になったということで、これは米の大不作の後の平成６年度以来、あるいはそれを除けば

昭和59年度以来、矢印が上向きになったということでございます。

４ページは、では、自給率の中身が具体的にどうなっているのかという構成を表したも

のでございます。

左の箱、カロリーベースですけれども、供給カロリー全体を縦軸にとりまして、それぞ

れの品目のシェアがどれほどあるか、そして横軸の方は、それぞれの品目毎に黒い部分が

国産、白い部分が輸入の割合を示しています。黄色の部分は先ほどお話しした、輸入の餌

によって国内で生産された畜産物ということでございます。右側は、それを同様の方法で

生産額ベースで示したものでございます。

５ページは、供給熱量の構成の推移を見たものでございます。

一番下の茶色の部分が米、その上のオレンジと黄色が畜産物と油脂類ですけれども、こ

の３つの合計がほぼ横ばいに推移してきている、合計は変わらないということですが、た

だ、食生活の変化によって米が減って、畜産物、油脂、黄色とオレンジが増えてきたとい

うのが長期的なトレンドであります。

これによって、ＰＦＣバランスで脂肪が過多になっているのではないかと問題になって

いるわけですけれども、平成19年度においては、先ほど申し上げましたとおり米の消費が

伸びたこともあって、若干ではありますけれども、脂肪の摂取割合が29.1％から28.8％へ

と減少しております。

６ページは、先ほどもありましたカロリーベースの自給率の構成について、左側に昭和

40年度を置いて、右側に平成19年度を並べて比較したものでございます。

一番下の黒いところ、横に真っ黒な品目別自給率の高い米が消費のシェアとして下がる

一方、自給率の比較的低かった、油脂類、畜産物それぞれの自給率が更に小さくなるとと

もに、その消費のシュア、縦軸が伸びているというのが、昭和40年度の自給率70％台と最

新の40％の違いの大きな要因となっています。

自給率向上というのは基本計画にも目標を定めてということで、先ほど副大臣のお話も

あったとおり、省を挙げての課題となっております。この図を見てもお分かりいただけま
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すように、品目別自給率の高い米の消費を拡大していく、これは米粉など新しい需要も含

んだ話、それから油脂の摂取を、これは健康上の話も含めて縮めていく、あるいは畜産の

ところで言えば飼料自給率を向上させていく、その他、野菜、果実については業務用の需

要を拡大していくなど、いろいろな取組を８月末に概算要求として取りまとめて、今、財

務省に要求しているところでございます。

また、先月、作成されました緊急総合対策の中では、自給率50％へ向けて取組を具体化

、 。するんだということも書かれておりまして 内部で検討を進めておるところでございます

こうした中で、生産だけの取組ではなく消費面での取組も大事だということで、去年９

月のこの企画部会でもご議論あったかと思いますけれども、本年の秋から食料自給率向上

に向けた国民運動ということで、様々なＰＲなり、あるいはイベントなども展開していく

こととしております。これについては農業界だけでなく、国民一人一人が日本の食の問題

を考えようということでございまして、ここにご出席の委員の皆様方にも是非応援してい

ただきたいと思っています。

国際部総括審議官がまだお着きではありませんので、ＷＴＯは後回しにい○鈴木部会長

たしまして、環境バイオマス政策課長からのご説明をお願いします。

環境バイオマス政策課長でございます。○西郷環境バイオマス政策課長

昨年、この企画部会で設置をご決定いただきました食料・農業・農村政策審議会地球環

境小委員会、それから林政審議会、水産政策審議会についても地球環境小委員会が設置さ

れておりますが、この３審議会合同で審議を続けてきております。３審合同と言っており

ますけれども、そのメンバーにつきましては資料３（参考３）に出ております。

ここでの審議経過について、ご報告させていただきます。

資料３をご覧いただきたいと存じます。

まず 「農林水産省における地球温暖化対策の強化について」でございますが、本年５月、

に決定されました21世紀新農政2008で掲げられました農山漁村地域全体で低炭素社会の実

現を目指す取組、それから農林水産分野における省ＣＯ 効果の「見える化」を中心にいた２

しまして、農林水産分野における地球温暖化対策の一層の強化といったことについて、本

年６月２日、６月24日にご検討をいただきました。

この検討結果などを取りまとめて、また、７月の洞爺湖サミットなどにおきます国内外

の温暖化に関する議論などを踏まえまして、７月29日、農林水産省の地球温暖化対策総合

戦略の改定を行ったところでございます。
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これにつきましては、資料３（参考１）の４ページにポンチ絵がございますけれども、

その左下のⅠ 「地球温暖化防止策」の中で赤く書いてあるところが、今回の改定で付け加、

わった部分でございまして、今、申し上げた２点と、それから以前、ここでご報告申し上

げました農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用、こういったことについて

改定したところでございます。

改定の中身でございますけれども、資料３（参考１）の５ページに３つ揚げてございま

す。省ＣＯ 効果の「見える化 、それから低炭素社会の実現に向けた省エネや木質ペレッ２ 」

トなどバイオマスエネルギーの利活用、そして農地についても吸収源として積極的に評価

できるのではないかといったことにつきまして、改定したものでございます。

資料３に戻りまして、２点目の「農林水産分野における省ＣＯ 効果の「見える化 」で２ 」

ございます。

農林水産分野における地球温暖化対策強化といったことで、最近、いろいろな産業でも

そうですけれども、いわゆる削減努力、あるいは吸収増大の努力を何か見えるようにでき

ないかといったことがいろいろ検討されているのでございますけれども、農林水産関係に

おきましても、そういったことをしていかなくてはならない。そのことによって消費者の

方々へのアピールももちろんでございますけれども、農林水産業に携わる方々についても

こういったことに取り組みやすくするといったことについて検討してございます。

、 （ ） 、これにつきましては 資料３ 参考２ にポンチ絵としてまとめてございますけれども

要は、商品を手にとる時に、どのくらい削減努力がされたか目に見えるようにならないか

といったことを考えているわけでございます。これにつきましては、今後、数回にわたり

まして生産者の方、あるいは食品加工・流通の様々最前線で活躍されている方々をお迎え

して、このような取組について現在どうかといったことだとか、課題などにつきましても

広くヒアリングを行って参りたいと考えてございます。

その後、議論を整理いたしまして、12月を目途に「見える化」の展開方向についての中

間取りまとめ、それからパブリックコメントを行いまして、来年３月を目途に取りまとめ

を行うことを予定しておりまして、その際には、またこの部会にご報告させていただきた

いと考えてございます。

また資料３に戻っていただきまして、次に３点目 「京都議定書の目標達成計画の点検に、

ついて」でございます。

ご承知のとおり、我が国におきましても、この４月から京都議定書の第１約束期間に入
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ったわけでございます。それにつきまして、目標達成計画に盛り込まれた作業について、

ちゃんと進んでいるかといった点検を各省の審議会で行うことになってございまして、６

月24日の合同会議でご審議いただきました。

、 、その結果といたしましては 地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会議

これは関係各省すべて、たしか20近い審議会の代表の方々が集まってご審議いただくんで

すけれども、その中での意見聴取を経まして、総理を長といたします地球温暖化対策推進

本部で点検結果が出されたのでございますが、その結果につきましては、始まったばかり

でございますが、施策はちゃんと進んでいるというご評価をいただいたところでございま

す。

この合同審議会につきましては、また適時ご報告申し上げたいと考えてございます。

次に、白書の作成に関しまして情報評価課長からご説明をお願いします。○鈴木部会長

、 。○佐々木情報評価課長 食料・農業・農村白書の作成につきまして ご説明申し上げます

資料は、右上に「資料４」と付したものと 「資料４（参考 」と付したものの２点でご、 ）

ざいます。

まず、資料４「 平成21年度食料・農業・農村施策 （施策編）の作成について（案 」で「 」 ）

ございます。

１の「基本的考え方」にございますように、食料・農業・農村政策は、政府全体として

推進していく必要があるものでございまして、関係府省が食料・農業・農村基本計画に基

づいて取り組むこととしている政策を総合的に記述するものでございます。

現在の食料・農業・農村政策は、平成11年に制定を見ました食料・農業・農村基本法の

フレームに基づいて展開されているわけでございますが、その法律の考え方を体現いたし

まして、平成17年３月に現行の食料・農業・農村基本計画が策定されているところでござ

。 、 、います この中で 今後10年間を見通した政策展開を明らかにしたものでございますので

それに即して施策編を作成していくというのが基本的な考え方でございます。

もとより各施策の年度毎の実施状況や実施方針を分かりやすく示す必要があるというこ

とを踏まえて、基本計画の項目立てを基本に編集していくことといたしております。

なお、なお書きに書いてございますように、国際交渉等、一部基本計画では項目立てさ

れていないものもございますけれども、これらもその時々の必要性に応じて追加を行いな

がら作成していくことといたしております。

留意事項として、２点掲げてございます。１点目は、予算の政府案、それから法律の提
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出予定のものの概要についても可能な限り記述するということ、２点目は、平成20年度に

おける基本計画の工程管理の結果を踏まえまして、適切に改善、見直しが行われるものに

ついてはその経過等についても記述するということでございます。

２ページに移っていただきまして、これからの審議をお願いするに当たって、進め方に

ついてでございます。

本日が皮切りなわけでございますけれども、次回は11月20日に開催をお願いしたいと考

えております。ここにおきましては、施策編、動向編のポイントあるいは概要を作成いた

しまして、これについてご説明した上で、ご審議いただきたいと考えております。

そして、年が明けまして３月中旬頃に３回目の部会の開催をお願いしたいと考えており

まして、この場におきましては、施策編、動向編の具体的な文面、最終案についてご審議

いただきたいと考えているところでございます。

３ページ、４ページは、参考といたしまして「平成20年度 食料・農業・農村施策」の

構成をご紹介しているところでございます。

冒頭に概説、背景事情の説明等々がございまして、以下、１章は食料自給率の向上に向

けた消費、生産に関する施策、第２章は食料関係でございまして、食の安全、消費者の信

頼の確保といったところ、食育の推進、地産地消の推進という項目から始まりまして、食

料の安定輸入の確保、食料安全保障、それから世界の食料事情の分析、認識の共有、国際

協力の推進等で構成しているところでございます。

第３章は農業の関係でございまして、持続的な発展に向けて講じております担い手の育

成・確保のための施策、人材の育成、女性の参画の促進、そして４ページでございますけ

れども、農地の有効利用の関係、それから水田・畑作経営所得安定対策を初めといたしま

す経営安定対策の確立の関係、経営発展の基礎となるような様々な条件整備、それからバ

イオマス等々も含めまして、資源環境対策の推進に関する記述を盛り込んでいるところで

ございます。

そして、第４章でございますけれども、農村の振興に関する施策ということで、農地、

水、環境といった資源の保全管理政策の推進の関係、地域の活性化の関係、都市・農村交

流等々を盛り込んでいるところでございます。

第５章は国際交渉への取組ということで、ＷＴＯ交渉、それからＥＰＡ／ＦＴＡ交渉へ

の取組状況を記述しております。

第６章は団体の再編整備に関する施策ということで、農家であるとか消費者から選択さ
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れる農協改革に向けた記述がなされているところでございます。

最後の第７章におきましては、施策を総合的かつ計画的に推進するための取組というこ

とで、工程管理の関係等々を記述しているところでございます。

続きまして、資料４（参考）をご覧いただきたいと思います。

施策の展開に当たっては、各年度の食料・農業・農村の動向を踏まえて行っていくとい

うことでございまして、動向編の作成についての基本的な考え方を解説したものでござい

ます。

まず 「基本的考え方」でございますが、１点目といたしまして、主要施策について幅広、

く理解と関心が高まるように、簡潔に、親しみやすい内容としていくということと、併せ

ましてスリム化を図っていくということでございます。

２点目といたしまして、様々な主体の取組状況を明らかにしながら、体系的に分析、検

討を行っていくということでございます。

３点目といたしまして、特に原油とか穀物、大豆などの国際価格の高騰に伴いまして、

様々な影響が出ております。こういった内容を明らかにしていくということと、これらを

踏まえて、米粉の利用推進でありますとか米の消費拡大、地産地消の推進、飼料自給率の

向上、農商工連携等々、食料自給率の向上とか供給力の強化に向けた取組を整理、分析し

ていくことが必要であると考えております。

それから２番以下 「分野別の主な視点」ということで、いくつかの項目を掲げさせてい、

ただいております。

食料、農業、農村毎に分けましてお示ししております。

まず、食料分野の関係でございますけれども、世界の食料事情、タイトな事情がまだ継

続していると見られるわけでございますけれども、こういった関係、それから貿易の交渉

の動向等々、それから食料自給率の動向と要因の分析、そして安定供給の確保と消費者の

信頼確保に向けた取組の関係、それから食育、地産地消の推進等々でございます。

農業の関係が２ページでございます。

労働力の動向、高齢化が著しく進展しておりますので、それらを踏まえて労働力の動向

をきちんと見極める必要がございます。担い手の育成の関係、それから農政改革の推進状

況ということで、米政策の動向、経営安定対策の動向、それから農地政策改革の具体化の

関係等々でございます。さらに、資源・環境対策の推進状況、それから輸出促進、知的財

、 。産の創造等々 それから品目別の需給動向と講じられている政策の関係等々でございます
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最後に農村分野でございますけれども、農村の現状をまずきちんと踏まえる必要がござ

います。その上で、農業の多面的機能とか農地・水・環境保全向上対策の取組、さらには

食品産業、観光業等との連携、都市との交流、共生・対流の促進といったこと等々を盛り

込んではどうかと考えているところでございます。

引き続きまして、ＷＴＯ交渉をめぐる最近の動きについて、国際部の総括○鈴木部会長

審議官からご説明をお願いします。

国際部総括審議官の吉村でございます。遅れて参りまして、順○吉村国際部総括審議官

番を変更いただきまして失礼いたしました。

それでは、資料２「ＷＴＯ農業交渉をめぐる最近の動き」に沿ってご説明いたしたいと

思います。

まず、交渉の全体の中で、今、どこにいるかということでありますけれども、１ページ

をお開きいただきたいと思います。

交渉は、ご案内のとおり2001年11月にドーハでラウンドが立ち上がったわけでありまし

て、その後、枠組合意や香港閣僚宣言を経て、少しずつ交渉は進んできているわけであり

ますが、もともと今年が始まった時点で、年内に全体の最終合意をしようと。これはある

意味、今のブッシュ政権のうちに合意しようということで、まず事務的な交渉が進んで参

りました。

それを達成するためには、７月の時点でモダリティ、これは関税削減の方式等でありま

、 。 、すけれども これについて合意していることが不可欠だと 当然その後に譲許表案の提出

譲許表交渉といったことが控えて参りますので、そこでできないと間に合わない、こうい

うことで、７月に閣僚会合が行われたわけでありますけれども、これについては対立が溶

けずに決裂した、こういう結果になったわけであります。

従って、その後、いつ合意するかといったことを含めて交渉全体の今後の取り運びにつ

、 、 。 、いては 国際的な議論 ＷＴＯの場での議論はなされていない状況であります もちろん

年内合意というのは現時点では当然遠のいたということでありますので、それはもちろん

難しいわけでありますけれども、それ以外の目標も今のところない、こういう状況であり

ます。

そういう中ではありますけれども、７月の閣僚会合で、これまで対立してきた点でもか

なり煮詰まってきたところがあったということで、これからも少しずつ進められるところ

は進めていこうということで、今週Ｇ７、これは主要７カ国でありますが、この農業担当
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の高級事務レベルの交渉官が集まって、ジュネーブで議論をスタートしております。後で

説明しますが、今回の決裂の直接の要因になったＳＳＭ 途上国向けの特別セーフガー─

ドがありましたので、これについてまず解決の可能性を探る、こういうことから議論はス

タートしているわけであります。

ただ、全体のメンバーでの交渉再開ということには、まだなっておりません。

２ページ、ＷＴＯ農業交渉の現状でございます。

いろいろな項目がありますが、これまで十分な収斂がなくて、ファルコナー議長のテキ

ストの中でも一定の幅を持って記載されてきたような、例えば一般品目の一番上の階層の

削減率、これが一番上に出ておりますが、これは70％削減ということでかなり落ち着いて

きている。それから、重要品目の低関税輸入枠の拡大についても、関税削減率との比較で

３分の１の場合に消費量の４％ということで、これもかなり落ち着いてきている。また、

、 、 、米国の国内水準 これも70％削減の145億ドルで かなり落ち着いてきているということで

これまである意味でまとまりを見なかった問題について、かなり収斂してきたわけであり

ます。

ただ、一方で、下から２番目にあります途上国向けの特別セーフガード、この部分につ

いては非常に大きな対立が、特に米国とインド、中国の間であったということ、それから

重要品目の数については、ラミーの調停案では４％、条件付・代償ありで２％となってお

りますけれども、引き続き日本等は、より大きい数、具体的には８％を求めていくという

こと。それから、関税割当の新設の問題、これについてはまだ議論されていないというこ

と。さらに、ここにはありませんけれども、綿花の国内補助金をより大きく削減するとい

うマンデートがあるわけですけれども、これについても合意が得られていない、議論もさ

れていない、こういう状況であります。

細かくは申し上げませんけれども、３ページに今回のＷＴＯ閣僚会合の日程が入ってお

ります。

今回の議論は多くの閣僚、30カ国以上の閣僚がジュネーブに集まったわけでありますけ

れども、少数国閣僚会合、Ｇ７と書いてあります。これは日本、米国、ＥＵ、豪州、ブラ

ジル、インド、中国という７カ国で構成されておりますが、実質的な議論はほとんどここ

で、かつ閣僚レベルで行われております。

28日、29日のところを見ていただきますと、Ｇ７の閣僚でこの２日間、残された問題を

やろうということで、その一番上に上がっていたＳＳＭから議論したわけですけれども、
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ＳＳＭについて閣僚間でこれだけの時間議論しても、結局、対立が大きくて解決できなか

ったということであります。これは中身は細かく申し上げませんが、ある意味で、それだ

け政治的に根深い対立のある問題だったということが、これを見ていただいても分かるか

と思います。

こういう状況でありますので、先ほど申しましたように、少しみんなの頭が冷やされて

きたところでもう一度、ＳＳＭの議論から解決の可能性があるかどうかやってみよう、こ

ういうことになったわけであります。

以上が交渉の経緯でありまして、そういう意味で、年内合意というのは遠のいたという

ことで、実際の合意は先送りとなるわけでありますが、その上で、これが国内農業におい

て持つ意味を今の時点で申し上げるとどういうことになるかというのが４ページでござい

ます。

これは品目によってもちろん扱いも違いますし、また、個々の品目で当然、最終的に一

般品目にするのか重要品目にするのかといった判断も、これは日本自身でやることになり

ますので、それによっても影響は違って参ります。そういう意味で、今の時点では全体を

概観したものであります。

まず、関税削減の方ですけれども、ウルグアイ・ラウンドの時には平均削減率が36％、

かつ品目毎には最低削減率は15％でよかったということですね。高関税で守ろうというも

、 。 、のは どちらかといえば15％の低い削減率を適用していた 今回のドーハ・ラウンドでは

、 、平均削減率が54％で前ラウンドの1.5倍 また高関税ほど高い削減率が義務づけられていて

先ほど申しましたように、一番上の階層、現在の関税が高いものについては70％の削減と

いうことで、議論がかなり落ち着いてきている。

、 、 、また 低関税輸入枠 これは米のミニマム・アクセス等も含むわけでありますけれども

ウルグアイ・ラウンドの時には米のミニマム・アクセスが開設されたということで、これ

自体、非常に大きな問題だったわけですけれども、それ以外の品目について見ると、実は

今までのアクセス、これをカレントアクセスと呼んでおりましたけれども、これをそのま

まの大きさで約束したものがかなりありまして、拡大は行われていない品目がかなりあり

ました。

それに対して今回、重要品目に指定した場合には、関税削減は当然一般の場合より小さ

くなるわけですけれども、関税割当の拡大が義務づけられるということであります。その

影響となりますと、特に関税削減の影響の方は、今の関税がどれぐらい効いているのか、
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あるいはどれぐらい場合によっては高い水準にあるのか、そういうこと、それから当然、

、 、 、 、国際価格の動向 それから国内の生産性 こういったものが絡み合うので 率直に言って

一概に関税削減の影響を言うことは難しいと思います。

一方、低関税輸入枠の方は、無税ないし非常に低い税率で一定の輸入が行われることに

なりますので、より直接的な影響はあり得る、こういうことかと思いますけれども、いず

れにしても、この辺については現段階では、まだモダリティそのものを議論している段階

ですので、はっきりしたことを申し上げるのは難しいわけですけれども、今、申しました

ようなことで、率直に言って、国内の自給率に当然これは影響を与える要因になります。

それについてどう対応していくかということも、しかるべき時点で当然議論していかなけ

ればならない課題だと考えております。

次に、事故米の件につきまして、総合食料局総務課長からご説明をお願い○鈴木部会長

します。

総合食料局総務課長の石田でございます。本来の議題にはご○石田総合食料局総務課長

ざいませんが、事案についてご説明させていただきます。

今回、マスコミ等でも報道されてございますので、委員の皆様方、既に事案については

ある程度ご承知かと思いますけれども、経緯からご説明いたします。

８月末に食品表示１１０番に、工業用に用途限定して売却しました事故米穀を三笠フー

ズが横流ししているとの通報がございました。それで、厚生労働省あるいは地方の県の衛

生部局と連携をとって、関係の立入調査をいたしました。そして、食用に転売していたこ

とを確認いたしまして、社長も横流しの事実を認めたということでございました。

ちなみに、この事故米は、過去５年間1,800トン、その中にアフラトキシンあるいはメタ

ミドホス残留米等が含まれてございます。これらが含まれているものについての解明を中

心に、まず徹底させていくという方針で臨んでおります。

９月５日、先週金曜日でございますが、三笠フーズに対しまして回収を要請し、その件

を公表いたしました。同日付で福岡県から、食品衛生法に基づいた回収等の措置命令があ

ったところでございます。

それ以降でございますが、同様の事故米穀を売渡ししております19業者についての一斉

点検を、今現在、順次実施しているところでございます。

その中で、９月10日、株式会社浅井、それから太田産業から、基準値を超える事故米穀

について、同様に国との契約で定められた買受け目的以外に使用していることを確認しま
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したので、これらにつきましても順次公表しております。

昨日の夜でございますが、三笠の案件につきまして九州農政局長から熊本県警に対しま

して、不正競争防止法違反で告発したところでございます。

次に、横流しの流通経路についてです。９月10日現在ということで、申しわけございま

せん、これは日々新しい事実が確認され、間違った情報は修正するという形でございます

が、大まかな流れを申し上げますと、政府の方から、事故米として米穀を三笠フーズが買

い受けた。それを大きく分けて、メタミドホス残留もち米（中国産）800トンの流れ、これ

が一番大きくかぶってございますが、次のうるち米（中国・ベトナム・米国産）9.5トン、

これは短く、最終末端の酒造メーカーまでがある程度、早目に分かってございます。それ

から、うるち米（ベトナム産）598トン、これについても鹿児島等々の酒造メーカーまで行

っているということでございます。

これは先ほど述べましたように、仲介業者等を通じて、まだ最終の末端まで届いていな

いものが多々ございます。引き続き調査をしている最中でございます。

それから、これは三笠フーズの件でございますので、先ほど述べました浅井、それから

太田産業につきましても、これと同様のことを引き続きやっているということでございま

す。

本件につきまして、９月11日でございますが、大臣から指示をいただいております。

大きく４つございますが、まず、再発防止策の確立ということで、今後、輸入検疫で判

明した場合には、国内に入れず返送する、それから、検査体制の整備を図ること。

２つ目、流通ルートの徹底解明、最終製品に至るまでのすべてを解明する。さらに、そ

の最終製品については安全性の分析を徹底すること。

３つ目、事故米の販売先業者の一斉点検、これは冒頭で申しましたが、これを徹底する

こと。

４つ目として、影響を受けた事業者等に対する支援をするということでございます。

なお、昨日、本件につきまして農林大臣から総理に報告し、総理から同様に、流通ルー

トの早期解明、国民への情報の提供、チェックのやり方、体制の抜本的な見直し、再発防

止措置の実施、そして事故米の食用への混入を確実に防止することといったご指示をいた

だいてございます。

、 、 。現在 この指示に基づいて それぞれの対応をさせていただいている最中でございます

委員の皆様方には様々なご心配、ご迷惑等をおかけしているところでございますが、この
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場をおかりしましておわびいたしたいと思います。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、ここからは意見交換、質疑に入りたいと思いますが、今、緊急の課題として

事故米の件をご説明いただきましたので、本来の意見交換とは異なりますが、もしこの場

で今のご説明に対して委員の皆様から何かご質問、コメントがありましたら、お受けした

いと思います。

、 、 、○藤岡委員 今 事故米の件について説明がありましたが この説明を聞いておりますと

先ほど来の自給率の問題、あるいはＷＴＯの問題、諸々含めて非常に虚しく聞こえるんで

すよね。本来、食料行政というのは国民に安全で安心なものを届ける、これが最終の目的

だと私は思っております。その中でこういう事案が発生したということは、非常に残念で

あります。

事件の発生以来、ずっと報道を聞いておりますが、５年前、あるいは一部報道によると

10年前から既に行われていたんだという報道もあります。しかも、この間、農水省がこの

件について見抜けなかった。これは私は非常に残念です。せっかく今、米の消費が若干で

ありますが上向いてきている。しかも、生産現場では生産調整という厳しい環境の中で農

家が米づくりをやっている。まさにそれを欺く行為であり、やった業者が一番悪いのは当

然でありますが、この19業者の業態を見ますと、まさに一部を除いて食品関連業者なんで

す。食品を扱っている。工業用のりを作るというにはあまりにも販売先の点検がルーズだ

と言わざるを得ないと私は考えております。

そういう意味で、今回はまず全容の解明はもちろんですけれども、昨日、不正競争防止

、 、 、法違反で告発したようでありますが 私から見ますと これはまさに詐欺罪でありますし

幸いにも今のところ健康被害の報告はありませんが、これはまさに傷害罪です。こういう

ことが日本の食料流通の中でまかり通ったということはまさに恥ずかしいことだと私は思

っておりますので、徹底した全容の解明と今後の再発防止は省を挙げてやってもらわない

と、今後の農林行政推進に当たって国民の信頼を得られないのではないかと危惧しており

ます。

、 、 、特に この５年間で96回も検査をやって それを見抜けなかったという農水省の責任は

私はかなり重いと思っております。そういう意味では、点検の在り方、あるいは九州農政

局、近畿農政局の業者との関係がなかったのか、私はその辺のところまできちっと洗い直

して、再発防止を徹底すべきだと思っております。意見として申し上げておきます。
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今、藤岡委員のご発言がありましたけれども、ちょっと私、これを受けまし○松本委員

て、今日の国際部総括審議官、それから総務課長さんの話なんですけれども、ＷＴＯとＭ

Ａ米、国内では水田の全面活用にどう英知を集約するか農林水産省も大変腐心しておられ

るというこの段階で、片方、海外とのＷＴＯ交渉の渦中にあります。

いろいろと諸般の合意を詰めるとなると代償措置もやらなければいけない、こういう趨

勢の交渉がなされてきて、今、中断しているということです。大臣の指示で、輸入検疫で

判明した場合には返送することとなっているんですけれども、ＭＡ米の輸入のところの問

題で国内でこれほどの報道になるという状況については、やはり国際交渉というのは、い

わゆるＷＴＯの一定の合意の下の国際ルール規範だといっても、これからの対応を考える

時には、やはりもう少し視点を変えるといいますか、勇気を持った交渉と訴えを国際社会

に打ち出していくべき時ではないか、あるいはそういう姿勢をもっと明確にすべきではな

いか、このように、ちょっと急なことですけれども、思っております。

そのことが国内農政の新しい構築に大変、何といいますか、支援になるという観点もあ

るのではなかろうかと思いますので、そういう視点からの政策当局の検討、あるいは政策

の打ち出し方、あるいは国際交渉での押し方についてお願い申し上げたい、このように思

います。

私は農業の専門ではないので、一般的な行政ということで申し上げようと思○櫻井委員

うんですけれども、この事件に対する感想としましては、ずっと農水省の議論の仕方等を

見てきて、私の全般的な印象としては、農水省というのは力のない役所だなというのが非

常にありまして、現実には、偽造の問題は難しいので、うまいことコントロールするのは

そう簡単な話でないということは大前提ですし、そのこと自体、しようがないといえばし

ようがないところもあるんですが、非常に無力感を感じる。

先ほど謝られたんですけれども 「あまり謝られてもな」というのがあって、こういう課、

題をどう捉えていったらいいのかなと。多分、従来農水省がやってきたいろいろな任務と

違う性質の、新しい領域の話が課題として投げられていて、ですからそれに対応できない

のは、言うなれば従前の体制を前提とする限りはできない。発想も含めてということなん

ですけれども。でも、それで多分、役所自体もとまどっているんだろうなといった感想を

持っています。

ただ、今日の議論もそうなんですが、いろいろ対応して再発防止策をとるとかいろいろ

言うんだけれども、１つ素朴な疑問として思うのは、どうして制度論の話がいつも出てこ
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ないのだろうか。審議会なら審議会で出てこないのか。例えば、法律としてはＪＡＳ法が

あって、それから不正競争防止法もありましたけれども、この立入調査はＪＡＳ法でやら

れたんですか。食品衛生法ですか、不競法ですか。

これは民間と民間との契約に基づくものでございますので、○石田総合食料局総務課長

何ら法的な検査権限はございません。

そうなんですよね。それからＪＡＳ法そのものも、表示の話なので、要する○櫻井委員

に食べ物についてどこが責任を持つのか、そういう実質的な話について、これをきちんと

把握している法制度は多分ないんだろうと思うし、現代的なそういう発想で、消費者庁構

想もありますけれども、そういう制度が欠缺しているんだろうと思うんです。

現行法の中でも、例えば行政調査のやり方について、そういう契約に基づく場合と法律

に基づく場合とあるわけですけれども、査察の仕方ですよね。強制権限を持ってどういう

ふうにやるのか。一番進んでいるのが金融行政の領域ですけれども、例えばそういうもの

を参考にしながら、有効な調査の仕方というのはいろいろあるわけです。相手は当然逃れ

ようとするわけですから、そこは化かし合いの世界なので、逃れないような巧妙な仕組み

、 、を作ることが必要であって それは法律も含めて制度を構築しなければいけないんですが

そこはどこで議論されているのか。専ら農水の中で議論されているのかなと不思議に思っ

ています。

もう一つは、業者さんのコンプライアンス体制をどうやって作るのかと考えた時に、こ

れは建築偽装の問題等もありましたけれども、ああいう時には、例えば業界団体を使うと

か、ある種の倫理みたいな話になってくるんですけれども、そういうものを業界団体を使

って緩やかに、しかし最終的には強制力を持つような形で仕組みを作る。これは行政体制

の仕組みということなので、そういう議論は全然この審議会には上がってこなくて、現行

法の枠内で、施策として徹底調査しますとか徹底防止しますとかいう話ばかりが出てくる

ので、非常に不思議な感じです。

それから詐欺罪といったって、古典的な刑法を使ってもちょっとしようがないかなとい

う気がしまして、もちろん詐欺罪で対応できるならそれはそれでいいんですが、多分それ

では足りない部分がありますし、もっと機動的に行政としてどういう対応をとるのかとい

う点については、ほとんど議論がないのではないかと推測しますけれども、その辺りはど

うなっているのかな、不思議なお役所だなと思っています。

ＷＴＯの話もそうなんですけれども、最初に副大臣が担い手が重要だという話をされた
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んだけれども、結局、日本の農業というのは担い手がどんどんいなくなっていて、担い手

、 、がどんどんいなくなるということは そのうち行政の対象にしている人たちがいなくなる

そういう話なんですよね。そうすると、どうするのかといった時に、結局、国内でどうし

ようもなかったら輸入するしかないわけで、これはもういい悪いの問題ではなくて、現実

はそうだということになりますと、ＷＴＯのところでどういう交渉をするも何もなくて、

どうやって円滑に輸入していくのか、輸出していくのかというところで考えないといけな

くて、もう既に戦略の話ではないのではないか。

そういう議題がなかなか出てこなくて、前向きなといいますか、何か米粉を使ったら米

の消費が増えるのではないかみたいな話が多いんだけれども、本当に死に至るような病気

にかかっている場合は、それはやはり長生きはしないわけですから、ある種、余命のカウ

ントの段階に入っているのではないかという気もしまして、だとすると、そういうことを

前提にして行政政策、農業政策についても問題を立てていくというふうにしないと、何と

なく一番大事な問題がオブラートに包まれていて、誤魔化されているような感じがする、

そういうことを思っております。

ごめんなさい、長くなりましたけれども、１点だけ質問したいのは、今まで立入調査を

やっていて分からなかったのに、今回、立入調査をしたら業者さんが認めたというのは、

どうして認めたんですか。マスコミに出たから認めたということなんでしょうか。

数十回にわたる検査とか調査といった言い方で報道されてい○石田総合食料局総務課長

ると思いますけれども、先生おっしゃるように、これはあくまで契約上、事故米を売買し

た時に「これを転用してはいけませんよ」という条件を付けている、その条件を担保する

ために調査、確認に対応しなさいという、その条項に基づいた調査でございました。もち

ろんそこに我々、非常な不備があった点は重々承知していますけれども、そういう前提で

帳簿を確認し、在庫を確認するということで、ある意味では性善説のチェックをしてきた

というのが、従来の数十回にわたる部分でございます。

今回、事案が判明したのは、冒頭に経緯で申し上げましたように、食品表示１１０番に

そういうことをやっているぞという通報がございましたので、今度はそういう観点から入

らせていただきました。その上で二重帳簿等が明確に出てきたということでございます。

、 。○櫻井委員 食品表示１１０番というのはどういう仕組みで どうして出てきたんですか

どこがどう違うのか教えていただきたいんですけれども。

要するに、数十回にわたる調査は事故米を販売した契約に基○石田総合食料局総務課長
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づいて、引き渡したそこが確実に契約どおりやっているかを定例的に確認するための行為

として行ってきたものと理解していただければよろしいかと思います。

それに対して 今回 判明するに際しての調査というのは まさに緊急に立ち入って こ、 、 、 、「

ういう疑いがあるぞ」ということで調査をさせていただいたということでございます。

食品表示１１０番は、すみません、私の部局ではないんですけれども、いわゆる表示一

般につきましていろいろな事案がございましたので、農水省の方で、本省はもちろん各事

務所に食品表示１１０番として一般の方からの通報を受け入れる窓口を設定した、そこに

来たということでございます。

依然として意味が分からないんですけれども、要するに、実地調査をやった○櫻井委員

。 、 。ということなんでしょうかね あるいは厳しく追究したら白状した そういうことですか

繰り返しになりますけれども、定例の時にも帳簿を確認し、○石田総合食料局総務課長

実際に、持っていった米を粉にする工場でございますので、そういうことをやっていると

ころを実地に見てはございます。ただ、そこを騙された。要するに、我々が行った時には

そこをやっている振りをして、いなくなった時には違う所に持っていくということをずっ

と繰り返してきたということでございます。

今の件ではないんですけれども、ＷＴＯについて教えていただきたいと思い○荒蒔委員

ます。

先ほども、例えばドーハ・ラウンドという歴史的な経緯も表にして説明されまして、２

ページでそれぞれの市場アクセスについて、いくつかの国の間で交渉とか、いろいろ話し

合いをしているということで、右側の黄色いところにＥＣとか日本、それからＧ10と話し

合いをする国のリストみたいなものが出ております。多分ここ数年、ここ２，３年かもし

れませんけれども、世界の食料事情が非常に大きく変わってきている中で、話し合いをす

る国のセレクションというのか、いわゆるグループというのが、世界的なベースで考えた

時に果たして本当に機能し続けるのかという点について、実際には大分変化が起きている

のではないかと思うんです。例えばここに発展途上国との話し合いみたいなものも若干あ

りますけれども、世界の食料の需給がこれだけ大きく変わってきている中で、ＷＴＯの農

業交渉が果たして適切なメンバー、あるいは適切な国の間でなされているとお考えになっ

ているのかどうか、いかがでしょうか。

ＷＴＯの件について他の委員からもいくつかご指摘があったかと思います○鈴木部会長

ので、今の点を含めてお願いします。
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まず、松本委員からＭＡ米のお話がございましたけれども、当○吉村国際部総括審議官

然我々として、米というのは交渉の中でも非常に重要な位置付けをして、これについて国

内の、特に今の非常に大きな生産調整をやりながら米を作っている、そういうこととどう

折り合いを付けていくかという点に重点を置いて交渉してきているところであります。

ただ、一方で、これは当然、関税を下げるのか、それとも関税をそこまでは下げない代

わりに関税割当を拡大するのか、この枠組み自体は既に我々、合意しておりますので、そ

の中でどういう選択肢があるのか、できるだけそこについて柔軟な取扱いが可能になるよ

うに交渉してきているというのが実態であります。

それから、櫻井委員から担い手がいなくなってといった話もございましたが、これは私

どもとしては当然、国内で自給できるものは自給するということでありますし、そのため

に必要な国境措置というのはありますので、もちろん今回の交渉で、先ほど申しましたよ

うにそれは下がっていくわけでありますけれども、その下がり方を国内の生産と照らし合

わせながら考えていく、そしてそういう立場で交渉しているということであります。

、 、 、ただ そうは言っても 幾ら頑張っても一方で50％ぐらいは輸入するわけでありまして

、 、 、それについて では今後 単に輸入しやすくするだけで安定的に輸入できるのかというと

そこはそうではなくなってきていると思います。むしろこれから中長期的に考えれば、供

給サイドがネックになってき得るということでありまして、今回、去年あるいは今年に入

って世界の穀物価格が急騰したわけでありますけれども、そういったことを背景にＦＡＯ

でハイレベルの会合が行われ、我が国からも福田総理、若林前農林水産大臣が出席し、ま

た、Ｇ８サミットでも食料問題について特別な議論が行われるという中でも、やはり世界

の食料生産を強化していく、その中でも特に農業投資を拡大していくということが、ある

意味で共通の課題になったわけでありまして、我々としては国際的な議論の中でも、特に

世界の供給力をどうやって高めていくのか、農業投資、これがこれまでどんどん低下して

きている状況にありますので、これをどう反転させて拡大していくのかということに資す

るようなことをやっていく必要があると思っています。

ただ、それについては、もちろんＷＴＯでできることは限られておりますので、ＦＡＯ

、 、 、とか もちろんＧ８のプロセスもありますので そういった国際的な枠組みを使いながら

今、申しましたような課題に対応していくことが一つの方向かなと思っております。

それから、荒蒔委員からお話のありましたＷＴＯの、ある意味で日本が親しく話してい

、 、る相手ということになるかと思いますが ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども
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これまでの議論の中で、やはりＷＴＯのいろいろな約束、コミットというのは、先進国と

、 。途上国はずっと分けて考えてきておりまして 今回もそこは明確に分けているわけですね

関税削減の率も途上国は先進国の３分の２となっておりますし、先進国は、どちらかとい

うと重要品目ということで、関税削減をまける代わりに関割を拡大しなければいけない、

そういう代償を払わなければいけないのに対して、途上国は特別品目ということで、関税

削減だけをまける仕組みがあるとかですね。そういう意味で、手段になるとみんなかなり

分かれてきます。

ただ、根っこのところで、食料輸入国として、あるいは国内農業を守る立場を持ってい

るといった意味では、インドあるいは中国というのは根っこのところでは同じような考え

方を持っているので、実はここにＧ10、ＥＵとありまして、これは先ほど申しましたよう

に先進国でありますので、やはりある意味で農業を守る立場の国と連携するというのは、

どうしても必要なことなんですけれども、一方で、インドのような国とはこれまでも非常

に、いろいろな形で連携してきております。ただ、実際の交渉の細部になってくると、当

然立場は違ってくる。

中国についてはさらに、途上国であり、かつ新規加盟国という特別な扱いを受けること

になっていまして、そういうこともあって、実はこれまでＷＴＯの交渉の場では非常に静

かだったんです、中国は。ただ、ここに来て、今回の議論でも初めてＧ７という形で中国

を入れて議論することになったわけでありまして、我々としても、インドと同じように留

意しなければならない点はあるにしても、根っこのところでは国内農業を守るという立場

でこの交渉に臨んでいるわけでありますので、そういう意味で、これまで必ずしもきちっ

と連携をとってこなかった部分について連携していくということは、考えていかなければ

ならないと思っています。

先ほど櫻井委員から非常に手厳しい、我が国農業は今、死に至る病に○本川総括審議官

かかっているのではないかといったご指摘を受けました。

ただ、そういうご認識で白書のご論議をいただいてもどうかなと思いますので、例えば

先ほどの自給率のご説明資料、資料１にもありますけれども、畜産物におきましても飼料

は輸入に頼っているとはいえ66％は国内の生産者が生産しておりますし、米についても96

％は生産していただいているわけであります。自給率が低いということについては、これ

はまた後でいろいろとご説明させていただきますが、我々の食生活が大きく変わってきた

ことにも起因しているわけでありまして、我々としては、そういう状況を踏まえて、何と
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か消費者の方々のご協力も得ながら、50％の自給率にすべく取り組んでいきたいと思って

おります。

もう一つは、今、担い手の方々がどんどんいなくなって、もう死に至るしかないのでは

ないかというお話がございました。

お手元に「平成21年度 農林水産予算概算要求の概要」があろうかと思いますが、その

Ⅰ．３「国内農業の体質強化による食料供給力の確保」のページをお開きいただければと

思います。

そのページの真ん中辺りに、現状の担い手の状況を非常に簡単な政策目標として掲げて

おりますけれども、平成19年度に認定農業者が24万人、これは地域で農業を頑張っておら

れる若い方々、それから、今日もお越しいただいている藤岡委員が属していらっしゃるよ

うな協会の構成員でもあります農業法人の方々、あるいは地域で、集落全体で、お年寄り

も含めて農業に取り組もうとしておられる方々１万3,000経営体、こういう方々が現におら

れまして、我々は、これを平成27年度に33～37万に持っていきたい。

そういう数字に持っていくための目安として、経営規模要件の特例というのはございま

すけれども、例えば北海道で10ヘクタール、都府県で４ヘクタール、こういった規模を持

った認定農業者の方々が一生懸命取り組んでいただく、そういう姿を作っていけば、我が

国の農業で、現場で生産して国民の食生活の半分程度を支えられる体制を作っていけるの

、 、ではないか まさにそういう人々に対して2,300億円という大きな金額でありますけれども

こういった支援を申し上げることによって、申しわけございません、兼業で、サラリーマ

ンでやっておられる方々にはこういう支援は行き渡らないかもしれませんけれども、我々

としては日本の農業を何とか強くしていきたいと思っておりますので、どうか、申しわけ

ございません、死に至る病という非常に厳しいご発言がありましたので、一言反論させて

いただきますけれども、是非よろしくお願いしたいと思います。

今、総括審議官からご説明したわけですが、より分かりやすく見ていた○高橋経営局長

、 、 。だきたいと思いますので 資料１の４ページ 自給率の表をご覧いただきたいと思います

これはカロリーベースと生産額ベースの自給率の表を平成19年度で比較しているわけで

す。これはどういうことかというと、国民が食料を摂取した時に、カロリーでいくと確か

に輸入品が相当量を占めているわけですけれども、では、支出ベース、金額で支出したも

のについては国内の生産者が７割近くその所得を得ている。消費した部分の７割相当額は

国内の生産者が得ているわけですね。ということは、結局これだけの生産を国内で行って
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いるんです。

ポイントは、先ほどから言われているところは、例えばこの中をもう少し品目で見てい

きますと、お米とか麦といった穀物類、そういったものについては確かにカロリーは大き

いわけですけれども、いわゆる支出金額ベースで見ていきますと、お米も含めて非常に小

さくなってきています。そして、どちらかというと付加価値の高い部分、畜産にいたしま

しても野菜にいたしましても果実にいたしましても、そういったものについては、例えば

品質の問題ですとか、様々な多様性に富んだ商品を国内の農業生産で行っている。それが

消費者にもきちんと認められて、こういう形で国内の生産者に消費者からお金が行ってい

るんだと。

そこでの農業生産というのは、もちろん一部に国境措置や何かもあるわけでありますけ

れども、ある意味、非常に元気な農業生産が行われているということも事実だと思ってい

ます。この辺のところは、やはり国内の農産物の長所と言われている部分、そういったも

のをかなり発揮して選択されているんだろうと。

自給率は、例えば平成19年度にカロリーベースでは１％上がりましたけれども、生産額

ベースでは逆に下がっています。ということは、国際商品価格が上がっていることによっ

て、従来、安く手に入れていたものを高くしなくてはいけなくなった。どちらかというと

土地利用型の生産性という意味でいけば、土地生産性は低いところの穀物については大量

な農地が要るので、それは海外から入れていた部分について、その部分も高くなったので

海外にお金を支出せざるを得なかったわけでありますけれども、逆に国内のところ、若干

価格が低くなった部分、輪をかけたところもあるわけでありますが、少なくとも、先ほど

言いました穀物の生産みたいなところには、日本は確かに非常に大きな課題があります。

ですけれども、例えば畜産にいたしましても果樹、野菜にいたしましても、新大陸と完全

に一緒だと、オーストラリアと一緒の畜産生産ということにはならないわけでありますけ

れども、ヨーロッパ並みの生産性を上げているようなところもあるわけでありまして、そ

ういった意味で、国内の食料供給、食料の農業によります国内供給の部分については、や

はり頑張っているところは相当頑張っている。ただし、様々な課題もあるわけでございま

すけれども、やはり特に課題が大きいところは、そういう土地の生産、土地に頼っている

、 。 、 、部分 土地利用型の部分がある さらにこの土地利用型は 単に農業生産だけではなくて

実は農業生産以外の様々な要素も持っておりますので、そういったものも含めて、ここの

ところをどのように強くしていくのかが大きな課題なのではないかと思っています。
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いずれにしろ、そういった意味では、先ほど委員がおっしゃったような判断を下すのは

まだまだ、やはりちょっと問題ではないかと思います。

おっしゃることは分かるんですけれども、要するに、説得力があるかどうか○櫻井委員

という観点から見た時に、例えば今の資料ですと３ページ、食料自給率のグラフが出てい

ますが、昭和40年には86％あって、それが66％になっている。右肩下がりになっているわ

けですよね。そうすると普通はこれ、もっとずっと普通に下がっていくのではないかなと

考えるわけですから、死にかかっている部分があることは事実で、だとしますと、必ずし

も批判しているわけではなくて、我が国におきまして第一次産業が長期低落傾向にあると

いうトレンドがあることは、否定し得ないと思うんです。

それがいいことか悪いことかは取りあえず置いて、現実の認識としてはそういう傾向が

あって、仮に衰退していく可能性が相当程度あるとしますと、責任ある行政という観点か

ら言えば、死ぬんだったら死に方を考えなければいけないし、安らかに死ねるようにとい

う部分もありますし、死んだ後どうするのかという話もあるし、それから、では本当に再

構築できるのかといった時に、そういうことを踏まえた上でどう再構築していくのかとい

うことについて、ずっとだんまりを決めているのはおかしいのではないかと申し上げてお

ります 「まだこれだけ生きているではないか」ということばかりおっしゃっているように。

聞こえますので、そうではないのではないかということを申し上げたかったということで

あります。

今まで農水省が十分な政策を行っていないではないかというご意見がござい○平田委員

ました。私自身は、非常によくやっていただいてると思います。これまで農政審でお話し

したことは、すべてやっていただいていますし、着実にうつべき手は打っていただいてい

ると私は思います。

特に、先ほどございましたように自給率が40％と、わずか１％ですけれども、反転した

ということはすごく大きな努力が要ったと思います。そういうことを、これからやってい

ただきたいし、政府も50％の自給率を目指すと明言しておられます。食料を自給すること

は、品格ある日本の国家を形成する上で、私は必要不可欠なことだと思います。

国防も教育も大切ですけれども、１億2,000万人の命を支えている食料は、軍事力以上に

重要な国防だと思っています。従って、もっと自信を持って政策を遂行していただきたい

という気がしてなりません。

今、食料問題というのは、我々生産者の問題ではなくて、当然消費者の問題なんです。
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生産者は兼業も含めて国民の３％しかいませんので、その人たちが１億2,000万人の食を支

えているわけですから、農林漁業者はよく頑張っているなと思います。そういった中で、

最近はマスコミの方々も食料問題たびたび取り上げて下さいますし、国民に安心・安全な

日本の食料の重要性を啓蒙していただいています。そういう面でも現在はとても大切な時

期に来ているという感じがいたします。

今朝、ホテルで食事をした時、私の予想に反して、９割ぐらいの人はお米を食べていら

っしゃいました。私はもっとお米の比率が低いのかなと思いましたけれども、そういった

ことからも、今までの我々のＰＲというか、米を利用しましょうといった啓蒙活動が浸透

してきて、最近、いわゆる米粉パンだとか麺だとか、フレークにして食べるだとか、多様

な米の利用が始まっていて、消費者の関心も非常に高まっていることは大変いいことだと

思っています。これから、学校給食で、日本産の食料というか、米を中心とした、食材利

用を強力に進めていただきたいと思っております。

２点目ですけれども、最近、生産資材が非常に高騰しております。肥料にしても資材に

しても、燃料はもちろんですけれども、昨年の倍近い価格になっています。現実にはそれ

を商品に転嫁できないところもございまして、緊急的な課題としては、是非それを補助す

ることも必要であると思います。将来的には、今の燃料にしても肥料にしても、持続可能

な循環型社会構造の中で供給できるような方法にしていかなければいけないのではないか

と思います。

そういった状況下で、特に最近、耕畜連携といったことが進んでおりますけれども、そ

ういった面で、外国に頼らない農業生産、安全な食料生産を振興していく必要があるので

はないかと思います。

それから、先般ブラジルに行った人から聞いたんですけれども、ブラジルで七面鳥を大

量に飼っている人がいて、なぜ七面鳥を飼っているかというと、肉はどうでもいいんだけ

れども肥料が大切なんだ、肥料を得るために七面鳥を飼っているんだというお話でござい

ました。これからはそういった循環型の農業を進めていくことが必要です。

さらに、科学的な根拠に基づいて施用されていない面も多いと思います。そこで土壌分

析が容易にできるようなシステムや手法を構築して適正な施肥が行えるようにするべきだ

と思います。肥料成分は人間の健康にも影響しますので、データに基づいた適切な施肥基

準の策定が必要だと思います。

それから、最近耕作放棄地が特に問題になっていて、今度、農水省の方で農地制度改革
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案というのが出されるようですけれども、我々も大変期待しております。今、農商工連携

といったことも行われておりますし、先般も申し上げたんですが、私どもの方で土建業者

が先般、２社廃業されまして、３社は農業参入されました。やはり新しい担い手として、

そういう方々の位置付けも今後、進めて欲しいと思いす。

それと、今、農業経営にとって最大の問題は、草管理です。狭い耕地であるため畔面の

比率が高く、機械化も難しく草刈が最大の課題となっています。稲作では年間５～６回草

刈りをされると思いますけれども、これが大変な労力で、今、年寄りしかいないようなと

ころで、実際にはなかなか刈れない状況になっています。大規模農家にとっても、そうい

った草の管理をどう省力化するか大きな問題になっています。外国の場合は平地が多く、

大規模でありしかも遺伝子組み換えを行った品種を使った栽培だとか畜産による放牧とい

うことで、省力的な栽培が行われているわけですが、日本ではそういった形態にはなって

いません。有効なカバープランツを開発するとか、草管理を効率的に行う機械化技術を開

発しないと農地の維持は非常に難しいのではないかと思います。

それから、先ほどから出ています人材育成の問題ですけれども、今、農村にいるのはイ

ノシシとシカと老人ばかりというようなことになっております。そういうことで、耕地を

維持することすら非常に難しい状況になっております。しかし、一方で国でいろいろな施

策は行われており、集落営農で適切な営農を行えば、現状でも利益の上がる農業経営は十

分可だと思います。

しかしながら、先般も申し上げましたように、最近の農業経営は若い人でないととても

できない農業システムになっております。例えば農業技術にしても、ＩＴ化や機械化が進

んでいます。もちろん、自分で販売しなければ利益を出すことが難しい状況にもなってお

ります。先ほど総括審議官からもお話がございましたように、集落営農法人が増加してい

、 、 。 、るけれども 実際には それを経営できる人材がいないのが実情であります したがって

そういった人材を育てることが最重要課題だと思います。

そういった面で我々、藤岡委員なんかもそうですけれども、農業経営法人の中で今、人

材を育成はしていますけれども、経営というものが絡んでいますので、なかなか多くの人

を育成することはできないんですね。現在、若い働き手がいないですから、結局は外国の

労働者に頼っているというのが実状で、どんどん増えてきております。我々は日本の担い

手を育成しているのではなくて、外国の担い手を育成しているような状況になりつつある

のが現状で大きな問題です。そこで若干でも国の支援があれば、若くて優秀な担い手をも
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っと多く育成できると思うのです。若くて優秀な担い手の育成にもっと前向きに取り組ん

で欲しいと思います。

最後にもう一点だけ。

先ほどお話がございましたように、温暖化が非常に進んでおります。そういった中で、

、 、省エネだとか温暖化に対応できる作物の育成 それから生態系の変化に伴う病害虫対策等

温暖化を想定した農林漁業技術の確立や取組みを今のうちからやっておくべきであり、今

後、後世に禍根を残さない取組みを切望します。

一消費者から事故米プラスアルファでお話しさせていただきたいと思います○岡本委員

が、本当に私も普通に暮らしている１人なのですが、自分が毎日食べていかなければいけ

ないものが不安だというのは、とても不幸なことではないかと思います。今まで特に何も

考えなくても普通に暮らせていたものが、最近「自分が食べているものは大丈夫かな」と

思わなければいけなくなったということは、やはり暮らしていく上でとても不便なことで

はないかと思います。それは私１人ではなくて、多くの方が感じていらっしゃるのではな

いかと思います。

例えば、この前のギョウザの事件の時は「海外のものは考えなきゃいけないのか」と思

っていたら、今度は国内でもいろいろなことが起こっていることが分かってしまって、分

かることはいいことなのですが、でも、その一方で不安をあおってしまっているという部

分が、私はとても悲しいことだと思います。

例えば、私のような者にとってよく分からないのは、なぜ事故米であっても輸入しなけ

ればいけないのかなとか、国内の事故米はどうなっているんだろうかとか、どんどん不安

が膨らんでいってしまう、それがとても怖いというか、不安をあおってしまう風潮につな

がるようで、好ましくないことではないかと思います。

先ほど性善説というお話がありましたけれども、今まで考える必要がないほど私たちは

守られていたのかなと思うんですが、それが崩れ出してしまったら、それ以上の崩れを食

い止めるようなことをしておかないと、どんどん悪いように考えてしまう人が増えてしま

うのではないかと思いました。

それから、輸入検疫のお話が出ていましたが、私も水際の検疫等はすごく興味がありま

して、市民講座を開かせてもらっています。例えば農林水産省の関係ですと、動物検疫所

とか植物防疫所とかを見学させていただいたり、お話を伺ったりする機会があります。そ

の時、私も参加者の方も思うのが、昔に比べて量がすごく増えている。それから時間も２
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４時間体制になっているところが多いにもかかわらず、それだけの人とか予算が入ってい

。「 」 。 、ない様に見受けられます 大丈夫ですか という質問をよく受けます その辺のところも

輸入が多い様でしたらそれなりの体制を整える必要があるのではないかと思っています。

それから、先ほど櫻井委員が言っていらしたんですが、私もよくわからない。抜本的に

どうしたいのかがよく分からないというのが正直な感想です。私のような立場だから分か

らない、勉強不足だから分からないというのは当然なのですが、普通に暮らしている人の

多くは私のように勉強不足だというとを考えると、分からない人が多いと思うのです。す

ごく曖昧な言い方で申しわけないんですが。

組織がどうなっているとか制度がどうなっているとかいうことが、普通は分からないん

ですよね。ですから、何か事があると大騒ぎになってしまう。もとがしっかり分かってい

れば、枝葉のところで何か問題が起きてもそんなに大もとまで騒ぐことはないと思うんで

すが、私たちには大もとが全く分かっていないので、ちょっと何かあると大騒ぎしてしま

うのはやむを得ない部分があるのかなと思います。

特に、農林水産省の方にとって農業をなさっている方との接点は大きいと思いますし、

食の安全とか安心といった部分については接点はあると思うんですけれども、例えば農林

水産業の多面的機能といったことを伝えたいと思っても、なかなか一般の私たちのような

者に伝えるルートがないというか、手段が少ないような気がして仕方がないところです。

ですので、例えばマスコミの方でばらまきだとか何とか言われれば「あ、そうなのかな」

と思ってしまいますし、そういう「他の機能があります」ということを伝える手段、それ

は多面的機能だけではないと思いますけれども、そういう事を伝えるルートがもう少しあ

った方が、私たちにとってはありがたいと思います。

先ほど櫻井委員から農業が死にかけているという話がありまして、私もその○藤岡委員

死にかけている農業をやっている１人として、ちょっと現場の声を。反論というわけでは

ないんですけれども。

確かに今、昔に比べたら農業者も少なくなりましたし、食料の自給率も下がって参りま

した。しかしながら、日本の農業というのは世界に誇れる最高品質のものを作っている、

決して疲弊した産業ではないと私は自負しております。私どもの協会は全国から1,700ほど

の会員が参加している農業法人協会ですが、全国津々浦々行ってみますと、それこそ他の

産業に決して負けない、立派な経営をやっている農業法人もたくさんあります。数として

はまだまだ少ないんですが、そういうところが今後、核になりながら、今まで農業と関係
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なかった若い人たちも取り込みながら、そうやって新しい形の農業がこれから展開してい

ける、むしろいいチャンスではないかと思っております。世界的な食料の不安だとか、食

料の安全・安心だとかが議論になっていますが、私は今こそこの日本農業がきちっとした

形を作る、決して死んではならないんだと思っておりますので、そこのところだけ申し上

げておきます。

ここで発言するのが適切かどうかちょっと分からないし、非常に難しい問題○平田委員

だとは思うんですけれども、今、実は私のところにフランスの大学から２名ほどインター

ンシップで来ています。大学を卒業してマダガスカルに２年間、ＯＤＡの農業支援で行っ

ている子も今、私のところへ来ています。

フランスの子は、ご存じのように、半年間軍役があります。韓国も軍役がございますよ

ね。思うに、日本の若者がいつの時期か、二十歳ぐらいがいいと思うんですけれども、そ

の時期にボランティアをする期間を設けることは、私は必要ではないかなと。１つには、

特に我々農村の環境整備だとかそういった中でのボランティア、ないしは女性だったら福

祉関係だとか教育だとか、いろいろあると思うんですが、ある期間、そういったことをや

ることによって愛国心をつかむだとか国際貢献をするだとかいったこと、また一方、学生

については、鈴木先生もいらっしゃいますけれども、ある程度単位を与えるとか、企業で

あればそういった人たちは優先的に採用するというように、いろいろなやり方があると思

うんですけれども、そういったことによって日本の国をよくするような施策が行われない

かなという気がします。

これは非常に長期的かつ非常に大きな問題ですので、すぐということにはならないかと

思いますけれども、そういったことをすることが、私は、日本の今の農村を見た時に特に

今後、非常に 外国から来た人たちも日本は非常に美しいし、安全・安心であるといっ─

たことを異口同音に言われるわけですけれども、そういう国を守っていく上で、私はその

ように、若者がある一定期間、そういったことをやることは非常に大切ではないかと思っ

ております。

こういった場で言うのがいいのかどうか、ちょっと分かりませんけれども、私の意見と

して言わせていただきました。

ありがとうございます。○鈴木部会長

いろいろなご指摘をいただきましたが、今までいただいたご指摘について事務局からコ

メントがあればということで、学校給食に国産米を使う件とか、総合食料局の関係では、
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事故米でも輸入しなくてはいけないのか、あるいは国産米の事故米はどうなっているのか

といったご指摘もございましたので、この辺りから。

まず、学校給食に国産米を使う件でございますが、今、１週○石田総合食料局総務課長

間平均で３回近くのところまで全国的には至ってございます。我々は、委員おっしゃいま

すように、もっとこれを進めていきたいと考えてございます。ただ、学校給食は、文部科

。 、学省の教育の枠組みの中で議論されてございます 文部科学省の方でも学校給食について

学校給食における地場産品活用協力者会議を開きながら、農業関係の方も含めて議論しな

がら、我々もそういうところを使いながら、よりこれを推進していただきたい、教育の関

係の方にさらに理解していただきたいということで、今、強力に進めているところでござ

います。

それから、もう一度事故米の関係に戻りますけれども、まず１つ、なぜ輸入したのかと

いう点でございます。

今回は平成15年以降に輸入されたものについての案件を追跡してございますが、皆様ご

承知のように、農薬のポジティブリストの導入が平成18年だったと思います。今回の案件

の中国米等は、それ以前に輸入されたものでございまして、当時、残留農薬基準がなかっ

た時代でございます。それを輸入したんですけれども、今の基準に当てはめるともうこれ

、 、は使えないということで 事故米として処理するという扱いをされたものでございまして

制度が変わって以降、水際でそういったものを入れることは基本的にはないという方向に

してございます。

もう一つ、冒頭のご説明でも私、申し上げましたけれども、輸入したものを突き返すか

どうかは食品の検疫で、これは食品衛生法上の問題として処理されているものでございま

して、そこで一定の条件を付けて、国内で非食用に回してもいいよという道が、まだ今、

許されているという前提で、私どもは国家貿易の観点から民民の契約をさせていただいて

いるということでございます。

繰り返しますけれども、輸入の観点で、これからそういったものがないようにというこ

とで、私ども、先ほどの大臣の指示にもありましたように、これからそういうものはすべ

て突き返すということで対応していくことにしてございます。

それから、国内の事故米はどうかということですけれども、言ってしまえば、お米は生

き物でございます。我々はそれを備蓄も含めて長く保管しておく、そういった任務に当た

、 、 、ってございますが やはり生き物でございますので 雨にやられるとかカビが生えるとか
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ネズミにやられるとか、そういった形での事故米は、率は物すごく低うございますけれど

も、必ず発生します。そういったものを、これまではやはりもったいないという観点も当

然ございますので、食用には回さないということで制度を仕組んでおりましたけれども、

今回の事案を踏まえて、絶対にそういうことに回らないように対策を講じていきたい。そ

ういうことができないのであれば、廃棄をすることも視野に入れて考えていきたいと思っ

ております。

今、輸入検疫の件もちょっと出ましたけれども、輸入検疫の予算とか人材○鈴木部会長

の点についてもご質問があったかと思います。この辺りは消費・安全局ですか。

、○梅田消費・安全局審議官 輸入検疫につきましては食品衛生法の検疫所でございまして

厚生労働省の範疇でございます。我々は動物検疫、植物検疫を所管しておりまして、委員

ご指摘のように、我々もそこの人材を確保しなければいけないということで、今回も植物

、 、 。検疫 動物検疫の方に20名ずつの増員を要求しており 折衝しているところでございます

生産資材の高騰の関連で、耕畜連携とか施肥で土壌分析システムのお話も○鈴木部会長

ございましたが、この辺りは生産局から、何か。

平田委員からいくつかご指摘いただきました。○道上生産局審議官

順不同になるかもしれませんけれども、ただいまの土壌分析に基づいて施肥を適切にと

いうことでございますけれども、来年度予算において手当てすべく予算要求しているとこ

ろでございます。

併せて、耕畜連携という話もございましたけれども、資料３（参考１）の５ページにも

載っておりますように、たい肥の投入はが温室効果ガスの吸収効果による地球温暖化対策

になる、また、肥料が高騰する中で、適切なたい肥の施用による価格高騰対策にもつなが

、 、 。り一石二鳥ということで そういう取組も今後 進めていきたいということでございます

また、温暖化に関しましては、省エネも重要である、それから温暖化に対応できる作物

も重要だというご指摘もございましたけれども、当然ながら、価格高騰対策に向けて省エ

ネ型の機械普及とか、そういう取組も進めておるところでございます。

また、資料３（参考１）の４ページ真ん中辺にも書いてございますように、地球温暖化

適応策というものも進めておるところでございます。

研究開発部門の技術会議の事務局長です。○竹谷技術会議事務局長

今、生産局からもご説明ありましたけれども、１つは、地球温暖化の関係については、

やはり前提であるＩＰＣＣの方向性を見据えまして、今後の温暖化の影響評価ということ
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、 、 。を考えて 農業部門としてどういった取組をしていくのか 総合的に取り組んでおります

、 、 、特に 米でありますとか果樹でありますとか 温暖化の影響が大きい品目につきましては

育種対策とか栽培対策の研究を進めておりまして、これらを実用に移していきたいと思っ

ています。

、 「 」 、 、例えば 九州の温暖化対策用の にこまる という品種の米は もう実用段階に入って

普及しつつあります。そういったものなどを中心に取り組んでおります。

また、家畜や何かにつきましても、暑くなってきますと非常に難しい点があるわけです

、 。ので そうした場合の温暖化対策の研究にもしっかり取り組んでいきたいと思っています

それから、省資源の問題で施肥のご指摘がございましたけれども、この点については今

まさに平田委員ご指摘のとおり、国内で随分たくさん、リンの値段は上がりましたけれど

も、リンは過去に随分、肥料として土壌の中に投入されてきております。その土壌中の肥

料をいかに有効に使うのかという研究も進めてきておりますが、来年度以降、さらに予算

を拡充して、土壌中のリンをうまく利用してコストがかからないように持っていきたいと

も考えています。

また、畜産ふん尿中のリンというのもありますが、今年の春に発表しましたように、こ

れを回収して使う新しい技術を確立しましたので、これらを実用に移していきたいし、ま

、 、 、 、た 施肥方法についても 畑じゅうに撒くという非効率なやり方ではなくて 畝を立てて

その中に部分的に施肥をするような技術も確立して参りましたから、こういったものをさ

らに普及していきたいと思っています。

最近は研究だけではなくて、一部の担い手農家の方と一緒になりまして実証研究という

取組をして、現場に早く移せるような取組をやっているところでございます。

省力関係につきましても同じように、不耕起栽培でありますとか、中耕を省くような栽

培技術といったものにも取り組んでおりますし、また、カバークロップの研究も考えてお

りまして、これもまた来年度予算では拡充して、新しいプロジェクトを立ててしっかり取

り組んでいきたいと考えております。

若干私の所掌を外れますけれども、平田委員からボランティ○石田総合食料局総務課長

ア等のお話がありました。ちょっと大きな話でございますが、私、厚生労働省の職業能力

開発局におりましたので申し上げますと、若者の就職支援というか、そういった枠組みの

政策において、そういうボランティアをやったということをポイントにする、そういった

施策は厚生労働省で始めているところでございます。そういうところにさらに農業とかそ
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ういったものが入れるかは、今後の検討だと思います。

それからもう一つ、岡本委員から漠然とした不安という問題提起がありました。

私ども、今回の事案に対処するに当たって、先ほど来ございましたように、我々自身が

強制権限を持った食品衛生法を併せて持っていれば、もっと公表もできるとか、もっと思

い切ったことができるといった問題意識もございますが、そこは他方、食品のいろいろな

事案の中で、最近、食品安全委員会と我々とを分けるとか、そのように制度を分けた方が

、 。チェック・アンド・バランスが効くとか 制度論にもいろいろな見方があるかと思います

そういう大きな議論の中で、我々はあくまでお米につきましては、やはり生産、流通、消

費という観点から捉えさせていただいて、契約のベースで対応させていただいているとい

うことで、まだ限界があるということは理解していただければと思います。

ちなみに、危険性について不安がありますとおっしゃいましたので、１点だけ、昨日の

食品安全委員会の場で見上委員長から安全性に関して 「今回の事案のアセタミプリドある、

いはメタミドホスについては幸い比較的低い濃度であり、健康に悪影響が出るような心配

はありません」という形で、農水省ではございません、食品安全委員会の方からそういう

発信をしていただいております。

あと、耕作放棄地とか農地制度の問題につきまして、もし事務局からコメ○鈴木部会長

ントがあれば。

平田委員から耕作放棄地の問題が出ましたけれども、私どもとし○皆川農村振興局次長

ては、来年度の予算、また現在、実は耕作放棄地が全国に38万ヘクタールあるというセン

サスからの推計値もございまして、今、各市町村、それから農業委員会の方々にお願いい

たしまして、耕作放棄地を一筆一筆、これから使えるのか使えないのかといった見定めを

していただいています。そういった形の中から来年度予算でも耕作放棄地解消対策という

ことで、かなり大括りの予算を講じまして、そういった属地的な調査の中で明らかになっ

た、解消計画を立てていただくわけですが、それに沿って具体的に担い手につないでいく

とか、また、ご指摘にありました農商工連携みたいな形でできないのか等、様々なやり方

がありますけれども、そういったことに対して使いやすい耕作放棄地解消対策も、平成21

年度に向けて強化して、取り組んでいきたいと思っております。

もう一点、先ほど石田総合食料局総務課長からボランティアの話がありましたが、ボラ

ンティア、青少年という中で、少年のレベルで農業にどう親しんでいただくかといったこ

とを図るために、これは文部科学省、さらには総務省と連携いたしまして、子ども農山漁



- 34 -

村交流プロジェクトということで、例えば小学校の高学年の方々、１学年120万人ぐらいい

らっしゃるわけですけれども、数年後には、学童が１週間農村に滞在して農作業を体験で

きるようなことをやっていこうではないかということで、一応大きな方向性は出ておりま

して、それに向けて来年度、今年もやっているわけですが、まずモデル校を設定して、農

村側に受入態勢を作る、また、教育課程の方ではカリキュラムをそういった形で組み直し

ていただきまして、とにかく１週間行かせるんだといった方向で、今、取り組み始めてい

るところでございます。

大学生、それからそれ以降ということになりますと、今、現実に我々のレベルで着手し

ていることはございませんけれども、そういったことで、まずは子供からといったことで

始めているところでございます。

あと、人材育成の点ですね。外国人労働者の関係等も含めまして、何かご○鈴木部会長

ざいましたら。

人材育成の点ですけれども、やはりこれまでの農業の人材対策というの○高橋経営局長

は、後継者の対策とか、あるいは新規就農者の対策という形で進めてきているわけですけ

れども、これはどちらかというと、農業経営に直接携わる者、次世代の息子さんであった

りというのが後継者でしたし、新規就農についても、新たに農業経営を始めるというとこ

ろに主眼を置いた形になっていたわけですが、実際、今の農業の生産現場においては、も

うそれだけではとてもではないけれども、人材養成としては非常に不十分である。

端的には、結局は農業従事者、要は法人に雇用されまして、でも実際に農作業あるいは

経営管理部門、マーケティング部門にお世話になるんですけれども、そこに入っていくよ

うな人たちも含めたトータルの人材育成をやっていく必要があると思っています。

来年度におきましても、例えば法人経営における人材育成について、必要な予算措置、

まだまだ微々たるものですけれども要求して参りたいと思っていますし、現実に農業法人

における研修、そういったものについても充実させていきたいと思っています。

さらに、多分一番重要なのは、小学生、中学生、あるいは農業高校、農業大学校、ある

いは通常の大学から社会人になって、最終的に農業にどう携わっていくのか、その中の就

業のコースみたいなものをもう一回きちんと捉えて、その中でどうやって国内の人材を農

業に投入していくかを考える必要があると思っています。

外国人労働者の関係につきましては、これはもちろん農業に特有の部分ございますけれ

ども、これはもう国内、日本全体の中で、すべての産業を通じて、単純労働者の問題も含
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めてどうしていくのかという大きな流れの中で、農業の特殊性、あるいは水産とか林業も

ありますけれども、そういった中でこれは検討していかなければいけないと思っておりま

す。

もう一つ、多面的機能の関連で、なかなか十分伝わるルートがないのでは○鈴木部会長

ないか、そのせいでばらまきといったことを言われるのではないかというお話もございま

した。この点について情報評価課長から。

農林水産省が何を目指そうとしているのかとか、どういった政策○佐々木情報評価課長

を講じているのかをいかに国民の皆様方にお知らせしていくかということと受けとめて、

お答えさせていただきます。

私ども、日常的な活動といたしましては、当然ホームページですとか広報紙とか、メー

ルマガジン等を用いまして様々な方々に情報発信を行っているわけでございます。これら

の方法論、手法自体につきましても、これまで改善に努めてきているつもりでございます

けれども、より効率的、効果的に見ていただけるような改善に、今後とも様々な方々のお

知恵をいただきながら対応して参りたいと思っております。

それから、もとより様々な事案が発生した際に、なるべく機動的に迅速にプレスリリー

スなりを行っていくといったこと、さらには担当部局におきましていろいろな政策の節目

の段階に、かかわりの深い方々を対象にした説明会等々をローラー作戦で行うといったこ

となども行っているところでございます。

いずれにしましても、ここにお見えのオピニオンリーダーの方々、あるいはアーリーア

ダプターの方々などをメインターゲットとしまして、極力タイムリーに私どもが行おうと

していることなどが伝わるように、今後とも努めて参りたいと思っております。

ほぼ時間にはなっていますが、今の説明を受けて、さらに一言ある方は。○鈴木部会長

時間を超過しますけれども、２点ほど、ご質問とお願いです。○松本委員

１つは、この春にも申し上げたんですけれども、ご議論ございますように、世界の食料

事情、ステージも変わるとか、激変した。いろいろそういうことで政策的にも、国際的に

もいろいろな対応が顕在化してきておりますけれども、今の基本計画は、平成22年改定が

今のベースになっているんでしたかね。今、平成20年後半ですけれども、基本法に基づき

ますこの基本計画、データも多分、憶測ですけれども、もろもろ古いものだろうと思料さ

れます。そういう面で、これから的確な農政展開という観点からも、早急なる見直しとい

いますか、しかも政府も50％の自給率達成と、総理自ら旗を揚げられてこれを表現された
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わけでありますから、そういう観点からしましても、その辺りの政策的な作業は急がれる

のではないか、このように思いますが、いかにということです。

それからもう一つ、あれやこれや考えますと、時代もありますけれども、エネルギー問

題ですね。特に農山村、林業、ＣＯ 等々、それから今の耕作放棄地とかいろいろ考えます２

と、バイオエネルギー、とりわけソフトセルロースのエタノール化。お聞きしますと、こ

れもなかなか難しい技術で、幾ら頑張っても４，５年はかかるのではないかといったこと

も伺うんですけれども、そういうことなら、４年も５年もということではなくて、こうい

う国家戦略には人も英知も金も短期集中的に投入して、この開発なりそういうものを目指

すべきではないか、このような感想を持っていますので、是非お願いしたいということで

あります。

基本計画の見直しについては政策課から、第２世代のバイオ燃料について○鈴木部会長

は環境バイオマス政策課から、一言あればお願いします。

現行の基本計画は平成17年３月に策定されています。○塩川大臣官房参事官

この策定の経緯ですけれども、ちょうど５年前の12月に食料・農業・農村政策審議会に

諮問いたしまして、翌年１月から企画部会で大体30回、１年３カ月かけて議論していただ

きました。

基本計画は法律で、おおむね５年毎に見直すことになっていますので、今の松本委員の

ご指摘を踏まえて、どういうタイミングでご議論いただくか早急に検討して参りたいと思

っております。

第２世代のバイオ燃料、いわゆるソフトセルロースにつ○西郷環境バイオマス政策課長

いてご発言がございました。

おっしゃるとおり、食と競合しないという点で、この間のサミットにおきましても第２

世代、いわゆるソフトセルロース、セルロース系のバイオ燃料の開発にこぞって頑張りま

しょうといったことが確認されたところでございます。

おっしゃいますように、まだいろいろやらなければいけないことがあるんでございます

けれども、実験室レベルにおきましてはかなり、あちこちでできているというところで、

世界中しのぎを削って開発しているところでございます。

我が国におきましても、今年度からソフトセルロース利活用のための実証事業を開始い

たしまして、この間、全国２カ所、北海道と兵庫県での実験プラント事業に着手している

ところでございます。
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確かに急がなければいけないんでございますけれども、着実に、ちゃんと実用化できる

ように頑張って参りたいと思っているところでございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、時間もやや超過いたしましたので、この辺りで今日の議論を締めさせていた

だきたいと思います。

今日も貴重なご指摘をたくさんいただきました。時間が限られていますので、この場で

は詰め切れないことも多いかと思いますが、是非これから個別に委員の皆様と事務局とで

接触していただいたりしながら、今度の白書の中にも今日の議論を反映させていただくよ

うな形で、さらにご検討いただければと思います。

それでは、事務局から今後の日程等についてお願いします。

本日、広範なご意見をちょうだいいたしましたので、これも踏ま○佐々木情報評価課長

えながら今後、食料・農業・農村白書の作成作業を進めて参りたいと考えております。

次の企画部会の日程につきましては、既に委員の皆様方へもご案内しておりますけれど

も、11月20日の午後１時からを予定しておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げま

す。

それでは、これで閉会いたします。○鈴木部会長

どうもありがとうございました。

午後０時０５分 閉会


