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○中嶋部会長 それでは、定刻よりも少し早いですが、委員の皆様全員お集まりでござい

ますので、ただいまから「第30回食料・農業・農村政策審議会企画部会」を開催いたしま

す。皆様、本日は御多忙中にもかかわらずお集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 本日は、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」について、及び

食料・農業・農村白書について審議をお願いしたいと思います。 

議事の順番については、筒井副大臣から白書の諮問をいただくことや、本日夕刻より民

主党部門会議が開催され、こちらへの対応があることから、食料・農業・農村白書に関す

る諮問と審議をまず初めにお願いし、次に「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方

針・行動計画」について審議をお願いしたいと思います。 

本日の委員の皆様の出席状況でございます。奥村委員、新浪委員におかれましては、所

用により御欠席との連絡を事前にいただいております。出席委員は私も含め、14名となっ

ております。 

なお、本日の企画部会は公開されており、一般公募や報道関係の傍聴の方が40名ほどお

見えです。 

 本日の会議は17時までを予定しております。よろしくお願いいたします。 

 本日は、筒井副大臣に御出席いただいておりますので、初めに、副大臣からごあいさつ

をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○筒井副大臣 今日は大変忙しいところ、御苦労様でございます。 

 今日は、農業者、それに関係する農業関連の企業、団体などの方々でございます。まさ

に、現場で農業を担っていただいている皆さんでございます。 

 農水省も現場主義を貫きまして、現場の皆さんの意見に基づいて、まさに現場に即した

政策を実行しなければいけない、こういう方針で一貫しております。 

 皆さんは当然御承知のことでございますが、私、最近発見したことで、随所で強調して

いるのですが、日本の農業関係、１次産業関係は、まさに地域ごとに極めて多様でござい

ます。 

 世界地図で北海道の一番上から沖縄の下までの距離をヨーロッパの方に当てはめてみま

すと、ドイツの一番北からイタリアの南まで、スペインを経てアフリカの北までに至る距

離でございました。いかに日本の農業が多様な自然条件の下に営まれているかがはっきり

しているわけでございますから、なおさら各地域の現場に即した政策、農政を実行しなけ



- 2 - 
 

ればいけないと肝に銘じているところでございます。 

 部会長の方からも話がありましたが、今日の議題は２点でございまして、１つ目が農業

白書でございます。 

 これにつきまして、鹿野大臣から諮問をさせていただきたいと思いますが、その内容に

関しましては、大震災・原発事故という未曾有の、まさに想定外の大事故が起こりまして、

その問題の特集をしなければならないだろうと考えております。 

それから、食料・農業・農村基本計画が始まってから２年になりますので、それらのこ

とについての総括的なことも、やはり記載をしなければいけないと思っているところでご

ざいます。 

 そして、２つ目の議題の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画でございます。

常に強調しているのですが、これはTPP参加を見据えたものではないし、TPPにもし参加を

することになれば全く別の対処方針が必要ですから、それとは別次元のものとして、日本

農業の再生のために基本方針・行動計画を実行しなければならない、こう考えているとこ

ろでございまして、これらに関しましても、まさに現場に精通している皆さんの貴重な御

意見をお寄せいただきたいとこう思っているところでございますので、今日は、よろしく

お願いを申し上げます。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、まず「食料・農業・農村白書」に関する諮問をお願いしたいと思います。 

 白書につきましては、審議会令等において当部会で審議することになっておりますので、

今回は、審議会長に代わりまして、企画部会長である私が諮問をお受けしたいと思います。 

 筒井副大臣から諮問をお願いいたします。 

○筒井副大臣 鹿野農林水産大臣に代わりまして代読させていただきます。 

 平成24年２月１日、食料・農業・農村政策審議会会長、熊倉功夫殿。農林水産大臣、鹿

野道彦。平成24年度食料・農業・農村政策について。標記について、食料・農業・農村基

本法第14条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 以上です。 

（諮問文手交） 

○中嶋部会長 承知いたしました。慎んでお受けいたします。 

○筒井副大臣 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
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○中嶋部会長 ここで、カメラは退席をお願いいたします。 

（カメラ退席） 

○中嶋部会長 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。 

本日の１つ目の議題は、食料・農業・農村白書の関係についてでございます。 

 事務局より、資料の説明をお願いいたします。 

○大澤政策課長 官房政策課長の大澤でございます。よろしくお願いいたします。 

 配付資料の中から資料１をご覧いただきたいと思います。「平成23年度食料・農業・農

村白書について」という資料でございます。 

 このメンバーの多くの方は、白書については２度目の御審議になろうかと思いますが、

昨年の白書の御審議の際に、やはり食料・農業・農村基本計画というものがあり、食料自

給率向上等の目標についてどういう課題があり、そこについてどういう政策を打ち、どう

いうふうに総括していくのかということをしっかりと進めていくべきではないか、という

ことをこの白書の中でも検証していくべきではないかという御意見がありました。 

 そういうことを踏まえまして、今回につきましては、前年と異なりまして２度御審議を

お願いしたいと思います。 

 本日はその１回目でございまして、本日の資料は、白書のアウトラインとして我々が考

えていることをまとめたものでございますが、本日は、これにつきまして、どういうとこ

ろにめりはりをつけるべきか、こういうところをもう少し詳しく突っ込んでいくべきかな

どについての御意見をいただきたいということです。 

 まず、「１．基本的な考え方」でございますが、先ほど副大臣からもお話がございまし

たとおり、やはりここ１年間振り返りまして、どうしても東日本大震災から１年のいろい

ろな政策の検証ということが必要だろうということで、これを特集としてやったらどうか

ということでございます。 

 その際、括弧の中にありますとおり、狭義の被災地の状況や対応だけでなく、これは日

本全体ですが、消費者の意識の変化、食品産業の動向なども含め、幅広く取り上げていっ

たらどうかと考えております。 

 ２番目は、これも副大臣のお話にありましたとおり、基本計画の策定後２年間の達成度

の検証ということを実施してまいります。これにつきましては、後でまた、後ろの方に資

料がございますので詳しく御説明をいたします。 

 ３番目に、基本方針・行動計画、この後の議題でございますが、これに関連した先進的
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な動きというものを重点的に紹介したいと考えております。 

 （２）留意点でございますが、１点目は現場の状況を重視するということで、いろいろ

な計画なり方針がございますけれども、これを現場で実際に適用していく際にどういうこ

とになっているのか、あるいは今どういう動きがあるのかについて特に全般的に留意した

いと思います。 

 それから、思い切ったメリハリと言いますのは、これは特に分量について考えておりま

す。昨年度は、特集が２つあったこともございまして、500ページ近くになったわけでござ

いますが、特集の東日本大震災は別といたしまして、それ以外を約半分にするように考え

ております。このため、250ページ＋特集という目安で、今、整理をしているところでござ

います。 

 それから、記述の平易さの追求ということで、これはいろいろな文章についての専門家

の方々への外注も含め、今、文章について一般の人にわかりやすいという観点から工夫し

ていきたいということを白書全体の方針としたいと思います。 

 「２．主なポイント」について、簡単に触れていきたいと思います。 

 まず、東日本大震災後の特集につきましては、現場の状況の把握ということで、現地の

方々の文章なり、アンケートなり、JA、NPOなどによる支援なり、企業の動きなり、消費者

の動向、特に食料安定供給の重要性の認識がどう変わったか等について、重点を置きたい

と思っております。 

 それに加えまして、政府の対応の検証、それから、今も日々状況が動いている原発対応

についての現状につきましても触れてまいりたいと思います。 

 トピックスにつきましては、それを補強するような材料ということですが、西辻委員の

やっておられますマイファームの特徴的な動きなども加えさせていただきたいと思います。 

 次の大きな項目としては、食料自給率の向上でございます。これにつきましては、食料

自給率の低下の要因、課題への対応状況ということですが、これは後で資料がございます

ので、また詳しく説明させていただきたいと思います。 

 その中で、トピックス的でございますが、エンゲル係数の動向についても触れたいと思

っております。ここ10年来、エンゲル係数につきましては横ばいになっておりますが、所

得の方が非常に下がっている中での横ばいという状況でございますので、要するに所得と

比例して食料費支出が下がっているということでございます。 

 これにつきまして、データを基にどういうことが言えるのかということについて、少し



- 5 - 
 

考えてみたいと思っております。 

 次のページでございます。 

 これから後の３項目は、食料、農業、農村の順で並んでおりますが、食料の安定供給の

確保という基本計画の柱につきましては、何と言ってもまず、消費者の方々の関心が特に

強い食の安全、それから消費者の信頼確保ということにつきまして、米のトレーサビリテ

ィ法の完全施行など、特徴的な動きをフォローしたいと思います。また、食品産業につき

ましては、最近では対外進出、企業再編など含め、新しい動きが出ておりますので、この

動きにも触れたいと思っております。 

 穀物の国際価格は、2008年以降の動きとして、2010年に再度高騰した状況でございます。

それに加えまして、包括的経済連携の状況、こういうものについてもフォローしたいと思

っております。 

 農業の持続的な発展につきましては、先に副大臣から御紹介のありました基本方針・行

動計画の策定、戸別所得補償制度、基本計画の中で一丁目一番地の政策ということでござ

います。この実施状況についての検証するとともに、６次産業化の推進状況、新規就農者、

規模拡大、耕作放棄地の解消の状況等についてフォローしてまいりたいと思っております。 

 トピックスといたしましては、日本食文化の無形文化遺産への登録なり、各地の先進的

な事例なりも加えてまいりたいと思っております。 

 農村地域の振興・活性化につきましては、再生可能エネルギーの推進、中山間地域の状

況、都市と農村の交流、消費者との絆の強化、最後の点につきましては、都市農業の動向

にも触れながら記載していきたいと考えております。 

 ３ページのスケジュールでございますが、本日の後、３月から４月のいずれかの時期に

もう一度企画部会を開かせていただきまして、案文を御審議いただきたいと思っておりま

す。 

 ４ページでございます。先ほど来申し上げております食料自給率向上についての記述の

基本的な考え方をそのまま文章ということではなくて、もっと充実したいと考えておりま

すが、それを示したものでございます。 

 基本計画におきましては、枠の中の下にございますように、食料自給率50％を達成する

ための個々の品目ごとの生産数量目標というのが掲げられています。これがほかの品目に

もあるわけでございますが、数量をただ書いてあるだけではなくて、上にありますように、

例えば、麦でしたら二毛作を推進しなければいけないとか、あるいは、ここには書いてい
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ませんけれども、パン食とか、中華めん食等に国産を広めていかなければいけないとか、

そういうような生産数量目標を達成するためのポイントも併せて、あるいは課題も掲げて

いるわけでございます。技術開発もしかりでございます。 

 こういうものにつきまして、実際上どういう動向になっているのかということを記載し

てまいりたいと考えております。 

 食料自給率自体は、２年連続で下がっているわけでございますが、主に天候の要因が多

いものですから、天候の要因が多いということだけで済ませてしまいますと、政策として

どういう動きがあって、例えば、天候が良くなったときの準備としてどの程度のものがで

きているのかということまで触れないと、政策の検証としては不十分と考えますので、そ

ういうところに重点を置きましてやっていきたいと思っております。 

 例えば、下の②のところで、パン、中華めん用小麦品種の作付シェアは、全体が下がっ

ている中でも着実に増えているとか、こういうことについて記載してまいりたいと考えて

おります。 

 ５ページ以下は、施策編についての主な構成でございますが、基本的に従来のものを踏

襲しております。 

 Ⅰの大震災のところだけは別でございますが、それ以外は基本的に、食料・農業・農村

基本計画の枠組みを踏襲しているところでございます。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただいた内容について、皆様と御議論していきたいと思いますが、そ

れでは、どなたからでも構いませんので、御意見をよろしくお願いいたします。 

 いかがでございましょうか。 

 では、萬歳委員、お願いいたします。 

○萬歳委員 全中の萬歳でございます。 

 白書の中で位置づけをお願いしたい点がございます。 

 本年、2012年というのは、国際協同組合年という年に当たります。これは、国連の加盟

国が協同組合の価値、役割を再認識して、画期的かつ時を得た取組みであると私も考えて

おります。 

 日本政府におきましても、国際社会の一員として、その責務を先頭に立ってひとつ果た

していただきたいという意味で、まさに認知度を高めていただきたいというのがお願いで
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ございます。 

 JAグループといたしましても、協同組合としての組織の活性化を通じまして、持続的発

展可能な農業づくり、それを軸とした地域の活性化に向けまして具体的な方策を打ち出し

まして、国民の期待に応えるよう取り組む所存でございますので、是非とも、国際協同組

合年を積極的に位置づけていただければ、国民に広くアピールできるものと思っておりま

す。是非、対応をお願いしたいという要望でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 あと、何人かの方から御意見をいただいて、それでお答えいただこうと思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、今の件につきまして、もし副大臣から何かコメントをいただければ。 

○筒井副大臣 その話は前からお聞きしているところで、極めて農業そのものにとっても

重要ですから、おっしゃる趣旨で検討したいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、これについて是非検討していただき、反映していただきたいと思います。 

 ほかに、いかがでございましょうか。 

 渡辺委員。 

○渡辺委員 ありがとうございます。 

 この白書は、食料・農業・農村基本計画を策定してから２年目ということで、その達成

度の検証実施というのは大変いいことだと思います。是非、これは毎年毎年きちんと達成

度、進捗状況をチェックして、次のアクションに結び付けるようにしていただきたいと思

います。 

 その中で、例えば、４ページ目の（参考１）、例示がございました。達成度の検証とい

うところで、その検証をうまくやっていただく項目として出ていると思いますが、これは

是非、現象面だけではなくて、こうなったということだけではなくて、成功したらなぜ成

功したのか、まだ十分行っていないのなら、それはなぜそうなっているのか、それが次の

アクションにどう結び付けられるのかということが、是非、見えるようにしていただくと

大変ほかの事例に対しても参考になると思いますので、PDCAのサイクルをきちんと回すと

いうこともこういうところでうまく表現していっていただきたい、是非、お願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 
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○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 大変貴重な御意見をちょうだいいたしました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは白石委員、それから森委員、お願いいたします。 

○白石委員 恐れ入ります。都市農業の立場から一言お願いがございます。 

 今回の震災を受けて、関東地方にもいつ起きるかわからない震災の脅威があります。そ

ういった意味では、都市農業は一時避難場所であったり、あるいは延焼防止であったり、

ある一定の役割を都市農業は持っているのではないか。 

 そういった意味では、平成18年の白書には、全国の農業生産の３割を占める都市農業と

いうことで、都市農業の重要性を大変広義な形で、広い意味で都市農業に触れていただき

ました。 

 その後、19年、20年はかなり少ない記述になっていまして、21年、22年とまた少し増や

してくださっています。紙面の条件は限られているのは重々承知の上ですが、都市農業の

今後の役割について、広義の意味での政令指定都市周辺、あるいは地方都市も含めた都市

近郊農業、それから三大都市圏の都市農業というのも少しわかりやすくお伝えいただける

とありがたいと思っています。 

 都市農業の振興に関する検討会も省内で行われていると伺っておりますので、その辺の

ところの御配慮をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、森委員。 

○森委員 ２点ほど、気になっているところがあるので意見を言わせていただきます。 

 ２ページ目の大きな項目の「農業の持続的な発展」の中の「⑦環境保全型農業の推進」

と書いてありまして、環境に留意したような項目はここにしか出てきていないと思うので

すけれども、これについて、是非トピックスの方で事例を入れていただきたいなというの

が１つです。 

 というのは、農業の多面的機能についてというのは、平成11年の基本法が新しくできた

ころには随分使われていた言葉が最近余り盛り込まれていなくなっているので、国民に農

業の大切さを知ってもらう１つの大事な方法として、農業の多面的機能は是非入れていた

だきたいので御検討をお願いしたいと思います。 
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 もう一点なのですが、大きな項目の３つ目「農村の振興・活性化」の中の「②中山間地

域農業の維持・管理」ということ、それと２番目の大きな項目の中のトピックスに出てお

ります中山間地域を10ヘクタール、20ヘクタールに集積するというのを、事例としてもし

トピックスの方で入れた場合に、中山間地域農業の維持・管理ということと矛盾したよう

に受け取られないように国民に発信していただきたいと思っていますので、御検討お願い

します。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 渡辺委員からは、政策の評価ではPDCAサイクルを意識した記述、白石委員から、都市農

業の役割についての記述、森委員からは多面的機能への言及と中山間地域についての分

析・評価というのを入れていただきたいということでございました。 

 これについて、何かまとめて、副大臣の方からコメントを。 

○筒井副大臣 いや、どうぞ。 

○中嶋部会長 では、政策課長からお願いいたします。 

○大澤政策課長 まず、総括的な点につきましてお答えいたしまして、足りない点は補足

していただきたいと思います。 

 まず、渡辺委員の御意見はごもっともでございますので、そういう方針で一生懸命やり

たいと思っておりますので、また３月に御審議いただきたいと思います。 

 都市農業につきましては、冒頭に少し触れましたけれども、今年もこの全体の中で少し

充実して書きたいと思っているところでございますので、また、これも３月に御審議いた

だきたいと思います。 

 森委員の御意見につきましても、10～20ヘクタールというのは、実は次の議題でもまた

説明を差し上げようと思ったのですが、20～30ヘクタールもそうなのですけれども、日本

の平地なり中山間地域の平均的な１集落当たりの農地の規模を表しておりますので、全体

的な構造についての目標と御理解いただきたいと思っております。各地域ごとにこういう

ものをつくらなければいけないということではございません。 

 これは非常に簡単に書いてありますので、誤解のないようにということでございますの

で、実際に記載するときには、仮に達成している地域があったとしても、中山間地域につ

いては特に状況が多様でございますので、すべてがそうなるかのように書くということで

はなくて、よく注意して記載したいというふうに思います。 

 多面的機能につきましても、留意して記載してまいりたいと思います。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 三森委員。 

○三森委員 済みません、私もちょっとお聞きしたいことがあって、とても気になってい

る点があるので、この点について御説明していただければと思います。 

 先ほどの中山間地については是非そのように、私の方からもお願いしたいなというとこ

ろもあるのですけれども、私は、６次化の推進について、ここをちょっとお伺いしたいと

思っております。 

 ２ページ目の６次産業化の推進は、このように国の方でも掲げているので、私のところ

でも一番最初に６次化というところで手を挙げさせていただいて、認定をいただいた次第

ではございますが、その後の５ページ目を見ていただきますと、「③農業の６次産業化等

による所得の増大」と書いてあります。実はこちらの方、特に気をつけていただきたいと

私は思うのです。 

現場で、大きな法人の先輩方はもう６次化を進めていらっしゃるという方々もとても多

いかと思うのですけれども、今の国の６次化というものは、加工しましょう、そして販売

所を設けましょう、さらに、私もいただきましたが、認定をいただき、その後に補助金を

いただくという段階になりますと、かなりの大きな金額で所得を倍増しましょうというよ

うな計画を５年後に立てなければならない。 

 実際、今いろいろなところで50年後の日本の人口は8,000万人になるというふうな中で内

需拡大はどのように見込まれて、どういうふうになっていくのか。果たして今、認定され

ている皆さんが、実際にこの金額を書くのは簡単かもしれませんが、どうやって評価し、

どうやって実行していくのかというのは、私はとても怖いことだと思っております。 

 農水省の、全部とは言いませんが、皆様方も６次産業をすると農家がもうかるというふ

うなことをかなりの方から、私も聞いておりますが、現場はそんなに簡単ではございませ

ん。６次化を何人の方がどのようにしていくのかもわかりません。私は本当に小さいとこ

ろで、自分たちができるような範囲しか見込めていないので、それ以上は言えませんが、

しかし、こういった表現というものは、国民に対してまた、農業者に対してもとても不安

な材料になりますので、この辺のこともきちんと現状を見ながらやっていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 かなり具体的なお話もありました。 
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 それでは、廣野委員。 

○廣野委員 私の方からは中山間地域の問題なのですけれども、今、規模拡大とか、10ヘ

クタール、20ヘクタールの話が出ておりますけれども、自分自身が住んでいるところも中

山間地なのですけれども、中山間地の強みはどこにあるのだろうという中で、私はある意

味小さな農業というのがこれから生き残る道もあるのではないかなと思っております。た

だ規模を拡大するのではなくて、小さいけれどもいろいろなことをやっていける、いろい

ろなことと組み合わせる。この中にもありますように、医療であったり介護であったり、

都市との交流であったりという部分で、生産部門は小さいけれども、いろいろなことと組

み合わすことによって売上がある一定の水準に達するというやり方もあるのではないか。

その辺の総合的な支援といいますか、そういうことも考えてくれたらいいなと思っていま

す。 

 もう一点なのですけれども、そういう成功事例をたくさん載せていただきたい。やはり、

それを見た人が、こういうこともできるんだと元気が出るような、いろいろな可能性があ

るというように持っていってもらいたいと思います。お願いいたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、西辻委員。 

○西辻委員 私の方から１点でして、農業の持続的な発展の「⑤新規就農者の育成･確保」

というところなのですが、もし可能なのであれば、この白書のところに現在の農業大学校

や農林高校、全国の農学部、農大とか農工大の卒業者の動向とか、そういったものを書い

ていただくと、恐らく新規就農者につながる卵、確度が高い人たちがいると思うので、そ

のデータを載せていただくと、非常に新規就農者の支援をしたいという人たちにとっては

役に立つデータになるのではないかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 では、近崎委員、手を挙げていらっしゃいましたが、近崎委員までご意見をいただいた

後にまたお答えいただきます。 

○近崎委員 先ほどの廣野委員のことに関連して、小さな農業ということに関しては、地

方の消費者にとって買い物支援、弱者対策で、買い物に行けない地方都市なり、農村の高

齢者なり、社会的弱者の方にとっては、大規模な農業をどんどん広めていくというよりは、

小さな農業でいろいろな、少しでいいのでいろいろな種類のものを直接農家から買えると

いうような仕組みというのは今後必要だと思うのです。 
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 特に、今すごく大雪で、地方では孤立してしまう消費者やお年寄りの方とかが多いとか。

もうそれは生命に関わってくる問題であって、そういうところに食料を届けられるような

システムはすごく今後必要になるのではないかと思います。そういうことをトピックスな

どでも取り上げていただきたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 では、ここで一度お答えいただきまして、また、御指名いたします。 

○大澤政策課長 まず、６次産業化についての難しい点につきましては、私ども、十分承

知しております。白書の中でも、２ページ目のトピックスのところの１番目に「６次産業

化で成功に至るまでの課題」ということを挙げさせていただこうと思っておりまして、こ

れは個人名をつけた失敗事例を書くわけにはいきませんけれども、もう少し工夫をいたし

まして、どういう課題があるのかという角度から記載をしていきたいと考えております。

その上で、うまく行くための方向性の中で、そういう課題について取り上げていきたいと

思っております。 

 中山間地域についての問題なり解決の方向につきましてもいろいろ御示唆をいただきま

してありがとうございます。なるべくトピックスの形で進めさせていただきたいと思って

おります。 

 非常に多様性があるというのが中山間地域の特色だと思いますので、実は、後でやりま

す基本方針の中でも、消費者との絆の強化ということで、中山間地域については、その独

自の魅力というのをしっかりと出すべきだということも併せて書かれております。基本方

針につきましても、若干その数字だけがひとり歩きしている面がございますけれども、全

体を合わせて読めるように私どもとしても努めてまいりたいと思います。 

 新規就農者につきましても、今回人材の育成というところに基本方針で非常に力を入れ

ているところでございますので、貴重な御示唆をいただいたということで、検討をさせて

いただきたいと考えております。 

 買い物支援も中山間地域の多様な事例の１つという中で、少し分量を増やすことを検討

いたしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、筒井副大臣が御公務で退席されます。 

○筒井副大臣 済みません、おもしろい意見なので聞いていたいのですが、途中で退席さ

せていただきます。ありがとうございました。 
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（筒井副大臣退席） 

○中嶋部会長 今、政策課長からまとめてお答えいただきましたが、何か各局の方からあ

りますでしょうか。 

 それでは、食料産業局長、お願いいたします。 

○針原食料産業局長 食料産業局でございます。 

 主に６次産業化等に対応しているのですが、６次産業化のための取組みは、昨年度末に

法律を制定して今年度から始まったところでございまして、取組みが各地でまだら模様に

なっているということで、２年目はこの体制をしっかり整備したいと思っております。 

 先ほどあったように、計画認定のときに倍の目標とか、そういうことは一切ございませ

ん。私がよく言っているのは、小さな６次産業化の取組みもあれば大きな取組みもある。

共同で合弁会社をつくって輸出をするというような６次産業化もある。そのステージに応

じていろいろな支援をしていただくような予算の工夫も来年度からしておりますので、そ

のような小さな取組みを大事に、かつそれが大きく展開するようなステップアップのこと

も考えていきたいと思っております。 

 そういう中で、トピックスに成功に至るまでの課題を整理していただくことが、私ども

の政策展開の上でも非常に有効かと思います。 

 それから、買い物支援でございます。私どもも、買い物支援を前からやっておられますN

POの方とかコンビニエンスストアでこれを実際に事業としてやっておられる方と勉強会を

開始したところですが、やはりここも、大きな規模と小さな規模の問題にぶち当たるわけ

です。大きなところでやる中で、小さな消費体にどうお応えするか。しかも、そこに届け

る必要があるので、大きな商流の中でなかなかできない、そういうところをどうミックス

していくかというような非常に重要な御指摘だと思います。少し政策的にも研究したいと

思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 続いて、近藤委員、篠崎委員。 

○近藤委員 ありがとうございます。 

 食生活の面から考えて、「食料の安定供給の確保」の中で①に食の安全というのが出て

きているのですが、トピックスのところに何も書かれていないのが大変気になりますが、

どういったことが書かれるのかということが１つ。 
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 もう一つは、安全と信頼確保と２つ、安心・安全という言葉で出てきていますが、米ト

レーサビリティと原料原産地表示の重要性というのはわかるのですが、表示をすれば、そ

れがイコール安全ではないので、その辺についてもしっかりと取り組んでお書きいただけ

ればと思います。 

 ６次産業化については、御質問したかったのですけれども、いろいろお答えいただきま

したので、お願いとしては、どうしてもこういうところは成功事例を書きやすくなるので

すが、うまくいかなかったのはなぜかというところの掘り下げを、是非お願いしたいと思

います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 篠崎委員、お願いいたします。 

○篠崎委員 先ほど、都市と農村の交流の促進という話がありましたけれども、更にいろ

いろな角度で住民と農村との交流を促進する方法を考えていただきたい。 

 例えば、今、消費者と生産者という交流が大体ほとんどなのですけれども、消費者その

ものはいろいろな企業に属したり、団体組織に属したりしているわけです。そういう企業、

団体組織の人事制度だとか福利厚生制度、こういうものを改めて分析して、そこと農業・

農村がどういう結びつきができるかというところを、是非書いていただきたい。それが１

つ。 

 もう一つは、先ほど西辻委員もおっしゃっていましたけれども、私、先日広島市の沼田

町というところに行きまして、26歳の農家の方と話をしました。高校卒業して、親御さん

は農家というわけでもなく普通の公務員、農業をやりたくて自分で事業プランをつくって

補助金等お金を借りて、一生懸命農業をやっていました。あと３年で借金を返せるという

ようなことを言っていました。高校生とか大学生で、特に親が農家というわけでもないの

ですけれども、農業をやりたいという人は最近少し増えているのではないかというような

気がします。 

 ただ、そういう方の後押しになるような交流、成功している方、生き生きとされている

方、自分と似たような環境から入っていった方々、この接点を少し増やすようなことをや

っていただきたいと思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、阿南委員、それから合瀬委員。 



- 15 - 
 

○阿南委員 食の安全に関わることなのですけれども、特集の東日本大震災の復興に向け

てのところに、③で原発対応とあって、まだトピックスのところも明らかでないのですけ

れども、ここはちゃんと丁寧に、やったことを述べてほしいと思っています。稲わらの汚

染の問題だとかさまざまありました。政府がどういう取組みをしてきたか、農業者、消費

者、私たちも応援するためにすごく頑張りましたけれども、そういう学習活動ですとか、

コミュニケーションの活動ですとかということについても、ちゃんと触れていただければ

と思います。 

 お米の問題や牛肉の汚染の問題は、消費者の不信はまだ続いていますので、やはり何を

やってきたかということ、対策がはっきりと示されない限り、なかなかその辺の不信は払

拭されませんので、この書きぶりはちゃんとしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 合瀬委員、お願いいたします。 

○合瀬委員 今の阿南委員の意見でほとんど言われてしまったのですが、白書を毎年読ん

でいると、後半は大体書かれていることは同じなのです。トピックというか、特集のとこ

ろに毎年力をお入れになっていると思うのですが、委員の皆さんの言うことを全部取り入

れると本当に訳のわからない、いろいろなことを書いてあるという風にしか見えないので、

１つ、阿南さんもおっしゃったように、書く姿勢というか、視点というか、それをやはり

きちんと、どこに軸足を置いて書くのかということを考えながら書いていただきたい。 

特集のところですが、１番目「現場状況のリアルな把握」というのは事実でしょうから

いいのでしょうけれども、「政府の対応の検証」と書いてあるところは、私たちはうまく

やりましたという立場で書くのと、相当反省があったねという立場で書くのとでは随分違

ってくると思うのです。それを、どちらで今、農水省として見ているのかということがま

さに試されると思います。 

特に原発対応のところなどは、農林水産業というのは被害者なわけです。なかなか出て

こなかった、例えば全部殺さざるを得なかった家畜の問題だとか、要するにほかのところ

では書けない、まさに土に生きる人たちの記録というか、その土地から離れられない人た

ちを所轄する官庁ですから、その省が一体どういうふうに今回書くのかというのは、やは

り、すごく注目されるものだと思うのです。 

そういう意味から考えると、ほかのところはともかく、特に特集のところの書くスタン
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スというのは、政策課なりを中心に十分詰めて、是非議論して書いていただきたいと思い

ます。これは要望です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 ここでまた、まとめてコメントをお願いいたします。 

○大澤政策課長 こういう事例を入れた方がいいというような、幾つか貴重な御指摘をい

ただきましたので、これにつきましては、また、個別に委員の方々ともコンタクトを取り

ながら教えていただいて、どれだけ盛り込むかということについて検討をいたしたいと思

っております。 

 特集についての御意見がございました。私どもといたしましては、合瀬委員からも言わ

れたこと、阿南委員から言われたこと、非常に賛同するところが多いと思います。まず、

事実面につきましては、今回、それこそさまざまな政策を打ってきたということが、この

白書において時系列を持って一貫性のある形で見ていただく。それで御評価いただくとい

うことが大事だと思っておりますので、事実関係については、まず正確に書いていくとい

うことが執筆の基本的な姿勢として考えております。現場の状況についても同様でござい

ます。 

 合瀬委員からの指摘がございました取組みの検証につきましては、これはもう食料の調

達から初期の対応、それぞれにつきまして、関係部局の方で今までどういうことがあった

のか、それは例えば当初からマニュアルに書かれていたのかどうかとか、マニュアルに書

かれていなかったのであれば、例えば、将来に向けてマニュアルを変えて行くべきだとか、

そういうような形で、やったことを中心に書くというよりも、それこそ政策として、危機

対応として、どういう形で行ってきたか、あるいは今回の震災を受けて、今後に向けてど

ういうようなことについて検討を加えていくべきか、そういうものについて書いて行くつ

もりでございます。 

 それはまた、３月か、４月にもう一回企画部会を開くときに御判断いただければと思い

ますが、私どもの当面の姿勢としては今、申し上げたことでございます。 

 特集以外のところについての方針につきましても、基本的な考え方に書いてございます

ように、今回は従来と同じということをなるべく避けるように、例えば、毎年多分基本計

画の課題というものと、２年後に課題を書くときも、同じ課題が書いてあるということは

なるべく避けて、その課題について少しでも取り組んだものがあればそこのところを、な

かなか進まないものがあればその原因ということ、渡辺委員の御意見も参考にしながら、
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少しでも進捗したことを書くようにというのが今年の方針でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかの担当の方からよろしいですか。 

 それでは、農村振興局長、お願いいたします。 

○實重農村振興局長 篠崎委員から、都市と農村の交流についての御意見をいただきまし

たけれども、本当に御指摘のとおりでございます。 

 企業あるいはNPO、その他各種団体といったところに、従来の都市と農村の交流だけでは

なくて広げていくということは重要だと思っております。これは、震災復興などを見てお

りましても、非常に企業やNPOの果たしている役割も大きいと思っております。 

 また、先ほど御議論ありました中山間地域の振興にも、そういった観点が重要ではない

かと思っております。 

 関連して都市農業について白石委員からも御指摘がございましたけれども、これも含め

て、しっかり、事例なども考えながら、省内で今、検討会をやっておりますけれども、白

書の方も対応していきたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、萬歳委員。 

○萬歳委員 農業というのは、農は国の基という言葉もありますが、まさに国の基盤であ

るという思いであります。日本農業の形そのものがアジアモンスーンの気候地帯であって、

いろいろな日本の地形があり、言うなれば気候があり、あるいは地域、集落においては文

化なり習慣なり、まさに今、格差社会と言われているように、都市と農村と言われました

けれども、格差が拡大をしているという状況を感じるところであります。 

 そういう意味では、地方にいろいろな資源があるわけでありますので、その資源が、こ

こに出ておりますように、再生可能エネルギーの原点だったりするかもしれません。そう

いう意味で、私は、日本農業の形そのものはこういう形で、いわゆる2000年余りの国家の

中で中枢を持った形態だったと思います。産業だけではなくして、ものをつくり出すとい

うことなくして、日本の農業の持っている文化面、そういう面もやはり皆さんから理解を

いただくような書き様が必要なのかという思いであります。 

 まさに私どもは、食と農の大切さをきちんと、やはり国民にアピールするような文体を

どこかに入れ込んでほしい。そういう基本的なものも、他国の農業とどうこうということ
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ではありませんけれども、まさに日本の国からすると、日本農業のありようというのがや

はり不足しているのかという思いでございます。 

 そういう面での形を何か一つ入れてほしいなという要望でございます。よろしくお願い

いたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかによろしゅうございましょうか。 

 では、最後に。 

○大澤政策課長 萬歳委員からの御指摘、もっともでございます。 

 私どもとしては、この東日本大震災の教訓の中に、やはり震災を通じて農業・林業・水

産業もそうですが、いかに土地、日本の国土と密接につながっているものということにつ

いて非常に認識が深まったのではないかと思っております。 

 加えまして、特に震災後の初期でございますが、関東地方も含めまして、一部の食品の

調達について、問題とまでは至らなかったかもしれませんけれども、非常に心配があった

ということも事実だろうと思いまして、そういう意味で、食料の安定的な供給についての

認識についても深まったという理解をしております。そういうところを、単に特集だけで

はなくて、農業全体の中でのそのような位置づけについても、しっかりと書き加えてまい

りたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 今回の白書の特集は、昨年の審議のときにも是非来年もということで青山委員からも御

発言がありましたけれども、それを受けてのことだと思いますが、国民の方々が皆さん注

目すると思いますので、是非ともすばらしい内容にしていただくように、よろしくお願い

したいと思います。 

 ありがとうございました。 

 では、皆様方の御意見を踏まえて白書の作成作業をお願いしたいと思います。 

 続きまして、２つ目の議題である「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行

動計画」についてに移りたいと思います。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

○大澤政策課長 引き続きまして、政策課長でございます。 

 資料につきましては、ポイントとしてまとめた資料２－１以下全部でございますけれど

も、冒頭の説明といたしましては２－１を中心に御説明をさしあげまして、あとは御質問
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に応じまして、必要に応じて各局の資料、参考１～６までありますような資料についても、

質問にお答えする形で、必要であれば触れたいと考えております。 

 ２－１の１ページ目以降、御説明いたします。 

 まず、食と農林漁業の再生推進本部は、１ページ目のメンバーのところにございますよ

うに、本部長は内閣総理大臣、副本部長に農林水産大臣はじめ関係大臣、構成員は全国務

大臣ということでございます。 

 経緯、右の方にございますが、最初、包括的経済連携の基本方針の中での位置づけだっ

たわけでございますが、３月11日の東日本大震災の発生を受けまして、東日本の農林漁業

の振興なり、日本の農林水産物の信頼回復というような新たな課題に応える方策を検討せ

よということで、新しい課題を加えた検討が行われ、８月２日に中間提言、10月25日に基

本方針ということで決定がされたわけでございます。 

 ２ページ目にございますように、基本方針の内容につきましては、大きく分けて２つご

ざいます。 

 １番目は、いずれにしろ農林漁業の再生は待ったなしの課題である、経済連携の推進い

かんにかかわらず待ったなしということで、７つの戦略、これはもうすぐにでも取り組ま

なければいけない戦略というものをまず設けました。 

 加えて、経済連携等の推進につきましては、まずそういう課題をクリアした上で、右の

方にございますように、なおかつ国民の理解と安定した財源が必要ということで、個別に

検討していこうと。下の方にございますが、国民的議論を経て、個別の経済連携ごとに具

体的な方策を検討するということになったわけでございます。これは、副大臣の説明のと

おりでございます。 

 こういうような形でありますが、農業につきましては、左の７つの戦略のうち、戦略の

１、２、３、それから、震災対応ということで６と７が関係するところでございます。こ

れらにつきまして、御説明をしたいと思います。 

 ３ページをお開けください。 

 まず「戦略１．持続可能な力強い農業の実現」ということでございますが、現状の農業

を見てみますと、高齢化の進展等、非常に厳しい状況でございますので、まず、各地域に

おいて徹底した話し合いを通じまして、今後２年間程度で、集落が基本になりますが、適

当な単位ということでございますけれども、地域で人と農地に関するプランをつくってい

ただくというような考え方でございます。将来の地域の農業をだれが担うのか、その人が
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どういう農地をどの程度担うのか、こういうことを議論していただこうという考え方でご

ざいます。 

 その支援策といたしましては、下に２つございます。 

 １つは、「農地集積の推進」ということで、戸別所得補償制度によりまして、農地の受

け手となり得るような多様な経営体、これは個人も法人も集落営農もございますが、それ

につきまして幅広く経営安定を図った上で、規模拡大加算、これは農地の受け手に対する

支援策でございます。農地集積協力金、これはいわゆる農地の出し手についての連担化に

協力するということについての支援でございます。このようなもの、あるいは当面の施策

の３つ目の○に書いてございますような、けい畔除去等による区画拡大を含めたほ場の大

区画化の推進、これにつきましては４次補正で801億円等計上されておりますけれども、こ

のような農地集積の推進策というものを24年度予算、あるいは補正予算で措置していると

ころでございます。 

 ２つ目の支援策は、「新規就農の増大」ということでございまして、これは就農前後の

青年就農者に対する一種の直接支払いですが、給付金の給付。加えまして、従来から行っ

ております法人雇用就農促進のための施策の充実、農業経営者教育、これは西辻委員から

も御指摘がございましたが、教育についての対応の強化、このようなことを通じまして、

青年新規就農者を増やしていこうという戦略を立てております。 

 ４ページでございます。 

 ６次産業化につきましては、法律に基づく計画認定が始まったところでございますが、

６次産業化にもいろいろな段階がございますので、更に支援策を充実していこうというこ

とで、経営の発展段階をとらえた農林についての出資等の形での支援を行うということで、

農林漁業成長産業化ファンドというものを、24年度の要求で財投資金300億円を活用して行

うことを検討しております。 

 加えまして、６次産業化を支援するための先達・民間の専門家の活用ということで、こ

れについても更に充実をしていくということでございます。 

 輸出につきましては、原発事故の影響が非常に多うございますので、これに対する諸外

国への働きかけも含めた対応をしっかり行っていく。それから、日本国全体での取組みと

いうことを進めていく必要がある。各農協、各市町村、各県ということではなくて、ナシ

ョナルブランドとしてのマーケティングというものを進めていこうというような考え方で、

立て直しの戦略をまとめたところでございます。 
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 その他、環境保全型農業、GAP、HACCPなどの取組みを推進することにより、日本農業の

持ち味を再構築していこうと考えています。 

 戦略の３、５ページでございます。 

 今回の震災を踏まえて、再生可能エネルギーを進めていこうということでございますけ

れども、特に農山漁村の立場に立って資源の活用を促進していこうということで、地域主

導で再生可能エネルギーの供給を促進するための法制度を検討いたしております。 

 そのうちの所有権移転の促進、土地利用手続の簡素化等を図るための制度を検討してい

るところでございます。 

 その他、自立・分散型エネルギーシステムを特に農山漁村で実施をしていくためのモデ

ルの構築等について支援を考えております。 

 戦略４、戦略５につきましては、本企画部会というよりも、林業・水産の関係ですので

省略いたします。 

 戦略の６でございます。震災を受けまして、被災地域に限らず、全国的に震災に強い農

林水産インフラを構築していこうという観点から、括弧の中にございますようなものも対

応した次期土地改良長期計画の決定、それを本年３月末までに検討するということにして

おります。その他、水利施設の耐震性の強化などについても検討いたしております。 

 それから、今回サプライチェーンについても非常に課題が出ました。災害を想定した、

特に裏日本、表日本を通じるようなことも含めたサプライチェーンの構築、飼料の安定的

な供給のための対策、食料安全保障マニュアルの見直しなどを検討いたしております。 

 戦略の７、９ページでございます。「原子力災害に正面から取り組む」ということで、

これはもう日々の課題でございますけれども、放射能物質の濃度実態の調査、農地の除染

技術の実証、１つ飛ばしまして、都道府県の農林水産物の検査の支援、消費者に対する正

確な情報提供等を行うという方針が書かれているわけでございます。 

 10ページは、内閣全体でつくりましたこの基本方針と、基本法、基本計画との関係につ

いて模式的にまとめたものでございます。 

 基本計画におきまして、基本法を受けて食料自給率の目標なり、講ずるべき施策につい

て10年程度を見通して策定したわけでございますが、更に具体的な方向についての具体的

な政策を中心に基本方針というものをまとめたものでございます。 

 その中で特に、新規就農の増加、規模拡大の加速、６次産業化、再生可能エネルギーの

導入促進などの個別のテーマについての具体的な戦略を基本計画にも整合性のある形でつ
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くったという位置づけでございます。 

 更に、農水省としては、それを受けまして、24年度予算等まとめた取組み方針というの

を作成しているところでございます。 

 最後のページはそれを具体的な政策の形でまとめてみたものでございますので、御参考

にしていただければと思います。 

 説明は以上でございますが、今回、私どもとしての希望でございますが、審議会という

ことで、勿論すべてのテーマについて御発言いただいて一向に構いませんけれども、私ど

もとしては、特に、これを進めていく際に、例えば議題の１番目にも出ましたけれども、

中山間地域について、一体どういう戦略で、どういうことに留意してやっていったらいい

か、特に農山漁村の資源の活用ということで萬歳委員からも御指摘がございましたけれど

も、そういう点について、どういう実例があるのか、あるいはどういう風にうまく地域の

方々も利益になるような形で進めていくのかというようなことについて、特に御意見をお

伺いできればというふうに考えております。それに限るわけではございませんけれども、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただいた内容について、皆様と御議論していきたいと思います。 

 繰り返しになりますが、最後に政策課長からお願いのあった２点、これについては、少

し御留意いただきながら御議論を進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、御自由に御発言いただきたいと思います。 

 まず、廣野委員。 

○廣野委員 戦略１の地域農業マスタープランについてなのですけれども、非常にこれは

期待をしております。 

 というのも、今までの認定農業者制度というのがありましたけれども、この制度が余り

機能していなかったような気がいたします。というのは、数の確保というのが第一優先順

位にあったように思います。所得制限をどんどん下げていってみたり、65歳以上の人が随

分いたり。今回の人・農地プランに関しては、やはり人という部分を一番に置いていただ

いて、数とかそういうのではなくて質の部分を優先順位に挙げていただきたいと思います。 

 あくまで、やはり農業経営者という部分が一番に必要なのだろうと思います。マスター

プランの中で今までと全く違うというのは、地域と徹底的な話し合いをするという部分は、

大変なのだろうけれども、新しくこれから始める人であったり、いろいろな規模拡大をす
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る人であったり、今までとは違った経営をする人たちにとっては非常に有効な手段という

か、問題解決をするには必要なことだろうと思います。 

 それを、やはり地域の中でちゃんとみんなが理解することによって、今までできなかっ

たこともできるようになってくると思います。 

 農業経営者としてあくまで経営者なのだから、自分で営農計画であったり経営計画を立

てられるレベルにまでやはり支援をして、そういう支援の体制が地域に合うような支援チ

ームみたいなものがあれば、もっと入りやすいのではないかという気はしております。 

 あくまで経営者本人の希望、目的がはっきりした上での形にしていただきたいと思いま

す。行政が仕切るのではなくて、下から上がっていくような制度にしていただきたいと思

います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 外にいかがでしょう。 

 それでは、青山委員、合瀬委員。 

○青山委員 どうもありがとうございました。 

 ２つ質問です。済みません、中山間地域のことではなくて、１つは、先ほどの戦略１の

「人・農地プランの策定」についてです。 

 品目横断のときに、産地づくりビジョンというか、やはりプランをつくっています。そ

のつくった人に話をしたら、すごく大変だったと聞きました。その集落の人に集まっても

らって、やりたいという人は名乗りを上げやすいですけれども、農地を出すという人に関

しては、その決断をするのに、すごく毎週毎週ひざを突き合わせながら、多分普及員の人

とか、自治体の職員が司会というか、とりまとめをやったと思うのですけれども、その苦

労を聞いたときに、その品目横断のときの産地づくりビジョンというのが、うまく適用で

きるのであれば、適用できる地域に関してはそういうのをうまく使った方が、自治体の人

の経験につながるので、また新たに水田に移管しないところはそうやった方がいいと思う

のですけれども、前の実績をうまく応用するということの方が人的な負担が少ないと思い

ますが、それが可能かどうか、１つお聞きしたい。 

 もう一つが、６次産業化のファンドのことでお聞きしたいです。 

 これは、いいことだと思うのです。よく農村に行くのですけれども、工場が本当にどん

どんなくなっていっていて、地元の人の職場が消えていくというのをまざまざ見ておりま

して、このようにファンドをつくって農業者とパートナーが新たな会社をつくったり、あ
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るいは組織を作ったりということで、地域に仕事とか雇用が生まれるというのはすごくい

いことだと思うのです。 

 反面、これは私が不勉強なので教えていただきたいのですけれども、農家と企業さんが

例えば１億円ずつお金を造成したら、農水省が２億ファンドとしてお金を出してくれると

いうか、出資をしてくれるということだと思うのですけれども、国が個別の経営に関わる

ということが、果たして一般的なことなのか。私にとっては、あくまでもそれは民間の経

営は経営であって、国が関与するとなると、若干民間の方に甘えが出てきたり、これは国

のお金だから返さなくていいとか、そういったモラルハザードにつながっていく、そうい

った憂慮がないのかどうなのか。その辺りの管理の方法というのはどういう形なのかとい

うのをお聞きしたいなと思います。 

 それがうまく使われないと、やはり税金、これは補助金とは違うということなのですけ

れども、国民のお金がうまく使われないということは、消費者にとっては、非常に税金に

敏感になっておりますので気になることだと思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、合瀬委員お願いいたします。 

○合瀬委員 戦略１の規模拡大のところなのですが、平場で20～30ヘクタール、中山間地

で10～20ヘクタールが大宗を占める農業構造を目指すとなっていますが、これまでなかな

か大規模化というのは、ずっと言われて来たのですけれどもできてきませんでした。 

 これを５年間に集中的にやるということなのですが、本当にこういうのができるかどう

かということの見通しを聞きたいというのが１つ。 

 ２つ目は、そもそもこの20～30ヘクタール、10～20ヘクタールという数字が何を意味す

るのかというのがよくわからないということなのです。 

 20～30ヘクタールで経営が安定するということをベースとしてきた数字なのか。平場は

ある程度規模拡大をして農地を集約化すれば効率が上がるということは理解できるのです

が、一方で、中山間地域で10～20ヘクタールにした場合のメリットは一体何ですかという

ところがよくわからない。 

 なだらかな中山間地域はいいでしょうけれども、極めて急峻な地域の、それは残り２割

だから、やらなくていいということであればそれはそれでいいのですが、中山間地で農地

を集約するメリットというか、そこのところをどういうふうに説明されているのか。数字
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が出て、大きいことはいいことなのですが、その数字の意味するところをきちんと説明し

ないと、なかなかこれは、できたからいいんだよという話にはならないのではないかと思

うのです。その辺りの説明をしていただきたいというのが２つ目です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ここで、お答えいただきたいと思います。 

 では、経営局。 

○佐々木審議官（兼経営局） 経営局でございます。 

 お３方から、戦略１の農地の利用集積の関係、人・農地プランの関係等々について御意

見をちょうだいいたしました。 

 廣野委員の方からは期待感を表明していただきまして、大変ありがとうございます。 

 実は、昨年の概算要求をしている過程で、各都道府県の方々からそれぞれの地域におけ

る実態を教えていただいておったわけでございます。 

 そういたしましたところ、そこで農業を継続的にやっていかれる人の問題にしましても、

それからその農地を効率的に使っていける体制が有りや無しやという実態につきましても、

本当に危機的な状況にあるということが改めて判明しつつあるわけでございます。 

 今年に入りまして、また、今月から２回目の都道府県の方々との意見交換をやらせてい

ただきたいと思っておりますけれども、まずは、もう本当にここまで来ているのかという

危機感をみんなで共有して、これから本当にどうやって立て直していかなければいけない

のかという話し合いを徹底的にやっていく必要があるだろうということで、こういうプラ

ンづくり、支援する対策なりを組み立てていこうとしているところでございます。それが

まず出発点であったということでございます。 

 それから、人の問題につきましては、やはり販売面までをしっかり見据えた経営者とし

ての資質をしっかり備えた方々となるように育て上げていきたい、支えていきたいという

ことで、教育関係の研修メニュー等々についても、工夫をこらしながらやっていきたいと

思っております。 

 青山委員から、これまでにあった蓄積は活用するべきではないかという御意見がござい

まして、全くそのとおりだろうと思います。 

 かつての品目横断のときに、プランづくりに御尽力されたところもございますし、その

ときに集落営農などの経営の器が大分整っている地域なども現にあるわけでございまして、

そういった使えるところをどんどん使いながら、今後更にどうしていくかという、更に一
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歩前に進む話を進めていただければありがたいと思っております。 

 この人・農地プランのお話は、この２年間でまず取り掛かっていただきたいということ

でお話を進めようとしておりますけれども、一度つくり上げたらそれで終わりということ

ではさらさらありませんし、最初から完璧なものがつくれるというものでもありませんの

で、それぞれの地域の状況、人と農地の状況がどうあるのかということに応じて、それぞ

れの地域ごとに異なる処方せんが必要なのだろうと思っておりまして、よくよく各都道府

県、市町村の方々と意見交換をしながら、柔軟に、かつ着実に一歩ずつ前に進めるという

マインドで進めてまいりたいと思っております。 

 合瀬委員から、10～20ヘクタール、20～30ヘクタールの数値に関する御発言がございま

したけれども、先ほどの第一部のところでも大澤課長の方からも若干申し上げております

けれども、日本全体の平均的な集落というくくりで見た規模感でいうとそういうふうな数

字になるということで御紹介しているわけでございますけれども、先ほども申し上げまし

たように、それぞれの地域によって経営の存在している状況ですとか、人の存在している

状況もまちまちでありますし、また、どれぐらいの規模であれば効率性が最もいいのかと

いったことについても、斜度なども含めれば、いろいろまちまちなのだろうと思っており

ます。 

 ここにつきましても、まずもってやれるところからとにかく手を着けていくということ

でいきたいと思っておりますし、また、第１部の方でもいろいろな方からも御発言があり

ましたように、小さいからといって展望がないということではさらさらないわけでありま

して、ほかに所得を得る手段といろいろな組み合わせをしながら考えていくということと

両輪で物事を進めていくということが必要なのだろうと思っております。 

 中山間地域におきましても、やはり作業とかコストの効率性という点で見ますと、そこ

は農地を一定集約をした方が効率は確かに上がっていくのは間違いございませんし、そう

していくことがその地域トータルとして見た皆さん方に配分できる所得も大きな額になっ

ていくということを意味しますので、その集約された経営だけがその地域に残り続けると

いうことではさらさらなくて、地域全体の所得をどうやって上げていくかという観点から

いろいろな場面、場面で話し合いの場面に私ども自身も参画してまいりたいと思っており

ます。 

○中嶋部会長 合瀬委員からは、見通しについて御質問がありました。 

○佐々木審議官（兼経営局） お配りしております資料の参考の２というのが、人・農地
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プランの資料でございますので、後ほどお目通しいただければありがたいと思いますけれ

ども、農地の利用集積を進めるための手段といたしましては、24年度予算から新しく農地

の利用集積に協力する方への協力金というのを実施することとしておりますけれども、21

年に改正していただきました農地法において、遊休化を防止するための対策なども大分充

実をいたしておりますので、これを農業委員会系統を中心といたしまして、現場の方々に

総動員で御活躍をこれからお願いしまして、徹底した運用をしていく。 

 それから、本年度から実施をしております農地の受け手に対する規模拡大加算という手

法も並行して推進をすることによりまして、効率的な生産体制をとにかく着実につくり上

げていきたいということで、とにかく頑張っていきますということでございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 食料産業局からお願いいたします。 

○針原食料産業局長 ６次産業化の関係で、ファンドの質問がございました。 

 先ほど小さな取組みも大きな取組みもそれぞれの段階に応じてと申し上げましたが、こ

れは、かなり前から６次化に取り組まれた先輩格の農家の方向けの取組み、むしろ小さい

ものは今やっておりますプランナーとか、来年充実いたしますボランタリー・プランナー

のようなところでまず入り口を入っていただいて、それから小さな補助事業でトライアル

していただく。その中でもう少し大きな取組みにしたい方については、地域の食品メーカ

ーさんなどとタイアップしたバリューチェーンがつながるような取組みをしていく。 

 今、青山委員がおっしゃったように、地方で都会から企業を誘致しようとしても、企業

はどうしても外国に行ってしまう時代になって、それなら地域の資源を使って自分たちで

企業をつくるという取組みを国が支援するということでございますが、その際に、どうし

ても最初はもうからない。もうからないものには民間は投資しませんので、２～３年で回

収できるようなものが主体になってくる。 

 ところが、農林漁業を主体にすると、やはり10年ぐらいはじっくり待っていただかなけ

ればいけない。そのために最初は国が資金を入れるということで、じっくり待つための国

の資金ということで、15年間ぐらいを想定して出口対策をやっていくという想定でござい

ます。 

 かといって国営企業にしていいのかという御質問だと思いますが、それはやはり避けな

ければいけないということで、これからつくるファンドは、サブファンド制度、地域ファ

ンド、あるいはテーマ別ファンドを１回介在させて、そこで民間資金を入れて２倍に国の
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資金を薄めます。そこからもう一度出資する形で、そこでも２倍に薄まりますので、最初

の国の資金は４分の１のところに抑える。 

 半分は行き過ぎかなということで、やはり民間の資金と混ぜて、それから自己資金も含

めて４分の１に抑えて、それを15年の間でじっくり構えて、地域に優良な食品企業をつく

っていきたい。 

 ただ、これからの取組みを開始するだけではなくて、例えば補助事業でつくったJAの施

設などが更新期を迎える、その際に、１つ会社を興して幾つかの施設をつないで再生型フ

ァンドとして御活用いただくのも１つの地域における雇用の生み出し方で、新規の投資で

はなくて、既存の施設を有効に活用して、新しい商品を開発していただく、これはJAの一

番強いところかと思いますので、そういうことにも役立てていく。 

 この補助事業の施設の更新をもう一回補助事業でやると、なかなか厳しいところがあり

ますので、こういう形で設備投資をやっていただければということでございます。御指摘

のとおり、国は一定の制約があるかと存じます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、萬歳委員。 

○萬歳委員 私、再生実現会議にも出席をしておりましたので、そのとき私の方から２点

ほど言わせてもらいました。 

 今、思い起こせば、まずこの大震災、復興、原発事故、こういう対策が何と言っても最

優先課題だと、政府もそういう意味合いのことを考えておられるということで安心をいた

しました。 

 ただ、今、現実になりますとなかなか人手不足という状況があるようですので、復興は

なかなかスケジュールどおり進んでいないという状況がありますので、この点、まさに問

題点を明らかにした上で、資源を集中させながら確実に復旧・復興が進むように、ひとつ

お願い申し上げたいと思いますし、我々も、被災県の意見、ニーズを聞きながら支援を強

化していきたいと思っております。 

 もう一点は、先ほど副大臣申されましたけれども、TPP関係に対しまして言わせてもらい

ました。基本方針につきましては、TPPは前提としていないという、その際も鹿野大臣から

同じような発言がございましたし、今ほど、TPP関係にはそれを見据えたものではないとい

う筒井副大臣からの話もございました。 

 ところが、マスコミがそのような報道をしてくれません。認識が違っておっては基本方
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針で示した政策の方向が実現しないということになろうかと思います。そのようなことに

ならないように、基本方針の位置づけにつきましてお互いに共通の認識を持って、その面

を改めていただきまして、広く徹底してほしいというのが私の１つのお願いのほどを、ま

ずもって申し上げます。 

 それから、基本方針につきましては、政府、農業者・農業団体、経済界が一体となって

つくったわけであります。それぞれの役割も整理されております。そういうことでござい

ますので、関係者みずからの役割を果たして、一体となって取り組むという姿勢が大事で

あると思います。 

 そういう面では、全体目標の位置づけに向かってお互いに環境づくりをしていきたいと

思いますので、政府におかれましても、一体となって取り組めるような状況でお願いした

いと思います。 

 先ほどもいろいろな皆さんから意見が出ておりますが、人・農地プラン、これはまさに

今回の取組みで一番重要なものだと認識をしております。そういう意味では、徹底して話

し合うということだと思います。まさに集落の最大の地域の資源は人と人のつながりであ

ります。そういう意味では、まず徹底して話し合いをしながら、集落全体の将来像、これ

を土台にして取り組みを進めるということが基本であろうと思います。 

 また、農地集積等につきましては、担い手・経営体の確保・育成、これも具体化するこ

とは当然でありますけれども、それと表裏一体である多様な担い手の役割、あるいは農を

通じた地域づくり、これにつきましても十分に取り組む必要があろうと思っております。 

 もう一度申し上げますが、担い手・経営体の確保・育成と同時に、多様な担い手の役割、

あるいは農を通じた地域づくりというものにつきましても取り組む必要があると思います

し、JAグループにおきましては、そうした取組みを進めるためには、集落ごとに担当者を

置きまして、ビジョンの作成等の支援を行うことといたしております。 

 そういう意味で、政府と我々が取組みがばらばらでは混乱がおきますので、一体となっ

て取り組む必要があろうと我々は考えておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと

思います。 

 以上であります。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 今の件に関して、政策課長からお願いいたします。 

○大澤政策課長 この基本方針につきまして、一体となった環境づくりをということでご
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ざいまして、私どもも同じ考えでございます。この基本方針、あるいはこれを受けた農林

水産省の予算につきましても、実現会議の委員の方々にも農林省の幹部が個別に訪問いた

しまして理解と協力をお願いしているところでございます。その際にも、引き続き支援し

ていくというようなお言葉もいただいているところでございますので、我々としても、引

き続きそのような方針で臨んでまいりたいと思います。 

 人・農地プランにつきましても、これは農協系統の方々の御協力も非常に大事だと思っ

ておりますので、引き続きこの点についても一体となった御協力をお願いしたいと思って

おります。 

 TPPにつきましては、もう筒井副大臣から十分に御返答があったかと思いますので省略さ

せていただきます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、引き続いて森委員、西辻委員、お願いいたします。 

○森委員 農村地域の潜在的な資源の活用について、意見を言わせていただきたいと思い

ます。 

 よく、「ないもの探しをしないで、あるもの探し」とかと言って、農村地帯の人たちに、

自分たちの地域資源を考えろというようなことが随分行われてきたと思うのですが、実際

に食べ物だけではなく、文化財について発見しても、そうだよねというだけで終わってい

るというのは問題があるのだと思うので、農業の、農村の側の問題というよりも、今、必

要なのは都市と農村の交流の中で都市部の人たちの方が、一緒に見つけた地域の資源につ

いて、それをどう守り、そして都市側の人たちがそれを失わないようにするためにはどう

かについて具体的に手を貸すというような方法をある程度投げかけていかなければ、高齢

化して過疎になっているところで、頑張って自分たちの内側見つめてやろうと言ってるだ

けだと非常にきれいごとにすぎないと思うので、都市と農村の交流の中で都市の人たちが

どう動くかということを、はっきり打ち出していった方がいいのではないかと思います。 

 その中で、当然ですけれども、萬歳さんたちがおっしゃっているように、基幹である農

業の大切さを伝えるというのが大前提になっていくと思います。 

 次、質問が２つあるのですけれども、戦略１の３番目に出てきます新規就農の増大につ

いて、資料２－１の３ページの青年新規就農者を倍増、毎年約２万人と書いてあって大変

いいことだとは思うのですけれども、実際に食料自給率の向上ですとか、土地利用型の農
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業を推進して、特に穀物などをつくっていかなければ、日本の今の自給率の低さなどが変

わらないわけですけれども、このような給付金を受けて新規就農しようという方たちは多

分圧倒的に野菜が多くて、果樹ですとか畑作というイメージでは一般的にはないと思うの

です。 

その辺、きちんと何が必要でというのも就農してくださる方に失礼なのかもしれません

けれども、何のためにどういうふうに新しく就農する人が必要で、どんなふうにやってほ

しいかというようなことを同時に示していかなければ、一般的な消費者として、野菜をつ

くっていて、その野菜が品質がいいものだったらそれだけでいいというのも語弊があるか

もしれませんが、そういうふうになってイメージづくりされているように思うので、それ

だけではない、食料の量としての安定供給のための新規就農の必要性がこれでは伝わらな

いように私は思うので、どういうふうに考えてらっしゃるか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

 もう一点、済みません、手短に言います。 

 ４ページにあります輸出戦略の立て直しの中で、輸出を増大させるということは大変い

いことだと思うのですけれども、今どれだけ輸入しているかということと、輸入と輸出の

バランス、そして、震災のときに輸出の金額がどれだけ減ったのか、あるいは輸入の野菜

が昨年度は増えているはずなのですけれども、その辺きちんとお示しした上で、こういう

ふうな戦略に出るということを盛り込んでいただきたいと思っています。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、西辻委員、お願いします。 

○西辻委員 先ほど課長の方から、できるだけ中山間地のことについてという話をいただ

いていたので、それについて考えていたら、恐らく私たちの会社は日本で一番耕作放棄地

を何とかしたいと考えている会社で、実際動いているのですけれども、その障壁となって

いることを話せばいいのかと思いまして、ちょっとだけお話しさせていただきたいと思い

ます。 

 まず１点目なのですが、農地の集積という点で、弊社は去年、中山間地域でかなりの多

くの農地を買いたいと交渉したのですけれども、実際に買うことが１件もできなかったと

いう事実があります。その中で一番大きな理由というのは、やはり価格が合わないといっ

たところが非常に多くありますので、もし可能なのであれば、価格の平均水準みたいなも
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のが示されていれば恐らくその金額に合わせることができるかと思いますので、そんなこ

とを検討していただければと思います。 

 また、できれば購入することができた耕作放棄地に対して、私たち、いろいろな打つ手

を考えていまして、例えば、金魚を育てるとか、そこの土を利用して陶器をつくるとか、

そんなことも考えているのですけれども、そうなってくると、農地としての利用というも

のがなかなかなされないと。要は、農作物をつくるわけではないというふうな理解をどう

してもされてしまうことが多くて、現状耕作放棄地になっているということは、そこでつ

くっていた農作物ではもう無理だという話だと思いますので、作物の転換も含めて、その

点耕作放棄地というふうに認定されたところなのであれば、そういった許容範囲を広げて

いただくというような施策を入れていただければと思います。 

 また、中山間地によくあるのですが、私、今この発言をするとたくさんの敵を作ってし

まうかとちょっとどきどきしているのですが、やはり農業委員会の方々の障壁というのは

実際に多くあるというのが現実です。 

やはり地域の農家さんの中から選出された方ということですので、地域の農家さんの味

方になりたいというのは非常に多く理解できる部分なのですけれども、それがゆえに、な

かなか地域の事情ということで新規参入がはばまれるということが多かったり、そういっ

たことがありますので、その点もうちょっとできるだけ緩和してもらえるようにというよ

うな向きがあると、非常にうれしいなと思います。 

 最後１点なのですが、逆に都市部の方に変わってくると、関西の農地合理化法人の方々

とよくお話をする場面があるのですが、なかなかこの点でも難しい点が１つありまして、

それは何かというと、農地合理化法人の方々、もしくは集積円滑化団体の方々と話をして

いく中で、利用面積とか、期間とか、そういった要件が非常に合いにくい、なかなか合わ

ないということが多くて、結局そこの農地を第三者を通して利用するということが難しい

ということがあるので、できるだけそこの要件も緩和していただけると、非常に耕作放棄

地の利用が進んでくるのではないかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、三森委員。 

○三森委員 私も中山間地域で農業を行っている１人として、できたらお願いということ

で聞いていただきたいのですけれども、先ほど多くの方々が、中山間地域ということは、

やはり小さな農業も勿論そうですし、何度も言っているように、１点目は、中山間地域の1
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0～20ヘクタールというものを必ず書かなければいけないのかというのが１点です。私も根

拠を是非、今日は聞きたいと思っているのですが、ケース・バイ・ケースと言われるので

すが、ケース・バイ・ケースのケースはないです。20ヘクタールなんて、絶対無理。 

 私たちも法人ですごく頑張っていますが、５ヘクタール、果樹、ブドウなどと言ったら、

本当にみんなに「えー」と言われるぐらいの面積だとお考えください。果樹に関しては、

皆さんが思われるようにコスト削減ができません。コストがかかり過ぎてしまうので、大

きくするとコストが大きくなってしまうという逆な面もたくさんあるとお考えになってい

ただいて、この数字をお考えいただきたいというのが１点。 

 ２点目、６次化に関してなのですが、では中山間地域は何と言ったら、やはり農業の再

生ということにもあるのですけれども、私は６次化の部分、今のハードの部分はどうして

も加工ですとか、販売とか、工場を建てましょうみたいなことになっていると思うのです

けれども、では一番何と言ったら、私はグリーン・ツーリズムみたいな、そんな関係もと

てもいいのではないかと。 

 都市・農村をつなぐ、山梨では企業に畑というのがございまして、また後で優良事例、

言うようでしたら申し上げますが、そればかりではなくて、受け入れる側の私たちのイン

フラは何といったら、やはり受け入れるようなこともきちんと現場でしていかなければな

らない、そういうふうなところにきちんと６次化に関してグリーン・ツーリズム系のもの

もしっかり打ち出して、これから私は是非お願いしたいなとは思っているのですけれども、

助成枠ということもありますので、こういったものもうまく活用させていただいて、都市

と農村を結ぶ１つに、中山間地のああいうふうな段々畑だけではなくて、果樹園ですとか、

いろいろなところがあるかと思うので、是非、そういうふうなところもお願いしたい。 

 もう一点、よく再生エネルギーという中で太陽光というお話もあるのですけれども、こ

れは林野庁にも関わるかもしれません。今、森の中には間伐材というものが物すごく多く

ございます。私もはっきりしたところは、設定はしてあるのですけれども、この間伐材、

例えば山梨では、果樹が多いのでどうしても剪定くずというものが出ます。こういったも

のを燃やすことによって電気が生み出せるという製作所がございます。 

 こういったものも、６次化というか、再生エネルギー化ということで国が是非支援して、

何とかいい方向に、１つの再生エネルギーとして大きく取り上げていただきたいと思いま

す。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 
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 では、ここでお答えいただきたいと思います。 

 まず、経営局から。 

○佐々木審議官（兼経営局） では、先に経営局の関係のところからお答えさせていただ

きます。 

 まず、森委員の方から新規就農関係の御指摘がございました。毎年２万人を確保すると

いう姿に持っていきたいというのを目標に掲げておりますけれども、数字的なことを若干

御紹介いたしますと、日本の農業が継続的に営まれていくようにするためには、すべての

営農類型をトータルいたしまして90万人ぐらいの主として農業に携わる方々が必要であろ

うと計算されます。 

 そういった方々が、大体皆さん二十歳から65歳ぐらいまでの45年ぐらい従事されると計

算をしますと、毎年２万人ぐらい新しい方々が参画してくるような構造に持っていかない

と、日本の農業全体が回らなくなるという意味合いの数字でございます。 

ちょっと気が利かずに、今日お配りした資料の中にはそういったバックグラウンドを説

明した資料は入っておらないのでありますけれども、都道府県の御担当の方々への説明会

の場などではそういった資料も用いて説明はしておりますけれども、いろいろな場面でそ

ういう全体のバックグラウンドを含めて御説明し、誤解のないようにしていきたいと思っ

ております。 

 最近は、全営農類型合わせまして、40歳未満の方々で新しく農業の世界に入ってこられ

る方々が年間大体1万3,000人ぐらいおられます。ただ、やはり就農直後の状況が不安定だ

とかいろいろな御事情があって、何らかの形で農業には就かれたけれどもリタイアされた

という方々も３分の１ぐらいはおられますので、新しく就農された方々で確保できている

人数は、現在ネットで１万人程度というふうな状況が実態でございます。これを倍増させ

ていく必要があるということで、さまざまな対策をこれから強力に打っていきたいという

ことでございますので、いろいろな場面でまた御支援をちょうだいできればありがたいと

思っております。 

 それから、西辻委員の方から遊休地の有効利用に関するさまざまなお話を御披露いただ

きました。詳しくは、また個別に、どういうところに問題があったのかというのは私ども

も一度じっくりとお話を伺って、問題点なりを洗い出して、どういうふうな対応があるか

ということを勉強させていただきたいと思いますし、すぐできるところは直ちに動けるよ

うに手配をしたいと思いますので、別途改めてお時間をちょうだいして教えていただきた
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いと思います。 

 また、農地の価格情報についても、今、手元に私持ってきておりませんけれども、あり

ますので、それは郵送するなり何なり、御提供させていただきたいと思います。ただ、置

かれている条件によって、当然価値は相当違ってきますので、典型的なパターンの数字し

かないと思いますけれども、そこは御容赦をいただきたいと思います。 

 農業委員会に関して若干申し上げますと、農業委員会でどんな議論が行われているのか

なども、例えば議事録の公開とか、大分透明性を上げるような取組みをということで進め

てきているつもりではございますけれども、これも実態編で何らかいろいろ弊害があると

いうのがあるのでございますれば教えていただいて、改善に向けた取り組みを進めてまい

りたいと思っております。 

 三森委員の方から、中山間地域における農地の利用集積の目標についてのお話がござい

ました。実際にお話し合いをしていただきたいことは何かと言いますと、その地域で現に

農業を営んでおられる方々がこの後どういうふうにされていくお考えなのか、どういった

姿を目指していこうとされるのか、ということを徹底して皆さんでお話し合いをしていた

だきたいということでございまして、どの地域においても、おしなべて10～20の規模をつ

くり上げていかねばならないということを強制するようなたぐいのものではさらさらござ

いません。 

 できるところから始めていただくということを主眼に置いて、それぞれの地域の実態に

合わせて取組みが進められていくようにやっていきたいと思いますし、数字だけがひとり

歩きすることがないように、この後の、さまざまな地域の説明会に私どもも参画させてい

ただいておりますけれども、そういう場面でも十分気をつけて説明をするように心がけて

まいりたいと思います。 

 私の関係は、とりあえず以上でございます。 

○中嶋部会長 農村振興局からお願いいたします。 

○實重農村振興局長 森委員、三森委員から、交流の関係、それからグリーン・ツーリズ

ム等についての御指摘をいただいました。 

 これは、農業、特に中山間地域においては、２つの側面からのアプローチ、２つの側面

の価値があろうと思っております。 

 １つは多面的機能でありまして、特に中山間地域は上流に位置しておりますので、治水

面、利水面、国土の保全という意味で大きな役割を果たしております。高い位置にありま
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すからその分だけ位置エネルギーがあります。これを再生可能エネルギーとして利用して

いくことは今後の課題でありますけれども、いずれにいたしましても防災という観点、国

土保全という観点から大きな多面的機能を果たしていただいている。そこで農業が営まれ

ているということの価値があるわけであります。 

 このために、中山間地域直接支払い、年間250億円程度投じておりますけれども、こうい

った形で、耕作放棄地を出さないで農業を継続していただくという活動に対して支援をし

ているところでございます。 

 もう一点は、中山間地域における産業と申しますか、振興・活性化という側面でありま

すけれども、これは、中山間地域も大変多様でございますので、限界集落的なところもご

ざいますし、山村と言った場合には林業が大事でありますし、また、ある程度平地農村に

近い大規模化も可能なようなところもございます。地域の実情に応じて産業振興的な側面

での支援をしていく必要があると思います。 

その中でも森委員から、それから先ほど篠崎委員からもお話がありましたように、農業

内部で努力をする、これも大事でありますけれども、やはり都市的なサイド、あるいは農

業以外のサイドの支援というものも非常に重要になってきていると思います。現実に、NPO

とか企業で大変御支援いただき、御活動いただいているところもあります。中山間地域サ

イドの方から発信をする、それによっていろいろな方々に問題点を知っていただくという

ことも重要だと思いますので、そういう点も力を入れていきたいと思っております。 

 耕作放棄地の問題でありますけれども、耕作放棄地はできるだけ農地に復旧していきた

いと思っておりますけれども、一方で、私どもの調べによりますと、もう原野化して農地

には戻らないというところも相当多くあります。８万6千ヘクタールと推計しております。

こういうものについては、できるだけ再生可能エネルギーとか、そういった形で利用して

いきたいわけでありますけれども、西辻委員から御指摘のありましたような活動について

も、利用していっていただければありがたいと思っておりますし、中山間地域は、全国の

農地の４割、それから農業総生産額の４割を占めておりますので、どんどん農地が縮小し

ていくということになると困ります。 

 また、公益的機能、多面的機能にも影響が及びますけれども、個別の問題については、

こういった原野化した農地もあります。こういうものについては、農地法の適用を外して

いくというようなプロセスも進めておりますので、御相談をさせていただければと思って

おります。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、食料産業局からお願いします。 

○針原食料産業局長 まず、森委員から、輸出入のバランスの御質問がございました。 

 22年の実績でいきますと、農林水産物、林・水も入れた輸入額は７兆1,194億円でござい

ます。輸出はそれに対して4,920億円ということで、14対１。輸出戦略を立てる際には、昨

年この研究会を開きましたが、こういう基本的な数字を押さえた上で御議論いただいて、

主に原発対応、ビジネス化、ジャパンブランドの確立、食文化そのものの輸出といった５

つの戦略を立てたわけでございます。 

 なお、昨年４月から輸出が落ち込んでおります。中国に至っては大体４割の水準、６割

落ち込みということで、全体的には4,920億、5,000億近く、一度リーマンショックで落ち

込んだのが回復しましたが、15％以上落ち込む可能性も出てくる。12月時点で集計すると4,

400億を切るのではないかということを危惧しております。 

 これを何としても立て直したいというようなことで、政府挙げて、他省庁も含めてお願

いしているところでございます。 

 ６次化のハード面の助成の関係で、三森委員から御指摘をいただいております。 

 確かにハード事業で拡大、拡大とやると、借入れがあるのでどうしても投資過多になっ

て、逆に経営が不安定になるとか、いろいろなことが起こらないようにしなければいけな

い。そういう際にもいろいろな取組みを現地に即してやっていく必要があるかと思います。 

今、重要な御指摘をされたのは、例えば、地域に即したグリーン・ツーリズム、あるい

は再生可能エネルギー、そういうような取組みも促進してはどうかということで、来年か

ら、プランナーとかボランタリー・プランナー、専門指導をやる、そういう体制を、今は

まだ4百人ぐらいなのですが1千人体制に増強して、その中に輸出とか、観光、グリーン・

ツーリズム、そういうような方の専門的な知見も生かせるようなラインアップ、そういう

人材も入れていきたいと思っております。 

 剪定の枝で発電ということですが、実際に山形などは、サクランボの剪定した枝を使っ

てバイオマス発電をしております。そういうようないろいろな取組みをやっていく必要も

ございますし、ほかの地域では、丘陵地帯に風車、風力発電を建てて、併せて道ができま

すので、その道がそこでは農道に使われるので、丘陵の耕作放棄地が解消される。あるい

は、平地に風車を幾つか建てたことによって観光のメッカになり、風車市場という直売施

設を設けるとその地域の所得がかなり増えるというようなものがございますので、各地域、
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複合的な取組みをしながら、それぞれの住民の方、農家の方が役割分担をして、参加して

もらいながら、業の６次産業化というよりも、地域の６次産業化というきめ細かな対応を

していただければ、我々も貢献させていただきたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 先ほど手が挙がっていた阿南委員、近藤委員、白石委員、近崎委員、渡辺委員。 

 申し訳ございませんが、時間の関係がありますので手短に、全員の方からお話しいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○阿南委員 ２点あるのですが、１つは、今も御説明がありましたけれども、戦略の３と

４を合わせた形のところで、やはり農山漁村の資源を利用した、要するに自給自足、地産

地消の新しい再生エネルギー産業を早急にやはり育成していく必要があるのではないかと

思いました。 

 日本は資源が少ないと言われていますけれども、実はそうではなくて、資源豊富な国で

すので、是非その辺のところは取組みを強化していただきたいと思います。 

 もう一点は、戦略７の原子力災害への取組みのところです。ここは、これから何十年も

取り組んでいかなければいけない忘れられない課題ですので、是非ここは、モニタリング

の体制などもしっかりとしたものを確立して対応していっていただきたいというようなこ

とですし、それと、今、世界に類を見ない被害を受けているわけですので、日本の役割と

して、そこでの知見というんですか、それは蓄積することができるのです。 

ですので、その技術や知見の蓄積や技術開発というのですか、そういうものにもっとち

ゃんと力を入れて、それを積み上げていくということをやはり体制としてつくるべきでは

ないかと思っておりますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 近藤委員。 

○近藤委員 ６次産業化関連なのですが、いろいろお話聞きますと、意見申し上げるまで

もないかと思うのですけれども、参考１の基本方針・行動計画の中の５ページのところの

戦略２、「内外含め、消費者のニーズに即してこそ持続可能な農林漁業の発展がある」と

書かれておりまして、６次産業化についても、うちはこれをつくっている、この地域はこ

れをつくっている、この地域はこれを売りたい、ではどうやって売るのかという話にどう

してもなりがちなのですが、そうではなくて、今、何が求められているのか、そのために
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はどういうものをつくったらいのか、そういうような発想も必要なのかと思います。 

 これについては、今あるものを売るのであれば１年、２年の計画でいいのでしょうけれ

ども、求められているものがあるとすると、10年計画になるとできたときにはまたそれが

売れないものになるという、非常に難しい判断はあろうかと思いますけれども、６次産業

化というのは、農業者が産業を興すということもあるかもしれませんけれども、産業をし

ているところが何を農業に求めているかというところを考えていくのも、一つ、６次産業

化につながるのかなという気がいたしましたので、ちょっと申し上げました。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 白石委員。 

○白石委員 都市で農業をしながら消費者の皆さんと一緒に中山間地へ伺ったりして、い

ろいろな活動をしてきているのですけれども、今回の大震災において、学ぶべきことがた

くさんあったのではないかと思うのです。 

 特に中山間地域対策とか、都市と農村の交流については、やはり都市側で、消費側で改

めて農村を見直す機会になっています。人と人とのつながりであったり、助け合う心であ

ったり。今、日本の国のアイデンティティが少しずつ変わろうとしている。それはやはり

農村側が大きなヒントを今、震災の中でひどい仕打ちを受けながら発信しているわけです。

それを是非とも我々はとらえてプラスにしていかなくてはいけないのではないかと思うの

です。 

 都市がただ単純に、消費者がただ単純に、農村や農業を支えることは簡単にはいきませ

ん。やはり、お互い様であったり、ギブ・アンド・テイクなのか、ウィン・ウィンなのか

わからないけれども、常に具体的な何か、お互いにとっての手を携えてやれる具体性みた

いなものが必要だと思うのです。 

 それはまさに今チャンスですから、この国のアイデンティティ、価値観を提案していく

のだ、新しいこの国の在り方を、豊かな国の在り方を提案するのだという思いで、やはり

とらえていただきたいなと思います。 

 中山間地域の皆さんは、団塊の世代で兼業で支えてきた皆さんがリタイアされて、今支

えているところが多いです。そういった皆さんは、例えば、膨大な、遠大な希望などは特

に持っていないわけです。ささやかな希望を持って、この地で生きる豊かさを実感して、

それで生きていけるということもとても大事なことだと思うのです。 

 勿論、優秀な農家は伸び伸びと伸びていけばいいけれども、やはり、地域でつつましや
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かに生きていく姿がこの国の豊かさを支えているということも、どこかできちんと押さえ

ていきたいと思っています。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 では、近崎委員。 

○近崎委員 済みません、戦略２のところの６次産業化、資本力増強のためのファンド、

消費者との絆というところの最後の消費者の絆のところの書き込みなのですけれども、そ

この紙面から見ると、どのように消費者との絆を強めるという戦略なのかがはっきりしな

いのです。具体的に地域ファンドに一個人として消費者が出資をすることができるという

形なのか、それとも６次産業化された製品についてもっと国が広報とか情報発信して、６

次産業化を消費者が盛り立てていこうという運動にすることなのか、その辺りがよくわか

らないのです。 

震災のときも結構東北の方のファンドを一個人が応援したということがあるのですけれ

ども、これからはやはり消費者は買うだけではなくて、生産者を守っていく側にも立たな

ければいけないので、そのファンドに関しては、地域の個人とかも参入できる形もありで

はないのかということと、何年か前からフードアクションニッポンですか、そういう活動

で随分６次産業化した商品が公開されているのですけれども、実際に私、名古屋のところ

で展示場に行ったのですけれども、やはり知られていない。せっかくいいものをつくって

いても、消費者がなかなか知る機会がないというところで、やはりその辺りを戦略として

もうちょっと一般消費者に広く広報できるような体制も必要ではないかと思いました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、渡辺委員。 

○渡辺委員 ありがとうございます。 

最後かもしれませんが、是非、この戦略を実現して、世界に冠たる農業立国日本を築き

上げていただきたいと思います。 

 そのための進め方を５つ、簡単に申し上げます。 

 １つは、話し合いを徹底的にやるというのは大変いいことだと思います。問題や課題を

共有化するだけではなくて、夢とか目標を是非共有化していただきたい。 

それで、どこに目線を合わせるか、ここが大変難しくて、今、お話がたくさんありまし

たけれども、非常に小さなところで、もうこれでいいんだという目線の人もいますし、高
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い目標を掲げて大きな夢を持っている方もいらっしゃいます。それをどういうふうに誘導

していくかというのは、ここにいらっしゃる人たちの大変大きなミッションだと思います。

それをしっかりと現状に合わせるのか、あるべき姿に向かっていくのかという、押し付け

ではなくて、目線をきちんと整理して引っ張っていくことが大事だと思います。 

 ２つ目、いいチームをつくってください。実際にやる場合は、農業従事者自身がやって

いただくことと、国や自治体がやることと、他産業、我々のようなところがバックアップ

することがあると思います。それをどういうふうに組み合わせて、どういうアライアンス

を組みながら引っ張っていくか。 

例えば、国や自治体はインフラを整備したり制度をつくったり、あるいは規制を緩和し

たりということがあると思いますけれども、それが融合しないとうまくいかない。そこを

どうやってチームをつくってうまく引っ張っていくかということ、役割分担とチームのつ

くり方が最大のポイントではないか。 

 ３つ目は人を育てていただきたい。農業従事者を育てることも大変大事ですけれども、

それを指導する人がしっかりとしないとだめだと思います。指導する人も是非育てていた

だきたい。これは、ソフトもハードもあると思います。 

 ４つ目は、モデルを是非つくっていただきたい。品目別、地域別に絶対に違うと思いま

す。そういう中で、品目別あるいは地域別のモデルがどこでどういう品目でやれるかとい

うモデルを、今日、いろいろなお話が出た中の、いろいろなアイデアも入れてモデルをつ

くっていただきたい。それは開発も、マーケットも、販売も、サービスも、すべてのプロ

セスの中で人・物・金・仕組みを上手に組み合わせたモデルをつくっていただきたいと思

います。 

 ５つ目、これは国を挙げてやることですから、もっともっとスピード感を上げてやって

いく必要があるのではないか。それを是非、お願いしたい。 

 最後に１つ。お金が書いてあります。大変私は心配しております。お金があればできる

と思ったら大間違いで、お金はプロジェクトやプランができて後でつく話だと思います。

最初にお金ありきだというふうな考え方で進めることは大変危険だと思いますので、その

辺は十分注意してやっていただきたい。 

以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 大変貴重な御意見を伺いました。答えていただく時間はないのですが、ただ、１つだけ、
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近崎委員の方から、消費者がファンドに出資できるのかという質問がございましたので、

それについてお答えいただくことはできますか。 

○針原食料産業局長 消費者参加型のファンドも当然あっていいかと思います。 

 ただ、小口のところをどうまとめるか、非常に技術的な課題は多いですが、そういうフ

ァンドも、組成の仕方があれば、要はマーケットインの考え方からすれば、最終のお客様

が参加されたそういう取組みというのは一番強いものだと思いますので、そういうことも

あってもいいかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 大変残念でございますが、お時間ですので、これ以上のお答えをいただくのは控えさせ

ていただきます。 

 大変幅広く非常に重要な御指摘をいただいたと思っておりますので、今、皆様からいた

だいた意見については、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画に基づ

く具体的な施策の推進の中で生かすようにしていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に事務局から連絡がございましたらお願いいたします。 

○大澤政策課長 次回の企画部会につきましては、とりあえず３月下旬ごろを目途に開催

したいと思っております。 

 テーマは白書本体の案についての御審議を予定しております。詳細については、また日

程調整を後日させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 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。 


