
食料・農業・農村政策審議会企画部会（第２回）議事録

日時：平成19年11月13日（火）10：00～12：20

場所：三田共用会議所第四特別会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．資料説明

（１）第１回地球環境小委員会における議論の概要及び今後のスケジュール

について

（２）農地政策改革について

（３）食料・農業・農村白書施策編の構成（案）について

４．質 疑

５．その他

６．閉 会
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午前１０時００分 開会

それでは、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○鈴木部会長

議会の第２回企画部会を開催いたしたいと思います。

本日は、農地政策改革や平成20年度食料・農業・農村施策の構成（案）等につきまして

審議をお願いしたいと思います。

本日は、深川委員、森野委員、吉川委員が所用によりご欠席となっております。

それから、本日の企画部会は公開されておりまして、一般公募により傍聴の方もお見え

になっております。資料、議事録等につきましてもすべて公開することとなっております

ので、よろしくお願いいたします。

さて、本日は今村農林水産副大臣にご出席をいただいておりますので、まずごあいさつ

をいただきたいと存じます。それでは今村副大臣、よろしくお願いいたします。

どうも皆さん、おはようございます。ただいまご紹介にあずかり○今村農林水産副大臣

ました、農林水産副大臣の今村でございます。

委員の皆様方には、何かとご多用のところご出席を賜りまして、本当にありがとうござ

います。だんだん秋めいてまいりましたが、若干昨今の農業情勢等につきましてご紹介を

させていただきます。

今、石油も上がっておりますが、異常気象でありますとか、あるいはバイオ燃料に転用

するというようなことで、穀物等の値段も随分上がってきております。そしてまた一方で

は、逆に国内では米価が大変下落するという傾向を見せまして、これに対しまして100万

トンまでの備蓄枠をいっぱいに使った緊急買い入れ等を行ったところでございます。しか

しながら、これは来年度の需給にも響いてまいりますので、来年度に向けましてできるだ

け米の生産調整を強化すると、そのための誘導策を今後しっかりと練っていくということ

に今なっております。

、 、そしてまた 品目横断的経営安定対策をはじめとする農政改革の３対策につきましても

今、適時これを実施に移しているわけでございます。基本の目指すところは維持をしまし

て、そして、この生産現場とよくマッチングをするように、今、いろいろなヒアリング等

々を行って、着実な展開を進めていこうというふうに思っております。

それから、農地の問題でございますが、これにつきましても、できるだけ農業資源とし

ての活用を図るということで政策を進めていくということで、今方向づけをしてきており

ます。
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また一方、これは福田内閣の大きな政策課題でもございますが、地方の活性化、なかん

、 、ずく農山漁村の活性化ということが大きな目標になっておりますが この点につきまして

私たち農林水産省といたしましても、私みずから先頭に立ちまして、名称を「みずほの国

・防人応援隊」と称しまして、全国９カ所、いろいろなところに出向きまして、いろいろ

なお話を伺ってきたところでございます。そういった成果をしっかり生かして、来年度の

予算等々に反映をさせていきたいというふうに思っております。

いろいろ、このように課題がたくさんございますが、本日の企画部会におきましては、

最近の食料・農業及び農村の動向と、政府が翌年度に講じようとする食料・農業・農村施

策についてご議論をいただくことになっております。前回にもましまして活発なご議論を

展開していただきますように期待をいたしまして、簡単でございますが、私からのお願い

とごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

なお、今村副大臣におかれましては、ご公務のためここで退席なされます。

それでは、早速審議の方に入りたいと思います。

初めに、事務局の方から資料説明をお願いいたします。

まず、第１回の地球環境小委員会における議論の概要及び今後のスケジュールにつきま

して、農林水産省環境バイオマス政策課バイオマス推進室長からご説明いただきます。次

、 、 。 、に 農地政策改革につきまして 経営局の構造改善課長からご説明いただきます その後

食料・農業・農村白書（施策編）の構成について、大臣官房情報課長からご説明いただき

ます。その際、まず施策編の構成についてご検討いただく際の参考としまして「食料・農

」 、 、 「 」業・農村の動向 についてご説明いただき その後 平成20年度 食料・農業・農村施策

の構成（案）の施策のポイントの農林水産省関連の部分についてご説明いただきます。さ

らに、関係各府省から順次施策のポイントを説明いただいた後、委員の皆様からご意見を

伺いたいと思います。

なお、質疑の時間を十分確保するために、説明はできる限り簡潔にお願いいたしたいと

思います。

また、ご発言の際は、お手元のマイクのスイッチを押していただきまして、ご発言が終

わりましたらスイッチを切っていただくようにお願いいたします。

それでは、まずバイオマス推進室長からご説明をお願いいたします。
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環境バイオマス政策課でバイオマス政○下村環境バイオマス政策課バイオマス推進室長

策を担当しております下村でございます。

私の方からは、前回の企画部会で設置を決定いただきました地球環境小委員会について

のご報告をさせていただきたいと思います。

本来でありますれば、地球環境小委員会の座長の方からご報告をいただくところでござ

いますけれども、この委員会、まだ議論が途中でございますので、今回は事務的に私の方

から報告させていただくということでご了承いただければと思います。

それでは、座ってご説明させていただきます。

まず、お手元の「資料１－１」をごらんいただきたいと思います。

前回の企画部会で、この小委員会の設置につきまして、このように決定していただいた

ところでございます。特に地球温暖化の問題につきましては、京都議定書の次の枠組みの

交渉が既に開始されております。その中で、農地土壌の二酸化炭素吸収について議論され

るという見込みでございます。

このため 「資料１－２」をごらんいただきたいと思いますが、このように、我が国も、

世界的な動きに遅れをとることのないよう、地球環境小委員会において知見を集約してま

いりたいということで議論を進めているというところでございます。

また、第１回目の小委員会、先月の25日に開催いたしました。その際、委員の皆様から

ご発言いただいたわけでございますが 「資料１－３ 、ここに主な発言ということで添付、 」

させていただいております。その中では、２番目にございますように、農地は食料生産の

場だけと思われていたが、二酸化炭素の吸収源として取り上げるということは画期的だと

いうご賛同をいただいておりますし、また一方、１つ飛ばしてございますけれども、農地

土壌が炭素を固定するというイメージがいま一つわからないということでございますの

で、これにつきましては、小委員会の中で次回以降ご説明をさせていただくということに

なっております。

それから 「資料１－４」をごらんいただきたいと思います。この小委員会の今後の検、

討スケジュールでございますが、今月の30日に、農・林・水それぞれの地球環境小委員会

の合同会議を開いて、新たな京都議定書目標達成計画に向けた農林水産省の取り組みとい

うことでご議論いただく。そして同日、この後、この農業関係の地球環境小委員会の第２

回目を開きまして、農地土壌をめぐる国際的議論でございますとか、米国調査の報告とい

うようなことを予定しております。そして、最終的には、来年２月には、この二酸化炭素
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吸収機能に関する知見についての集約を行いたいという予定でございます。次回の企画部

会の際には、その取りまとめについてご報告をさせていただきたいと考えております。

なお、ご参考までに 「資料１－５」ということで地球環境小委員会の委員名簿をつけ、

。 。ております 本部会からは岡本委員にも参加をいただいているというところでございます

ご参考までにごらんいただければというふうに考えております。

以上でございます。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、引き続きまして、農林水産省経営局構造改善課長からのご説明をお願いいた

します。

構造改善課の光吉でございます。○光吉経営局構造改善課長

私からは、農地政策の見直しについてご説明をさせていただきます。

着席させていただきます。

農地政策の見直しにつきましては、11月１日に経済財政諮問会議におきまして、若林農

林水産大臣から農地政策の展開方向としてご説明をいたしました。そして、その内容をも

とにいたしまして 11月６日に農林水産省として現時点での見直しの基本的方向として 農、 「

地政策の展開方向について」を取りまとめたところであります。本日は 「資料２」とい、

たしまして、諮問会議でもご説明させていただいた資料をお手元の方に配付させていただ

いております。

それでは 「資料２」をごらんいただきたいと思います。、

１ページの上にございますように、農地は、農業に必要な資源として有効に利用されな

ければならないと、こういう理念を確立をして、改革を順次具体化をしていきたいという

ことでございます。１ページ目には、文章と、あと表、グラフで、今の農地をめぐる状況

を書いてございます。耕地面積は、昭和36年の609万haから、平成18年ですと467万haまで

減少している。耕作放棄地面積は38万6,000haで、放棄率は１割である。諸外国に比べて

、 、１戸当たりの経営面積は極めて零細で いわゆる担い手という方が経営する面積の割合は

全面積のうち約４割にとどまっている。その４割につきましても、随時担い手の方は個別

的に農地を借りて規模拡大を進めてこられたので、農地が分散をしておって、なかなかコ

ストの低減が不十分であるということが書いてございます。

そして、２ページをごらんいただきたいと思います。

こうした状況の中で、この２ページに整理しておりますように、５本の柱で見直しを行
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っていきたいと考えております。

１つ目は、農地に関する情報です。生産現場におきましては、さまざまな関係機関がご

ざいますが、農地に関するさまざまな情報をそれぞれの機関が個別に保有をして利用して

おります。また、これから新しく農業に入ろうとされる方にとっては、例えばどういった

農地が貸し出しの希望があるのかといったことが、なかなか情報入手が困難ということが

ございます。このため、右側にございますように、農地の所有、利用状況などが載った農

地情報図、こういったものをデータベースとしてつくっていき、関係機関が相互に使える

。 、 、 、ようにしよう また 貸し出しの農地の情報ですとか賃借料ですとか こういったものを

もちろん個人情報にも気をつけながら、全国からアクセスできる体制をつくっていこうと

いうことでございます。

２つ目の柱は耕作放棄地でございます。状況は先ほど申し上げましたが、右側にござい

ますように、耕作放棄地については、個別具体的にそれぞれの地元の現状把握、そして解

消方策の策定、それに応じた対策の実施というのを具体的に取り組んでいき、５年後を目

途に解消に努力したいということでございます。

３本目の柱は、優良農地の確保、転用の問題でございます。学校などの公共施設ですと

か大規模集客施設などによりまして農地の改廃が進んでおります。このため、右側にござ

いますように、農用地区域からの除外を厳格化し、転用許可不要となっております病院、

学校などの公共転用を許可の対象にするなど、転用許可制度、そして農業振興地域制度、

これを強化をして優良農地を確保していくということです。

４本目の柱は、農地の利用集積でございます。先ほど申し上げましたように、利用集積

を進めている中で、農地が面的にまとまらない形で集積が進んでいるということです。こ

のため、右側にございますように、実際に当事者の相対での取り組みに任すということで

はなくて、現場に積極的に働きかけを行って、農地を貸すことについて委任代理をもらっ

て、それで農地を集めて農業者、担い手の方に面的にまとまった形で再配分する、こうい

った仕組みを全国の各市町村の段階で展開をしていきたいということでございます。

最後、５つ目の柱でございます。高齢化の進展などによって担い手がいない地域があっ

たり、先ほど申し上げたように耕作放棄が進んでおります。こういった観点から、右側に

ございますように、農地につきまして利用本位、利用優位の考え方に立った政策を確立す

るということです。権利取得の関係になりますが、この場合に、所有権につきましては厳

しい規制を維持しながら、利用権、貸したり借りたりといったことにつきましては、農地
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。 、を有効利用する観点から規制のあり方を見直せないかということです これによりまして

集落営農が貸借によりまして法人化を図る場合にやりやすくなったり、あるいは、貸借で

事業を行う農業生産法人が経営発展、事業発展を自立的に行いやすくなったり、あるいは

農業経営に意欲のあるもの、個人、法人、あるいは農地保全に取り組む法人などが参入を

して農地の有効利用が促進されるということでございます。このほかに、民法で貸借の期

間が20年に制限されておりますが、これを長くできないか。あるいは標準小作料というも

のを定めておりますが、こういった制度を廃止の方向で見直していくということが柱でご

ざいます。

そして、３ページには、いわゆる工程表というのが書いてございます。これはどういう

ふうに今後進めていくかでございますが、今申し上げた５本の柱のうち、情報のデータベ

ース化ですとか、あるいは耕作放棄地対策など、今後の一連の政策改革、これを実行あら

しめるための基礎的な条件整備、こういうふうになるものにつきましては早急に取りかか

ることとしまして、全体としては平成20年度中ないし遅くとも21年度中に、新しい仕組み

がスタートできるように法制度上の措置を講じていきたいと考えております。耕作放棄に

つきましては先ほど申し上げましたが、５年後を目途として解消することを目的としてお

ります。

このような基本的な方向を取りまとめたところですが、これを踏まえまして、今後具体

的な仕組み、制度設計について検討、あるいは各方面の議論を重ねていきたいと考えてお

ります。

以上です。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、次に、農林水産省情報課長からのご説明をお願いします。

それでは、平成19年度の動向編につきまして 「資料３（参考１ 」とい○中村情報課長 、 ）

う資料をもとにご説明いたします。

１枚めくっていただきまして、目次をごらんいただきたいと思います。全体の構成が概

観できますけれども、最初にトピックスといたしまして、平成19年度の特徴的な動きを紹

介します。次に特集といたしまして、１で「農業の体質強化と農村地域の活性化 、それ」

から、２で「地球環境対策と農村資源の保全・活用」について詳しく取り上げます。それ

から、Ⅲの部分では、大きく食料、農業、農村に分けまして、簡潔に動向を記述していく

ということを考えております。以下、順にご説明いたします。
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めくっていただきまして、下にページが振ってあります。１ページから２ページにかけ

ましては、トピックスの部分でございます。１月以降、いわゆる老舗をはじめといたしま

して、消費者の信頼を揺るがす事件が多発したこと、穀物等の国際価格の上昇によりまし

て食品価格が相次いで値上げされたこと、供給熱量ベースの食料自給率が39％になったこ

と、それから、新潟県の中越沖地震等によりまして、農林水産関係で1,401億円の被害が

発生したこと。あまりよくないことばかりですけれども、それらについて記述してありま

す。

めくっていただきまして、３ページからが特集の部分です。

まず、１つ目の「農業の体質強化と農村地域の活性化」ですけれども、左下のグラフに

ありますように、水田作農家の総所得は、主業農家が準主業農家を下回る水準になってい

。 、 、 、 、ます また 総所得に占める農業所得の割合 これは主業農家で70％ 準主業農家で10％

副業的農家では３％となっております。その右側のグラフでわかりますように、水田作農

家は米価の長期的低下の影響を受けまして、規模は拡大しておりますけれども、農業所得

は低下傾向にあるということでございます。

それから、４ページの下の方にグラフがあります。水田作等の土地利用型農業は、ほか

の部門と比べまして規模拡大のテンポが緩やかです。グラフの下に数字が書いてございま

すけれども、水田作の経営耕地面積規模別の農家数、３ha未満層が９割を占めているとい

う状況にございます。

めくっていただきまして、５ページから６ページにかけましては、平成19年度から開始

されました品目横断的経営安定対策の取り組み状況を紹介しております。５ページの方で

は、全国で７万2,431経営体から申請がありまして、集落営農組織ほど多品目で取り組む

傾向があることを示しています。また、６ページでは、申請経営体の作付計画面積が当面

の目標を達成しているということと、それから、いろいろな特例措置の申請が認定農業者

で１割、集落営農組織で３割が活用しておりまして、西日本で活用割合が高いということ

を紹介しております。

次に、７ページから９ページにかけましては、農地の利用集積の促進についての部分で

ございます。８ページの上の方にございますが、認定農業者等の担い手が経営する農地面

積は増加しておりますけれども、まだ全耕地面積の４割にとどまっておりまして、さらな

る加速化が必要な状況でございます。

めくっていただきまして、９ページの上の方にございますけれども、農地が分散してい
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るという問題がございます。面的にまとまった形での利用集積の促進に向けて、先ほど説

明がございましたが、農地政策を見直すということにしております。一方、下の左のグラ

フにありますように、耕作放棄地が38万6,000haということでございます。これも説明が

ありましたけれども、実態を把握した上で、５年後の解消を目指して方策を実施するとい

うことでございます。

それから、右の10ページですが、農業経営の安定と競争力の強化という観点から、経営

の多角化や高付加価値化に取り組むことが重要であること、その際、食品産業等異業種と

の連携や市町村等関係機関との連携強化、そういったことが必要であることを記述してお

ります。

めくっていただきまして11ページからは、２つ目の項目 「地球環境対策と農村資源の、

保全・活用」の部分でございます。

まず11ページでは、地球温暖化対策に関連しまして、気候変動に関する政府間パネル第

４次報告書の概要を紹介しております。

それから、12ページの上の図でございますけれども、今後、我が国におきまして、水田

をはじめ、りんご、みかん等の果実の収穫や適地に影響があるという予測を示しておりま

す。下のグラフでございます。一番右側に日本と書いてありますが、京都議定書との関係

では、温室効果ガスは基準年よりも7.8％増加しております。森林吸収源対策等のほかに

8.4％の排出削減が必要となっております。

めくっていただいて13ページです。農林水産分野における対策の加速化を図るための農

林水産省地球温暖化対策総合戦略について説明した部分でございます。

14ページは、バイオ燃料の生産拡大に向けた工程表の内容、モデル事業の実施状況、下

の方で、これまで102市町村で公表されておりますバイオマスタウン構想について説明を

しております。

めくっていただきまして15ページでございますけれども、農林水産省の生物多様性戦略

を策定したということと、それから、16ページの下の方では、こういった生物多様性の保

全には、貴重な遺伝資源を収集・保全するとともに、これを積極的に活用していくことが

必要であるといったことを記述しております。

、 、 、めくっていただきまして17ページでは 以上のような地球環境 生物多様性の保全には

農地や農業用水等の適切な管理が重要であるといったことを説明しております。

その上で、18ページでは、本年度から開始されました農地・水・環境保全向上対策の実
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施状況について紹介をしております。

めくっていただきまして、19ページからは、第Ⅲ章の「食料・農業・農村の主な動向」

の部分でございます。

まず最初に、食料分野でございますけれども、19ページでは、世界の食料需要が増加を

、 。いたしまして 期末在庫率が1970年代初めの水準まで低下していることを紹介しています

このページの下に 「主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積」のグラフを掲げて、

あります。大分前にこういうグラフをつくりましたが、今回、直近のデータをもとに算出

し直しております。面積の合計が1,245万haと試算されまして、国内の農地面積の2.7倍に

相当していることがわかります。この面積は、実際に輸入されている量を単収で割ること

で算出をするということでございますけれども、今回は、短期的な変動の影響を緩和する

ために、農産物の単収、輸入量、両方とも直近３カ年の平均を採用して計算しています。

また、単収につきましては、我が国の輸入実績を反映させるために、我が国の輸入先の上

位３カ国の加重平均値を使用して計算をしたということでございます。

めくっていただきまして、食料自給率の関係です。

右の22ページですが、低下の要因としまして、米の消費の減少、畜産物や油脂類の消費

の増加といった食生活の変化とともに、加工・業務用需要に国内生産が十分に対応できな

かったということを挙げております。米、飼料作物、油脂類、それから野菜の４つの重点

品目に着目をいたしまして、下の方にございますように、６つの集中重点事項に今後取り

組んでいくということを説明しております。

ページをちょっと飛んでいただきまして、26ページをごらんいただきたいと思います。

消費者の信頼確保のために、食品表示の適正化を一層推進する必要がございます。行政に

よる監視・指導のほか、食品表示ウオッチャー、食品表示110番といった消費者による監

視を実施していることや、食品の業者間取引をＪＡＳ法の対象とすることを検討している

こと、そういったことを記述しております。当然食品事業者のコンプライアンスの徹底が

重要ということも指摘しております。

めくっていただいて、27ページからは２つ目の農業分野でございます。上のグラフにご

ざいますが、農業総産出額は1984年をピークに減少をし、2005年は8.5兆円ということに

なっております。下にありますように、基幹的農業従事者数も224万人と減少しておりま

す。

またページを飛んでいただきまして、31ページでございます。米の作況指数は、99でご
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ざいましたが、７万haの過剰作付という状況で、需要予測を21万トン上回る状況です。価

格水準につきましても６から10％安くなっているという状況です。副大臣から説明があり

ましたように、政府備蓄米の積み増し等を内容といたします米緊急対策を実施したことを

記述しております。

またページを飛んでいただきまして35ページですが、ここからは農村の部分でございま

す。下にグラフがありますけれども、過疎地域の地方自治体が消滅を予想する集落につい

てでございます。人口、世帯数が少ない集落、それから山間地の集落、そういったところ

が多く挙げられております。生活基盤の整備、住民生活に関する支援が必要と認識されて

いることを紹介しております。

最後に41ページまで飛んでいただきたいと思います。ここは、共生・対流の促進に向け

た取り組み等について書いてありますが、右側の42ページの上にございますように、将来

的に全国の小学校１学年120万人を目標に、農山漁村での長期宿泊体験活動を推進する子

ども農山漁村交流プロジェクトを、関係府省が連携して推進するということになっており

ます。受け入れ体制の整備が必要であることを記述しております。

次に施策編について説明いたします。

まず、薄い「資料３」という３枚紙ですけれども、ごらんいただきたいと思います。構

成が書いてございます。

１ページ目の 「作成の基本的考え方」でございますけれども、内容は前回の企画部会、

でお示ししたものと同じですので省略いたします。

２ページ目から３ページ目にかけて構成（案）がございますが、食料・農業・農村基本

計画の項目立てを基本に、ⅠとⅡが食料、それからⅢが農業、Ⅳが農村、ⅤからⅦまでが

その他ということでございます。昨年度の白書の施策編の構成とほとんど同じということ

でございます。

次に「資料３（参考２ 」をごらんいただきたいと思います。）

具体的内容ですが、ちょっと飛ばして説明します。めくっていただきまして、下にペー

ジが振ってございますが、１ページから２ページにかけましては、食料自給率向上に向け

た施策ということで書いてございます （１）の集中重点事項は、先ほど動向編のところ。

で説明したとおりです。

３ページをごらんいただきますと、食料の安定供給の確保ということです。一番下の丸

印にございますが、食品事業者による消費者の信頼確保に向けた積極的な取り組みを促す
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ために、意欲的な取り組みを行っている食品事業者等を民間の多様な主体が適正に評価す

る仕組み、こういうものを構築したいということです。

それから、めくっていただいて４ページ、これも一番下の丸印をごらんいただきたいと

思いますけれども、国際的な食料需給に係る情報を一元的に集約するとともに、我が国独

自の短期的な需給変動要因を分析しまして、中長期の需給見通しを策定して、国民にわか

りやすく発信するということを行っていきたいと思っております。

めくっていただいて６ページからが農業の持続的な発展の部分ですけれども、左側に２

とある、人材の育成・確保の部分の１番目の丸印と２番目の丸印にありますが、農業に再

チャレンジした者、またはしようとする者の農業参入や定着を後押しするために、新たな

発想、アイデアに基づく新分野進出、農業高校における農業者育成教育プログラムづくり

を支援するということでございます。

、 。 、10ページ 11ページをごらんください ここは農村の振興の部分でございますけれども

ちょうど真ん中辺、２の、農村経済の活性化の最初の丸印にございますように、農山漁村

における定住、二地域居住、都市と農山漁村との地域間交流、そういった促進のために、

法律に基づく支援を引き続き実施していくということでございます。

最後に12ページ、13ページでは、国際交渉、団体再編の関係、それから計画的に推進す

るための取り組み、そういったことを整理してございます。

以上です。

ありがとうございました。○鈴木部会長

引き続きまして、内閣府食育推進室の担当の方から説明をお願いいたします。

食育関係でございます。内閣府でございますけれど○深井参事官（内閣府食育推進室）

も、平成20年度の施策でございます。

15ページでございますけれども、食育につきましては、食育基本法、それから食育推進

基本計画に基づきまして、平成20年度も引き続き関係府省との連携のもと、特に家庭、学

、 。校 地域などのさまざまな分野において国民運動を推進していきたいと考えてございます

具体的には、例えば毎年６月の食育月間、あるいは毎月19日の食育の日を中心とした広報

啓発活動を行ってまいります。例えば、食育月間におきましては食育推進全国大会を開催

、 、 。いたしますが 来年は６月７日 ８日に群馬県で第３回として開催する予定でございます

このほか、食育推進評価専門委員会、あるいは企業分野等食育活動検討会議を新たに立ち

上げました。この２つの会議を中心に、今後の食育の推進、それから食を通じたコミュニ
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ケーションなどの促進のための広報啓発活動について検討を進めてまいりたいと考えてご

ざいます。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

次に、内閣府食品安全委員会事務局の担当の方からお願いいたします。

食品安全委員会でございます。○保科総務課課長補佐（内閣府食品安全委員会事務局）

食品安全委員会は、農林水産省、また厚生労働省とともに食品の安全性の確保に努めて

いるところでございます。施策のポイントといたしましては 「食の安全及び消費者の信、

頼の確保」ということで、資料では17ページでございますけれども、２点、施策のポイン

トをあげさせていただいております。

１点目が「リスク評価の実施」ということでございまして、食品を摂取することによる

健康への影響を科学的に評価するリスク評価というものにつきまして、農林水産省など関

係府省からの評価要請に応じ、または食品安全委員会みずからが評価対象を設定して、科

学的知見に基づき客観的かつ公正中立に実施するというのが１点目でございます。

２点目は「リスクコミュニケーションの推進」ということでございまして、ホームペー

ジ等による情報提供ですとか、国民の皆様から食品の安全性に関する問い合わせやご意見

などをいただく食の安全ダイヤル、または全国470名にお願いしています食品安全モニタ

ーの方からの報告等を通じた情報・意見の収集を行う。または全国各地で意見交換会の開

催をする。さらには地域レベルでの取り組みを推進するということで、地域関係団体が開

催するセミナーの指導者を育成する。これらの取り組みを通じまして、積極的にリスクコ

ミュニケーションを推進してまいりたいと考えております。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

次に、文部科学省の担当の方から説明をお願いいたします。

文部科学省でございます。○御厩政策課地域政策室長（文部科学省）

19ページでございますが、文部科学省の関連の施策を、４本挙げさせていただいており

ます。

まず「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進でございますけれども、これは、子供の生

活リズムを向上させようということで 「早寝早起き朝ごはん」のキャンペーンをＪＡさ、

ん等の関係団体とも連携しながら推進をしております。なお、文部科学省では、今年全国
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一斉の学力テストというものを久方ぶりに実施をいたしまして、その中の結果といたしま

して、例えば、毎日朝ごはんをしっかり食べる子供と全然食べない子供と正答率がかなり

違っておりました。例えば中学校３年生の数学ですと、毎日食べる子は約75％の正答率、

食べない子は55％程度ということで、20ポイント近い差が出ておりました。そういう学力

の面からも、しっかり朝ごはんを食べさせるということが大事だと考えておりまして、引

き続きこのキャンペーンをしっかり行ってまいりたいと考えております。

２点目でございますけれども、将来の人材の育成ということで、農業高校を含む専門高

校、その中でも先進的な取り組みを行っているところを「スーパー専門高校」ということ

で指定をしております。これを引き続き実施をいたしまして、すぐれた取り組みをやって

いる農業高校等を重点的に支援してまいりたいと考えております。

３点目でございまして、これは先ほど来お話が出ております、子供の体験活動というこ

とで、長期宿泊体験を関係府省と連携をしながら進めてまいります。

最後、次世代への伝統文化の継承ということで、棚田ですとか里山ですとか、そういう

文化的景観のうち、特に重要な価値あるものを、文化庁の方で「重要文化的景観」に選定

をしております。この選定されたものの保存・活用に対する支援も引き続き行ってまいり

ます。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

引き続きまして、厚生労働省の担当の方からお願いいたします。

厚生労働省でございます。○松田食品安全部企画情報課長（厚生労働省）

平成20年度 「食の安全及び消費者の信頼の確保」に関する取り組みとしまして、ここ、

にございますように大きく５点取り上げてございます。

まず 「食品衛生法に基づく基準の策定等の推進」でございますけれども、食品添加物、

の安全性確認を計画的に推進するということを考えております。また、残留農薬の関係で

ございますけれども、昨年からポジティブリスト制度が施行されておりまして、この制度

。 、について適切かつ円滑な実施を推進する取り組みを進めることとしております さらには

化学物質の食品への汚染にかかわる健康影響調査をするために、この現状把握なり安全性

検証を推進することとしております。

次に、２点目でございます 「消費者等への情報提供の充実」でございますけれども、。

食品安全に関する知識の普及・啓発、さらには国民の意見を政策の実施に当たりまして反
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映する観点から、リスクコミュニケーションを推進することとしております。さらに、表

示制度を紹介する各種パンフレットの作成等、あるいは消費者の視点に立った表示制度を

推進することを考えてございます。

３点目でございますけれども 「輸入食品等の安全対策の強化」であります。まず、輸、

入時、いわゆる水際での対策でございます。現在、輸入食品監視指導計画に基づきまして

実施をしておりますけれども、モニタリング検査を継続的に実施するとともに、輸入者へ

、 。 、の指導の実施 さらには輸出国における衛生対策を推進することを考えております 次に

健康食品の関係でございますけれども、健康被害を防止する観点から、この制度について

さらに充実・強化を図ってまいりたいと考えております。次に、食品の安全確保の関係で

あります。ＢＳＥ対策ということになりますけれども、特定危険部位の除去・焼却、さら

にＢＳＥ検査、またと畜場における必要な設備整備等の実施に取り組むことを考えてござ

います。

、 。４点目でございますけれども バイオテクノロジー関係の国際会議の開催でございます

、 、これは コーデックスが設定しておりますバイオテクノロジー関係の会議でございまして

これを議長国としまして日本が開催することを考えておりまして、安全性評価に関するガ

イドライン等についての検討を進めることとしてございます。

最後になりますけれども 「食品安全に関する研究の推進」ということで、食品の安全、

確保に関する技術開発等、研究をさらに進めることを考えてございます。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

引き続きまして、経済産業省の担当の方から説明をお願いいたします。

経済産業省でございます。経済産業省○寺嶋貿易振興課投資交流企画官（経済産業省）

から２点ご説明させていただきます。

１点目は 「経営発展に向けた多様な取り組みの促進」ということでございまして、日、

本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）を通じた施策でございます。全国各地にございます貿易情

報センター等で輸出相談等の相談を受けてございます。そのほか、海外の市場調査であり

ますとか展示会への出展支援、それ以外に輸出アドバイザー等を設置いたしまして、具体

的な取り組みを支援しているところでございます。

もう一点目が 「農村経済の活性化」でございまして、これは中小企業地域資源活性化、

法に基づいた取り組みでございます。８月末に47都道府県から農林水産品、工業品、観光
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資源、３つの分野で地域資源8,354件を指定しました。10月には、この中から具体的な取

り組みにつきまして153件の認定を行ったところでございます。農林水産物関係では、例

えば高知県の馬路村の農協によりますユズを使ったスポーツドリンクの開発などがござい

ます。153件のうち、農林水産物関係が57件になっております。これらの取り組みを成功

に導くために、中小企業基盤整備機構を通じまして67名の専門家を配置いたしまして、具

体的なビジネスプランの構築から事業化まで一貫したきめ細かな支援を行っているところ

でございます。それ以外にも、各都道府県にも49カ所の窓口を設営しまして実施している

ところでございまして、今後５年間で1,000件以上の新規事業を創出していく取り組みを

支援していくところでございます。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

次に、国土交通省の担当の方から説明をお願いいたします。

国土交通省でございます。○福田地方整備課課長補佐（国土交通省）

資料25ページでございます。国土交通省の施策をご説明させていただきます。

まず、大きな柱Ⅲの「農業の持続的な発展に関する施策」の中の９ 「地球温暖化対策、

等の資源・環境対策の推進」でございますけれども、これにつきましては、下水汚泥の発

電利用、あるいは下水熱の融雪等への利用等による地域における資源・エネルギー循環の

形成を推進していく考えでございます。

次に、大きな柱Ⅳ 「農村の振興に関する施策」でございます。これのうちの１ 「地域、 、

資源の保全管理政策の推進」につきましては、生物の良好な生息・生育環境のための河川

の蛇行復元を行う自然再生事業や、河川と水路等の結合部の段差を解消して魚のすみかや

避難場所を創出するなどの、魚がすみやすい川づくりという施策を引き続き実施してまい

る考えでございます。

次の２ 「農村経済の活性化」につきましては、交通関係でございますが、まずは日常、

生活の基盤であります市町村道から国土構造の骨格を形成する高規格幹線道路に至る道路

ネットワークの整備を推進することとしております。交通条件が厳しい奥地等におきまし

ては、産業の振興や生活環境の改善のための基盤となる道路整備を推進するとともに、ま

た、地域経済の浮揚等を図るため、高速道路につきましてインターチェンジを追加整備す

るといったようなことを進めてまいる考えでございます。また、農産物輸送を支えており

ます海上輸送の拠点整備なども推進してまいりたいと考えています。
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次に、資料26ページに移ります。

３ 「都市と農村の共生・対流と多様な主体の参画の促進」でございますけれども、観、

光関係といたしまして、国際競争力の高い魅力ある観光地づくりの促進や、民間と行政が

一体となった観光振興の取り組みを支援していく考えでございます。また、都市と農山漁

村等を行き来いたします二地域居住等を推進するため、総合的な情報提供体制の整備、あ

るいは交流の拠点となる道の駅、サービスエリアを整備するとともに、地形的な制約を解

消するために、トンネルや橋梁の整備、地域間の交流を支える幹線道路などの整備を推進

していく考えでございます。また、河川における自然体験活動等の場となる水辺環境の整

備、あるいは歴史的な砂防施設の保存・利活用、そういったことを行い、地域の資源を活

用した魅力ある地域づくりを進めていく考えでございます。

次に、４の「快適で安全な農村の暮らしの実現」でございますけれども、交通関係につ

きましては、歩道・交差点改良、道路情報提供装置といった交通安全施設等の整備を促進

するとともに、市町村道から高規格幹線に至る道路網、市町村合併後の拠点を連絡するた

めの道路を整備していく考えでございます。

資料27ページに移りますけれども、また、歩道の段差、あるいは勾配の改善といったこ

とを行い、高齢者等も含め、歩行者のためのバリアフリー化を推進してまいる考えでござ

います。さらに、生活交通として不可欠でございますバス路線の維持に関する施策を実施

してまいる考えでございます。衛生関係につきましては、下水道整備を引き続き推進して

いく考えでございます。情報関連といたしましては、道路や河川等の施設管理用の光ファ

イバーの整備を図り、また、その管理用の光ファイバー、あるいはそれらの収容空間を開

放するということを順次進めていくとともに、道路情報の提供等といった高度情報化を進

めていく考えでございます。また、住宅関係につきましては、良好な環境の確保、あるい

は魅力、個性ある住宅の供給を推進していく考えでございます。最後に、安全な生活を確

保するための防災対策といたしまして、道路につきましてはのり面対策、橋脚の耐震補強

などの防災対策や、積雪・寒冷地における道路除雪等を実施してまいるところでございま

す。また、土砂対策につきましては、病院等の災害時要援護者関連施設を保全対象に含む

危険箇所などへの対策を重点的に実施するとともに、ハード、ソフト一体となった効率的

な土砂災害対策を推進していく考えでございます。

資料28ページに移りますけれども、ソフト関係につきましては、土砂災害防止法に基づ

きます土地利用規制、あるいは土砂災害警戒情報の提供などを実施していく考えでござい
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ます。最後になりますけれども、近年の集中豪雨の激化、あるいは高齢化社会の到来など

による新たな要因にも対応できる治水対策を推進していくというような考えでございま

す。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

最後に、環境省の担当の方から説明をお願いいたします。

環境省の地球温暖化対策課でございます。○室石地球温暖化対策課調整官（環境省）

資料29ページでございますが 「地球温暖化対策等の資源・環境対策の推進」といたし、

まして、バイオマスのエネルギー利用推進等を考えております。１つは、これは各省連携

でございますけれども、もちろん農水省さんとも連携ということですが、沖縄県の宮古島

などにおきましてバイオエタノール燃料の大規模導入を推進するということ、それから、

バイオエタノールのほかにも多様なバイオマスエネルギー、ＢＤＦでありますとか、こう

いったものを、ＢＤＦであれば例えば京都市での実証的な取り組みでありますとか、ある

いは黒液の技術開発とか、いろいろな政策を大々的に展開するという予定でございます。

以上でございます。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、以上で説明の部分が終わりましたので、ただいまから、今ご説明いただいた

内容を踏まえまして、施策編の構成案や各府省の施策のポイント、食料・農業・農村の動

向等につきまして、幅広くご質問、ご意見をお願いいたします。

それで、大変内容が多岐にわたっておりますので、特にどの部分からというふうに区切

りません。できる限り関連するところを意識しながら、三、四人の委員の方からご発言い

ただいた後に、事務局からまとめて回答するという形で進めさせていただきたいと思いま

す。

なお、12時の閉会をめどとしておりますが、議論が長引く場合もございますので、場合

によってはそのまま若干続けさせていただく場合もございます。その場合には、ご用のお

ありの方は順次退席いただきまして、その後の審議につきましては、後で内容をご報告で

きるようにいたしますので、よろしくお願いいたします。

、 、 、 。それでは どなたからでも結構でございますので ご質問 ご意見をお願いいたします

すみません。榧野委員が時間がないようですので。

すみません。ちょっと途中退席しなくちゃいけないので、最初に質問させて○榧野委員
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いただきます。

白書にかかわらず、ちょっと最初に地球環境小委員会のことで質問というか、あれなん

ですが、農地が二酸化炭素を吸収できるということは非常に画期的だとは思うんですが、

ここの発言を見ても、この小委員会の委員の皆さんでも、どういうものかよくわからない

という発言があって、私もよくわからないんです。これは相当いろいろ、国民に対しても

周知徹底する必要があることだなと思います。

ただ、これが本当に実現するのであれば、非常に画期的なことだなと思いますよね。我

々、普通、二酸化炭素吸収源というのは森林と、最近は海底に何かを埋めてしまうみたい

なことは多少は知っているんですが、農地が本当にこういう効果があるとすれば、非常に

、 、 、画期的であるということで せっかく専門家がいらっしゃるんでしょうから この場で一

二分でいいんですけれども、どういうものであるかというのを簡単に説明していただくと

ありがたいということがまず１点ですね。

もう一点は、これは全然話が変わるんですが、農地政策の展開方向ということです。こ

の前出た農地対策の方向は見ているつもりなんですが、おおむね方向としては正しいと思

います。ただ、ちょっと質問があって、耕作放棄地の解消に向けた取り組みの展開という

ところなんですが、この「資料２」の２ページあたりを見ると、基本的に農地として再生

できるものは再生するけれども、できないものはもう山林、原野に戻しちゃうと、そうい

うことだと思うんですけれども、それはどれぐらいの比率になるのかなというのが１つ興

味があるのと、農用地内で再生するといっても、じゃ、どういうことがあるのかなと。こ

この資料を見ましても、具体的な解消方策を策定というふうにあるだけで、じゃ、どうい

うことで戻せるのかというのがちょっとイメージがわいてこないので、この具体的な方策

について、今考えられている点があったら、二、三教えてほしい。この２点であります。

以上です。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、宮田委員、どうぞ。

農地問題についてちょっと申し上げますが、先ほどの説明の中で、現在38万○宮田委員

6,000haの耕作放棄地がある。その中で農用地区域内には15万3,000haがあるということで

すから、これは平場の面積で、あとは条件不利な山間地も含めた面積として理解してよろ

しいんでしょうか。まずそこを確認してから、いいですか。

＜山下農村振興局次長首肯＞
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今日のプランにありますように、５年で耕作放棄地を解消することは、いわゆる農用地

区域内の15万3,000haというのは可能性は高いと思います。それは先ほど言われました、

いわゆる直接的な賃貸でなく、農協なり、また行政、あるいは団体、そういったものをつ

くった中で賃貸の仲立ちをしていくということ。それから、賃貸料のその地域によった料

金を設定していくとか、いろいろな長期的な問題とか、こういったことである程度の解決

はできると思っておりますので、そのプランはいいですけれども、問題なのは、38万

6,000haから15万3,000haを引いた、23万5,000haの中山間地を含む耕作放棄地をどう解決

するかということが一番私は難しい問題ではないかと思っております。

この地域というのは、考えても想像がつきますが、非常に今の農業の中では、なかなか

つくっても採算が合わないということ、老齢化の問題、そういった問題が絡んで放棄され

ておるというケースが多いんですね。ほかの地域と比べて非常に条件が厳しいわけです。

それと同時に、やはり地域の集落の構成がだんだん縮んでいく。いわゆる集落が消えてい

くという現象と非常に関連性が深いわけですね。ですから、単純に、今言った15万3,000

haの平場の農用地の耕作放棄を解消するという政策とは違った政策を考えていかないと、

私は到底これは解決はできないと思っています。

１つは、やはり環境とのかかわり、国土保全とのかかわり、そういったものも考えた中

で、総合的な施策をつくっていくということが私は大事だと思いますので、農業面だけで

解決というのは、なかなか厳しいんではないかと私は思っております。そういった中で、

特にやはりこの部分の対策をきちんとやっていく。これはやはり環境の問題、国土の自然

災害の防止等で大事な問題であります。例えば、農耕地として維持するのか、あるいはま

、 、 、た不可能であれば 例えば植林とか そういったものをした中での国土として保全するか

そういった対策をやはりきっちり今の時点から立てた中で、解消の２つの柱を立てて、い

わゆる15万3,000haと違った積極的な、そういった面の不耕作地を解消することをきっち

りやっていかないと、そういったいろいろな面に影響するということを申し上げたいと思

いますので、そういった面で、具体的な計画を立ててやはりやっていく。それから、省庁

横断といった面も連携した中でやっていくということが大事じゃないかと思いますので、

申し上げたいと思います。

以上です。

ありがとうございました。○鈴木部会長

では、櫻井委員、どうぞ。
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ちょっと周辺的なところで質問とご意見を申し上げたいんですけれども、１○櫻井委員

つは、既に出ておりますが、単純な質問で、耕作放棄地の解消という話と、それから集落

が消滅していくという議論の関係をどういうふうにとらえるのかということを教えていた

だきたい。死んじゃうものは、人間も同じですけれども死んじゃうわけでして、延命とい

うことはあるんでしょうけれども、解消するといっても、もう耕作放棄地という定義をし

ないという意味での解消もあり得るところかと思いますので、もう一回農業をやられるの

かどうかというところとの関係について、１点質問させていただきたいと思います。

それから もう一つは これも単純な質問で これもご意見にありましたけれども 資、 、 、 、「

料１－１」ですね。地球環境問題のお話で、農地土壌の二酸化炭素吸収機能ということな

んですが、これは私、昨日ある会合に出ていて、農水の方もいらっしゃったと思うんです

が、何か水田というのはラムサール条約で、むしろＣＯ を排出する元凶であるというよ２

うな理解がむしろ世界的には共通認識なんだというようなお話も聞きまして、そこはちょ

っと普通の感覚と──普通といいますか、素人から見ますと違うんじゃないかという感じ

もするわけです。ただ、何か科学的に言うとそうなんだという方が優勢であるというよう

なことなので、それとの関係はどうなっているか。それに反論されていこうという、そう

いうことなのか。クジラを食べるか食べないかみたいな話とちょっと似ているのかなと思

ったりして伺っておったので、その点をお伺いしたいということが第２点です。

、 、 「 （ ）」それから ３点目は国土交通省さんに対してなんですけれども この 資料３ 参考２

でございます。私は社会資本整備審議会の委員もしていますけれども、国交省さんの農村

の話と道路の話はあまり関係ないと思うんですよね。例えば25ページですけれども、道路

整備の話とか高規格幹線道路につなぐとか、ちょっと何か合理性がないんじゃないか。そ

れからまた、サービスエリアの云々の話は全く関係ない。ほぼ全く関係ないというふうに

言っていいわけで、へ理屈の世界だと思いますね。だから、こういうのはあまり大々的に

出すと恥ずかしいですから、そうじゃなくて、そのことを言うのであれば、道路特定財源

だって一般財源化して農水に回った方がずっといいわけで、そういうあたり、もう少し、

政治的に主張されるだけではなくて、本当に関連性のあることを言わないとよろしくない

んじゃないかというふうに思います。中期計画の話などもありますのでね。

それから、国交省の中の予算配分ということで言えば、農村関係ということであれば、

道路をつくるという話よりは、恐らく農産物の輸送にかかわる議論としては、港湾とか空

港とか、そっちの方を重点整備する方が多分合理的だというふうに考えられるところで、
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そんなところも、越えられない川があるのはよく承知しているんですけれども、ぜひ越え

ていただきたいということで申し上げたいと思います。

ありがとうございました。○鈴木部会長

じゃ、関連で。

今、耕作放棄地に関して、説明や意見発表がありました。実は、この新聞を○平田委員

見ていただきたいのですが、ここに掲載されている人は、都会からのＩターンで私の集落

に移住されまして、耕作放棄地に牛を放牧されています。大半を自給され、飼料の購入は

ほとんどされていません。過疎地域の私どもの集落としては、とても助かっています。高

齢化率54％で棚田が大半を占める私どもの集落では、今後は動物で管理する以外に、農地

の維持は難しいと私は思っています。

今回の白書（案）を拝見しまして、日本人の飼料を守る運動を、国民運動にするために

戦略的な広報活動を行うという計画が盛り込まれています。さらに、食育月間を設けて、

食の改善と今後の日本農業を考える内容になっています。さらには、天災や生育不順に対

、 、 、して 再生産可能な所得補償を考慮した施策が盛り込まれており 私どもといたしまして

安心して、農業を継続できる理想的な内容になっています。過去２回の審議会でお話しし

た内容がほとんど網羅されているということで、とても満足しています。

本日も榧野委員がおられますが、国民的運動として展開するわけですから、例えば全国

、 、 、紙で 全ページのスペースを活用して 日本や世界の食の現状をつぶさに消費者に解説し

危機的状況にある日本の食の改善を啓蒙し、将来の日本の食について国民に考えていただ

くことは、緊急の課題だと思います。

さらに、外交、国防、教育はもちろん、食料についても国の責任において行うべきであ

って、今日、地方分権といわれ、地方の特色のある農業が展開されることは意義がありま

すが、食料自給に関しては、国の全責任において担保すべき事柄であると思います。そこ

で、将来、農業を担うのは若者です。若者が安心して住める農村環境を整備することも緊

急な課題だと思います。

私どもの地域では、学校、診療所、農協の支所も閉鎖するなど、生活するための社会機

能が低下してきており、多くの若者が都市に移住する状況が加速的に進んでいます。農村

においては、費用対効果ということだけではなくて、若者が安心して住める農村環境を国

が責任を持って整備していくべきではないかと私は思います。

そこで、今回担い手の育成で、農業高校、農業者大学校の充実が盛り込まれており、当



- 22 -

然必要なことです。一方、私どもの農園にも、就農希望者はたくさん来られますが、宿舎

や人件費の問題で、数％しか受け入れられないのが実状です。現在、農業法人で就農なり

。 、研修を受け実力を培って独立して農業を担っている若者はたくさんおられます 現状では

受け入れてあげたくても受け入れられないのが実状です。

現在、県や市単独で研修手当てを拠出し、担い手の育成を行っておられますが、規制が

あって就農場所が限定されます。従って、担い手の育成は国の責任において実施し、全国

どこにでも就農できるシステムが必要です。

先般も北海道の酪農家の話を聞きますと 「いつやめようかと思って、その時期をねら、

っているんだ 」というような方ばかりなんですね。せっかくお金をつぎ込んで今日まで。

継続してきているわけですから、それを継承していく人材を育成しておくことは、当然必

要であり、不可欠だと思います。それと、国の施策の中で、特に初年度において事業採択

と実施時期にタイムラグがあり、いささかそこに問題があるように思います。計画と実施

年度にタイムラグを設け、事業内容を農業者が熟知した段階で、事業実施に移すような施

策の展開が必要ではないかと思っております。

もう一点、この前ＮＨＫの番組の中で100％国産の食材を使用した料理を試みたけれど

も、結果的には70％が限界であったようです。そこで考えられることは、食材の中で加工

品の中に外国産の食材が使用されて、結果として、自給率を下げているのではないかと想

像されます。今後加工品の増加が予想されますが、加工品にも、産地表示を厳しく義務づ

けるべきだと思います。

以上です。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

じゃ、すみませんが、ちょっとここで一度切らせていただきまして、農地の問題、耕作

放棄地の問題、それからＣＯ の吸収源の問題等、大変貴重なご意見をいただきました。２

それでは、農地政策の関連では構造改善課長、それから、耕作放棄地の関係では農村振興

、 、 。 、局の次長 それから ＣＯ の吸収源につきましてはバイオマス推進室長の方から あと２

関連でございましたら、また引き続きこの場でお願いいたしたいと思います。

農村振興局次長でございますけれども、多岐にわたる耕作放棄地○山下農村振興局次長

に関するご質問をいただきましたので、ご説明いたします。

まず 「資料２（参考 」というところの２ページを開いていただきまして、ここに耕作、 ）

放棄地の解消に向けた取り組みを展開するというふうな資料をつくっております。まず、
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榧野委員からございましたように、どれだけの農地をどういうふうにして解消していくの

か。まず、現在の農地について、どういうふうなところでどういうふうな耕作放棄地があ

るのかという現状把握が必要なのではないかなというふうに思っています。というのは、

耕作放棄地と申しましても、いろいろなところでいろいろな要因で耕作放棄されているの

が実態でございますので、まず我々としては、どういうところでどういうふうな耕作放棄

地があるのかと、こういうふうな実態を把握していきたい。そこから話をスタートさせま

して、それから農地に戻せるもの、非農業的利用を検討せざるを得ないもの、特に我々と

しては、先ほど宮田委員からもご指摘がありましたように、植林とかそういうふうなとこ

ろを検討していきたい。特に中山間地の山の際のようなところ、しかも何十年も耕作放棄

しているというところは、やはり林地に戻していかざるを得ないんではないかなと、そう

いうふうなことの検討もしていきたいというふうに思っています。そういう意味で、具体

的な解消方策を策定しまして、解消方策に応じた対策を実施していきたい。

そこで、どれぐらいの比率で農用地として戻せるのかというご質問があったんですが、

我々としては、基本的には38万6,000haあるんですが、農振農用地区域内の15万haについ

て解消を図っていきたいというふうなことがまず１点でございます。というのは、15万3,

000ha以外のところは、実は農業政策としてなかなか手が講じられないというところでご

、 、 、 、ざいますので そこのところは まずは第２次的なものとしておきまして 第１次的には

農振農用地区域内の15万3,000haをいかにして解消するかというふうなところを検討して

いきたいというふうに思っております。そのときに、大体200市町村ぐらいから解消計画

を今出してもらっているんですが、大体15万haの約半分ぐらいは林地として戻さざるを得

ないのかなというふうに思っています。その中で半分ぐらいは、やはり農業的利用を考え

ていきたい。その農業的利用の中で一番有効な方法としまして、先ほど平田委員からご指

摘がありましたような放牧がございます。現にこれは中国山地なんかの山間地で、もう何

年も耕作放棄して草ぼうぼうになっているところに牛を林間放牧しまして、ここで草も食

べてくれますし、木もうまく除去することができるということで、かなり耕作放棄地が解

消している例がございます。これをやることによって、実は耕作放棄地が解消するだけじ

ゃなくて、イノシシが集落までおりてこられないというふうな副次的な効果もございます

ので、こういうふうな放牧の推進とか、そういう方法も考えていきたいというふうに思っ

ております。

それから、宮田委員からの指摘で、中山間地のような条件不利なところはどうするのか
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というご指摘だったと思います。実は、平成12年度から中山間地域の直接支払い制度とい

うものを導入しております。中山間地域というのは、全国470万haのうち、約４割が中山

間地域になるわけですが、このうち大体農振農用地区域では200万ha以下、150万haぐらい

だと思うんですが、そのうちの、しかも傾斜の農地ですね。条件の悪い農地について、そ

の約８割ぐらいの66万haについて中山間直接支払い制度を講じております。この結果、こ

の66万haについては農業生産活動の維持が基本でございますので、一切耕作放棄地が起こ

っていない。つまり、条件の厳しい中山間地の中で、さらに条件の厳しい傾斜農地のとこ

ろでも全く耕作放棄地が起こっていない。こういう政策は、今まで我々がとった政策とし

て評価がされてしかるべきかなというふうに思っております。

さらに、これに加えまして、本年度から農地・水・環境保全向上対策ということで、非

農家の人も集まって農地を維持管理していこうという対策を講じてきているところでござ

います。ただ、先ほどご質問があった耕作放棄地と集落の消滅との関係ですが、消滅する

ような集落においても、農家だけで農地を維持管理するんではなくて、農家プラス非農家

の人もあわせて、あるいはＮＧＯの人も、あるいはＰＴＡの人もあわせて、農地、あるい

は水資源というものを管理していきたい、こういうことで耕作放棄に一定の歯どめはかか

るのかなというふうに思っております。

そういう意味で、実は耕作放棄というのはなかなか決め手がない。いろいろな要件で発

生しているところがあるわけですが、そういう意味で、基本的には今、農地制度で検討し

ているような、例えば担い手に農地が集積して規模拡大する。そうすると担い手の生産コ

ストが下がるわけですから、そうするとコストが下がって農業の収益が上がって、引き取

り農家が農地を引き取りたくなる。そうすると、それがまた耕作放棄の解消になるわけで

す。そういう意味で、我々としては、いろいろな政策を講じて耕作放棄の解消に取り組ん

でいきたい。

たくさん質問をお受けしましたので、全部お答えできたかどうかわかりませんが、とり

あえずの答えとしては以上でございます。

それでは、お願いします。○鈴木部会長

バイオマス推進室でございます。○下村環境バイオマス政策課バイオマス推進室長

それでは、ご質問をいただきました農地の二酸化炭素吸収機能についてでございます。

通常、稲わらなどの有機物、これを放置いたしますと、自然分解いたしまして二酸化炭

素が発生するわけでございますが、これを堆肥とかいう形にして土中、農地中に投入いた
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しますと、一部は微生物が分解して二酸化炭素の形で空気中に放出されるわけでございま

すが、残りは長期間土壌中にため込まれる、貯留されるということでございまして、その

投入した有機物に含まれる炭素と放出した二酸化炭素、この差し引き分が農地に吸収され

るということになるわけでございます。実は、これは京都議定書上も仕組みとして、森林

が吸収源として位置づけられてございますが、農地についても吸収源として位置づけるこ

とができるという仕組みになっておりまして、日本はこれを選択してございませんが、カ

ナダでありますとかスペイン、こういった外国ではこれを選択しているところもございま

す。

いずれにいたしましても、現在、地球環境小委員会の中で、これに関する知見を集約い

たしております。できるだけ国民の皆様にもわかりやすいような説明ができるように、私

どもとしても、知見の集約を踏まえて情報発信に努めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それから、櫻井委員の方から、水田からの温室効果ガスの発生ということでご指摘ござ

いました。水田からはメタン、これも温室効果ガスの一つでございまして、実は発生量か

らいきますと二酸化炭素が最大でございますが、メタンは二酸化炭素の約21倍もの温室効

果があるといわれておるものでございます。これは稲わらなどがそのまま土中に残りまし

、 。 、て ここに水が張られるわけでございます そうしますと嫌気性の細菌がメタン発酵して

メタンガスがぶくぶくとわいてくるというものでございます。これを防止するためには、

まず１つは、稲わらをそのまますき込んだりしないで、完熟堆肥のような形にして有機質

肥料として施用したり、あるいは中干しということで、嫌気状態をできるだけ少なくする

というような適切な農地管理をすることで、これはメタンの発生というものをできるだけ

少なくしてまいるということが可能だと考えておりますし、私どももそのような施策を推

進してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、お願いします。

平田委員の方から、加工食品につきまして輸入の関係のご質○谷口消費・安全局審議官

問があったかと存じますけれども、表示の問題でございます。

加工食品として、例えば缶詰なら缶詰の輸入をされている場合には、その缶詰がどこか

ら来たのかということについては、ＪＡＳ法の中で表示をしなさいということになってお
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ります。国内で製造する加工食品の一部については、重量比で50％を超えるものは、50％

を超えるものの材料がどこから来たのかというのを表示することとしておりますが、例え

ば１種類とか２種類ぐらいだとそういうのは可能ではありますが、加工食品として原材料

が何十種類もあった場合には、それをすべてもとの原産国はどこだということについての

トレースが、正直はっきり言いまして難しいということもございまして、現在のところは

そこまで行われていないというのが現状でございます。

将来的な話をちょっと申し上げてあれかもしれませんが、日本で加工という形をすべて

とるというふうになれば、日本の業者が原産国をあちこちから持ってきて、トレースでき

る限りはやってくださいというのが言えるかもしれませんけれども、例えば缶詰として向

こうでつくっちゃって、それでこちらへ持ってくるという話のときに、どこから本当に入

っているのかということを向こうの国の製造業者に求めるということは、実際問題なかな

か難しいところもございますので、その点がちょっと我々として悩みの種だろうというふ

うに考えております。

ありがとうございます。○鈴木部会長

あと、櫻井委員の方からありました、国土交通省さんの関連の質問について、ちょっと

お答えいただけますか。

いただいたご意見、そういったご意見があっ○福田地方整備課課長補佐（国土交通省）

たということは、帰りまして担当部局の方には伝えておこうと思っております。

、 、 、それから 港湾につきましては 道路だけが輸送をやるというわけではございませんで

、「 （ ）」 、港湾につきましても 資料３ 参考２ の25ページの下の方に書いてございますように

拠点の整備等を進めていくというような考えでございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、今の説明を踏まえまして、先ほど挙がっていた荒蒔委員から先に、すみませ

んがお願いいたします。

すみません。今の質問にちょっと関連するのですが、農地政策に関して、特○荒蒔委員

に「資料２」の２ページで概略をまとめられていてよくわかるのですが、私の感じますと

ころは、一歩一歩というか、徐々に進んでいるのかもしれませんけれども、こういう問題

は歴年ずっと抱えてきて、なかなかうまくいかないと感じます。ですから、フォーカスを

して優先順位を決めていくということが大事なのかなと。全部必要なことはわかるんです

が、特に、耕作放棄地の解消については、今の農地法である自作農主義というのをある程
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度見直すところまで行く必要があるのかなというふうに思います。

２番目の転用規制の強化というところで、ここに書いてございますけれども、病院等の

公共施設云々については、例えば公共投資をして構造改善をやって基盤整備をしたという

、 、 、農地であれば その転用に関しては ここでちょっとあいまいに言っているのではなくて

もっと厳しく、全体の見地から判断するというようなことまで明記していかないといけな

いんじゃないかと思います。

それから、最後の所有から利用への転換については、最後のところで20年を超えるとい

うことをちょっとご説明の中でおっしゃっていましたけれども、これもはっきり、もう20

年を超える定期借地権というのを明文化するところで進めていただきたい。今のこの政策

に対しては非常に賛成なんですが、進まないところを動かすための肝心なところは、もう

。 。少しはっきり優先順位を決めて明文化していく必要があるんじゃないだろうか 意見です

ありがとうございました。○鈴木部会長

では、引き続き藤岡委員、お願いします。

バイオ燃料のことについて１つお伺いしたいと思いますが、この資料の中に○藤岡委員

もご案内のように、昨今飼料穀物が非常に高騰している、あるいは原油がもう毎月上がっ

て歯どめがかかっていない。あるいは、今、盛んに議論されているように、耕作放棄地が

年々増加している。そして慢性的な米余り現象が、やはり今年もまた発生している。それ

と今の地球の温暖化、自給率の低下ですね。あらゆる要素を加味しても、今こそ我々日本

も、このバイオ燃料というところにもっと力を入れて、早急にこれは進めるべきじゃない

かと。先ほど私が申し上げた６つぐらいの要素の中でも、これをすべてクリアできるのは

今のバイオ燃料事業というのは、私はどうも諸外国に比べて、特にブラジルとかアメリカ

なんかのあれを見ていますと、この先進国の日本は、何か化石燃料がない割には随分おく

れているなという感じがしております。そういう意味で、ぜひともこれに力を入れてもら

いたい。これは農水省だけじゃなくて、ほかの省庁も関連してくることなので、一概に農

水省がどうのこうのというわけじゃないですが、長いスパンで考えても、ぜひこれは早急

に進めてもらいたいなと思います。それに対する見解をちょっとお伺いしたいなと思いま

す。

ありがとうございました。○鈴木部会長

古口委員、お願いします。

私からは幾つか。○古口委員
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私は大変小さい町の、１万6,000人ぐらいの町の首長なんですが、いわゆる中山間地な

んですけれども、中山間地における日本全国の農産物の生産というのはどのぐらいを担っ

ているのか。ちょっとご質問をしたいと思います。それが１点です。

そういう中で、品目横断的経営安定対策についても、これはやはり、なるほど、そのと

おりだなと思うんですけれども、いわゆるそこからこぼれた農家の皆さん、これを一体ど

うするかというような政策というのは、どうお考えになっているのか。

それから、３点目なんですが、もう本当に先日も日本全国の農山村の首長さんが集まっ

ていろいろ陳情活動をしましたが、鳥獣害対策、これについては大変深刻です。ここ３年

から５年が勝負ではないかと思っています。確かにここにありますように、鳥獣との共生

とか、いろいろなことを言われますけれども、もうそれは理想であって、現実的には集中

的な個体の調整以外にないと考えています。そのことを１つ念頭に置いて施策を考えてい

ただきたいと思っています。

最近私は思うんですが、さらにこれを突き詰めていくと、なぜこういった鳥獣害対策が

こんなになってしまったのかといえば、やはり農山村が疲弊している。ですから、一時的

に個体の調整を集中的にやって成果を上げたとしても、今のような農山村がどんどん疲弊

していって過疎化が進んでいくのであれば、この問題はいつまでたっても堂々めぐりでな

くならないと私は考えています。そのようなことを基本に置いて、基本認識として持って

いただいた上で政策を考えていく必要があるのかなと思っています。

それから、家畜排せつ物の適正処理を義務づける法律ができて、各地に土づくりセンタ

ー等ができて、生ごみ等も有機的な土に戻していくという、そういうのがうちの町でもあ

るんですけれども、ここは実は思った以上に施設の劣化が激しいということが最近よくよ

くわかってきました。これ、非常に有効で、私は地球温暖化に対しても非常にいい施策だ

とは思っているんですが、この施設はどこであってもペイしない施設ですから、この維持

管理に対して、多分各市町村というのは、今後大変な負荷を担ってくるのではないかと考

えております。そのようなことも勘案に入れていただければと考えています。

そして、最後にもう一つ。隣に櫻井委員がいるので、非常に私は言いづらいんですけれ

、 。 、 、ども 先ほど道路の件についてお話がございました これから ここに書いておるように

団塊の世代を考えた二地域居住、また都市と農村の交流を盛んにしていくというときに、

道路を考えずに、私はこれは成り立たないと思っています。道路は終わったと言った国会

議員の方がおりましたけれども、それはどこの国の話かなと、我々中山間地域の首長は全
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部そう考えています。

また、いかに農林・農業政策と国土交通省の政策が道ということで関連していくかとい

えば、実は、先ほどサービスエリアとかパーキングエリアの話がございましたけれども、

私の町に道の駅があります。年間６億売りますけれども、その２億は農産物の販売です。

新しく新規就農した方は、ここに出すことによって生活が支えられて、さらに新規就農を

した、その方たちに情報がめぐっていますから、新たな新規就農が何人かふえているんで

すよ。これはわずかな人数です。まだ全体からすれば十五、六人の新規就農ではあります

けれども、ですから私は、道ということ、それからサービスエリアも含めた道の駅という

こと、こういうことも考えれば、当然先ほどからありましたように、省庁間を超えて国土

交通省、それから農水省、そしてまた経済産業省、このあたりが一緒になって考えてもら

う必要があると思います。これはもう事実ですから。さらにもっと私は発展させていって

いただきたいと思っています。

ちなみに、今、全国868の道の駅がございます。道の駅については、私は国土交通省が

放ったソフト事業の最大唯一のヒット商品と呼んでいますけれども、実はこの道の駅で、

全部ここを支えているのは農産物の直売です。これは、もし道の駅がなかったら、私ども

の中山間の町は本当に、今150人ぐらいそこへ出荷していますけれども、みんなやめてい

った方だと私は思いますよ。実は、今、70代のおじいちゃん、おばあちゃんがやっていま

すけれども、その道の駅のやつを見て、50代の方が１人帰ってきています。帰ってきてい

るんです。そういう事実を見れば、ここに道の政策があるのはおかしいというような発言

がございましたが、私はちっともおかしくないと思っています。

以上です。

ありがとうございます。○鈴木部会長

そうしたら、玉沖委員、お願いします。

１点申し上げます。○玉沖委員

白書に関する件ですけれども 「資料３（参考１ 」の参考１の41ページからの共生・対、 ）

流に関する部分なんですけれども、ここに外客誘致、インバウンドのことが全く触れられ

ていないのが少し違和感を感じております。先ほどの関連府省の政策のところで、国交省

のところでは、国内外の観光客ということでは訪日外国人ということが大きくうたわれて

いて、42ページの事例のところでも、台湾からのツアーの一環という事例が紹介されてお

ります。あと、実際に現場でも、もう既にインバウンドについて視野に入れた政策や挑戦
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が始まっておりますので、ここで少しインバウンドのことを触れられないと、少し実情と

違和感があるなというのを感じております。

以上でございます。

それでは、松本委員、どうぞ。お願いします。○鈴木部会長

３点ばかり述べさせていただきたいと思います。○松本委員

１つは、先ほど各委員から農地の話も出ましたもので、１点だけ申し上げたいと思いま

。 、 、 、す 今日は担当の部署の方もおられますが 農水省も今般 なかなかこの件は大事なので

じっくりと法制上は構えられると、こういう姿勢じゃないかというふうに理解しているん

でありますけれども、そのとおりでありまして、地域の農業の姿とか地域社会の姿、こう

いうものについて大変幅広く影響を与える法制が絡んでおるわけでありますから、くれぐ

れも将来に禍根を残さないように、じっくりと検討願いたいということをここでお願いし

たいと思います。

それから、２点目が、先般もちょっと申し上げたんですけれども、繰り返しかもしれま

せんが、この施策編の中の項目に、団体の再編整備に関する施策というようなところも１

項起こしておられるんでありますけれども、もう一つ、やはり地域を回りますと、とりわ

け平成の市町村合併を経まして、行政の体制が大変農業施策推進上脆弱化しておる。マン

パワーも、それから財政的にも、そういうお話を首長さんなり自治体の関係者の方々から

よく聞きます。現実にそうだろうと思いますね。だから、これはなかなか難しい。今の日

本のありようを再編するという、この時代の中でなかなか難しい問題だと思いますけれど

も、国段階で幾ら立派な施策を企画されても、実行に移す、現場につなげていくという、

そういうパイプが細っておるということであれば極めて非効率です。このあたりは特に動

向にも関係しますが、果敢に分析願って、行政の内々の話ですから難しい面があろうかと

思いますけれども、国民に状況を知らしめていただきたい。1,800の自治体の中で、ある

いは47都道府県の中で、今農政にかかわるマンパワーはどうなっているのか、あるいは関

連予算がどういう推移で今この時期なっているのか。そうしたことがあまり国民の目には

なかなか届かないんですけれども、この際、この時代でありますから、果敢に分析を願い

たいというのが２つ目です。

それから、今日のお手元の資料の 「資料３（参考１ 」の７ページ。７ページは両方と、 ）

も、なかなかすてきな分析例示になっておると思うんでありますが、農地の規模拡大、あ

るいは集団的な面的集積という政策課題が表に出ているときに、下段の農家数の規模別動
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態というのが、これはセンサスでしょうか。前もそういう感じはしておったんですけれど

も、増嵩で望ましい方向に今、経営体が強化されているという一方で、青のようなマイナ

スの方向にいっている。これは経済活動ですから当然のことでありますけれども、この青

の部分が、むしろここずっと拡大しておる面もあるわけですね。このあたりを、やはり体

力のある、足腰のある経営体の支援を強化するという観点からすると、この青の部分がど

。 、 、ういう要因で大きくなってきているのか ゼロなら最高なんですが 実経済活動ですから

当然つぶれるところもあるわけですけれども、そのマイナスにベクトルする、そういう要

因をやはりよく分析いただいて施策に反映いただきたい。こういうお願いであります。

以上です。

。 、 、○鈴木部会長 ありがとうございました じゃ ここでまた一度切らせていただきまして

いろいろ多岐にわたるご質問をいただきましたが、私の方でお答えできる点をまず１つ最

初に。中山間地域の生産のシェアの問題ですが、これは農業生産額の４割を占めておりま

すので、その点をまずお答えしておきたいと思います。

それから、農地の関係、あるいはバイオ燃料の問題、品目横断におけるこぼれた農家を

どうするか、鳥獣害対策、それからふん尿処理問題等につきましては、経営局さん、バイ

オマス推進室、それから生産局担当からお答えをいただきたいと思います。あと、道路の

問題につきましては委員の間でも見解が分かれておりますので、もしさらに意見があれば

お出しいただく。それから、玉沖委員と松本委員からも、それぞれ重要なご指摘をいただ

、 。きましたので これにつきましても順次関連のところからご回答いただければと思います

お願いいたします。

農地政策の見直しについて、お２人の委員の方からお話をい○光吉経営局構造改善課長

ただきました。ご質問というよりご意見だったと思いますので、貴重なご意見として承り

たいと思います。

なお、荒蒔委員からの、優先順位を決めてきちんとやっていくべきだというお話はもっ

ともだというふうに思っております。現時点での取りまとめは、現時点での基本的方向を

取りまとめたということでございまして、いろいろな論点がそれぞれございます。今後、

具体的内容を詰めていきたいと思っております。

自作農主義を見直すべきというのは、きっと委員は、自作農主義そのものじゃなくて、

どういうふうな農業をつくっていく規制なりにしていくのかという観点だと思います。我

々もイデオロギーから入って哲学論争をやることはなくて、どういう規制がいいのか。そ
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うすると農地がいかに有効利用されるのかという観点に立って、その結果として何とか主

義とかいうのがあるのかないのかという話だと思っております。所有から利用への転換と

いう考え方でしっかりやっていきたいと思います。

あと、松本委員から、地域の農業や社会に問題が生じないように、しっかりと、そして

じっくりと検討──ちょっと「じっくりと」の意味がよくわかりませんが、農地の有効利

用を待ったなしの状況の中で、制度だけ残って農地の現場が荒れてしまうというのはとて

も耐えられない話だと思いますので、スピード感は持ってやりたいと思っております。本

当に地域農業や社会、ここがしっかりやっていけるような形をスピード感を持って検討し

たいと思います。

以上です。

次に、農地の転用の基準の強化についてご質問があったと思いま○山下農村振興局次長

すが、我々もまさにおっしゃるとおり、もっともだと思っております。基盤整備をした農

地につきましては、農振農用地区域に農地として指定するということが原則でございます

し、それから、農地法の転用の基準についても、甲種農地とか、あるいは第一種農地とい

うことで、原則として転用しないというふうな運用をしておりますので、その運用の基準

が徹底するように努力していきたいというふうに思っております。

それで、中山間のシェアについては、先ほど座長の方からご報告があったとおりです。

すべて４割だというふうに、農家戸数でも耕地面積でも、それから産出額でもほとんど全

体の４割だというふうに覚えていただきたいというふうに思っております。

それから、話が随分飛びまして、玉沖委員の方から外国人の旅行者への対応に関する話

がありましたけれども、我々もまさにおっしゃるとおりだと思います。実は、共生と対流

についての各省連携の副大臣プロジェクトチームでの議論を踏まえ、国土交通省と連携い

たしまして、国際的なグリーンツーリズムを推進するという方針を打ち出しております。

現在、石川県の立山市とか岐阜県の高山市でこういうふうな取り組みが行われているとい

うふうに承知しておりまして、我々としては、国土交通省のビジット・ジャパン・キャン

ペーンと提携して、一生懸命やっていきたい。要するに、我々のサイドとしては、いかに

そういう人たちを受け入れられる宿泊施設をつくっていくか。これは農家民泊でも、それ

から子供の交流体験のところでも、農家の方、農村の方でどういうふうな基盤がないと、

やはり来たいと思いませんので、そういうふうな基盤を我々の方としても、いろいろな施

策を通じて整備していきたいというふうに思っております。
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藤岡委員の方から、バイオ燃料をしっ○下村環境バイオマス政策課バイオマス推進室長

かりやるようにという叱咤激励のお言葉をいただいたと受けとめております。どうもあり

がとうございました。

私どもも、このバイオ燃料、まず１点は、価格が高騰しております化石燃料、これは有

限な資源でございますので、この資源の燃料の多様化を図るという観点から重要だと考え

ておりますし、地球温暖化問題への対策ということで、カーボンニュートラルという特性

を持っておりますバイオ燃料の活用を進めるということは意味がある。そして何より、私

どもの所管しております農業、この分野でも、耕作放棄地の活用でありますとか、農業の

新しい世界を切り開くということでも、このバイオ燃料というものには力を入れてまいり

たいというふうに考えておるところでございます。

資料の方にも若干触れさせていただきましたが、昨年11月、当時の安倍総理の方から、

国産バイオ燃料、これを進めるために関係省庁が集まって道筋を描くようにというご指示

をいただきました。その結果が、実は今日の「資料３（参考１ 」の14ページの上に書い）

てございますが、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表という形で、今年２月

取りまとめをしまして総理の方に報告いたしました。この中身は、特にバイオ燃料で現在

大きな問題になっておりますことに食料との競合ということがございますが、私ども、国

、 、産バイオ燃料を進めるに当たりましては 当面は食料のメインストリームから外れた食物

規格外の農産物でありますとか、余剰の農産物──ただ、それでは量に限りがございます

ので、将来的には人間の食料に適さない稲わらとか間伐材、こういったいわゆるセルロー

ス系バイオマスと言われているようなものを積極的に活用することで、これは私ども農林

水産省の試算では、2030年ごろまでには、現在のガソリン消費量、年間6,000万キロリッ

トルございますが、その約１割に当たります600万キロリットル、ここまで技術開発など

が進めば、条件が整えば生産可能ではないか。その実現に向けて取り組んでまいりたいと

いうことでございます。

実際、19年度、現時点での取り組みをご紹介させていただきますと、今年度、19年度の

事業といたしまして、これまでバイオエタノールを例にとりますと、実証実験レベルでの

取り組みということで、全国７カ所での実験、事業が行われておるわけでございますが、

年間30キロリットル程度の生産だったものを、これを一気に実用生産にまで持っていこう

ということで、商業用エタノール生産施設に対する補助事業というものを19年度事業とし

て行うことといたしまして、３地区、14ページに書いてございますが、北海道２地区、新
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潟１地区のバイオエタノールプラントに対する助成を行うことを決定いたしました。これ

によりまして、一気に国内でのバイオエタノールの生産量は1,000倍以上になるというこ

とで、いよいよ日本も本格的にバイオエタノールが生産され、流通するようなところに一

歩踏み出せたのかなと。また、こういった取り組みを支えるための、バイオエタノールに

限らず、バイオ燃料を生産するための技術、資源作物の開発、こういったものに対する研

究開発予算も単年度当たり15億円確保いたしまして、今年度から取り組んでおります。も

う一点、こういったバイオエタノールなどが流通するに際しては、政策・制度面からもこ

れを支援するということで、諸外国の例も参考にいたしまして、現在バイオエタノールを

使う場合にはガソリンにまぜて使いますが、ガソリン税、リットル当たり53.8円課せられ

ることになるわけでございますので、これの減免要望というものを、農林水産省だけでな

くて、環境省さん、経済産業省さんと一緒になって現在要望しておるというところでござ

います。

このように、いろいろな施策を組み合わせながら、関係省庁とも連結を密にしながら、

日本としてのバイオ燃料政策を政府を挙げて取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、何とぞご理解、ご支援のほどをお願いしたいと思います。

ありがとうございます。○鈴木部会長

あと、松本委員の方から、白書に関連しまして、農政のマンパワーとか規模縮小要因の

分析等についてもご指摘がありましたので、これは情報課長の方からお願いいたします。

「資料３（参考１ 」の、まず７ページの関係で、松本委員からござい○中村情報課長 ）

ました。５ha以上に拡大している農家が多いんだけれども、５ha未満層に縮小している農

家というのもふえているということで、その右側にもう一つグラフをつけてございます。

拡大農家と縮小農家を比較すると、１つは経営者の年齢、それからもう一つは、これは米

販売農家ですけれども、単位面積当たりの米の販売額というのが影響しているんではない

か。経済面と、労力の問題ということが伺われるわけですけれども、この辺をベースに、

もう少し分析が深められれば深めたいと思っております。

それから、36ページをちょっとお開きいただきたいんですけれども、地方公共団体のマ

ンパワー等々のお話が同じく松本委員からございました。ちょっと施策という意味では、

なかなか記述しにくいんですが、この36ページの上にございますように、昨年の白書から

市町村の合併問題を取り上げておりまして、今回さらに分析をするということで、職員数

や予算がどうなっているか比較してございます。見ていただいて一目瞭然ですけれども、
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農林水産関係の職員や予算というのが減っていく傾向にあるということでございますの

で、実際の取りまとめに当たって、この辺の記述を充実させて紹介をしていきたいと考え

ております。

もう一つ、玉沖委員の方からございました。先ほど施策の面では農村振興局からご説明

がありましたけれども、こちらも実際の文章を書くに当たって念頭に置いて作成したいと

思っております。

以上です。

ありがとうございます。○鈴木部会長

それでは、もう一点、品目横断からこぼれた農家をどうするかという視点につきまして

は、企画評価課の方からお願いできますでしょうか。

、 、 、○塩川大臣官房参事官 直接のお答えではないんですが 総理の所信表明でも 高齢農家

あるいは小規模農家が安心して農業に取り組める環境を作り上げるという、そういう表明

がございましたので、農林水産省としても、まさに農業・農村全体に対してきめ細やかな

支援を行うということが必要だと思っていまして、産業政策、それともう一つは農村全体

の活性化を目指す地域振興政策の両面から取り組んでいかなくてはならないと思っており

ます。産業政策の方は、小規模な農家の方が集落営農組織に参加するための支援だとか、

あるいは産地づくり対策、これも小規模な農家が対象になります。あるいは野菜、果樹、

畜産などの品目ごとの対策、これも小規模農家が対象になりまして、こういうもの全体を

うまく活用しながら進めていきたいと思っています。

また、地域振興政策について、先ほど農村振興局次長からご説明がありましたような農

地・水・環境保全向上対策だとか、あるいは中山間地域等直接支払、あるいは都市と農村

の交流の一層の推進などによって地域を活性化していくということに取り組んでいくこと

が必要だと考えております。

ありがとうございます。○鈴木部会長

これに関連しまして、経営政策課長の方から。

経営政策課長でございます。○山口経営局経営政策課長

今、塩川参事官からお話がございましたとおり、中山間の農業については品目横断対策

以外のいろいろな施策を講じて、その活性化を図っていくということになるわけでござい

ますが、品目横断対策の中でも、集落営農を組織していただければ、高齢農家や小規模農

家、これらも対象になるということになっております。20haという集落営農の要件が厳し
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いんではないかというようなお話をよく聞くわけでございますが、今、中山間の条件の不

利なところについては、10ha以上ということに面積が緩和されております。あと、所得的

に一定以上の所得が上がるような集落営農であれば、またそういった面積以外の要件でも

って品目横断の対象にすることができるわけでございます。

いずれにしても、品目横断といいますと、ちょっと名前からいって、すべての品目を対

象にした総合的な農業政策というふうに受け取られておるんですが、実際のところは米、

麦、大豆を中心とした土地利用型農業の体質強化を図るための施策ということでございま

す。そういうことで、麦、大豆をつくっておられる農家の方々は、ほとんどの農家が現在

この品目横断に入っておられます。残されておりますといいますか、今問題になりますの

は米をつくっておられる農家。特に高齢で中山間の奥の方でつくっておられる方、こうい

った方々にどうやって元気を出していただくかが重要だと思うんですけれども、それにつ

いては、品目横断といいますのは、ある意味、先ほどの塩川参事官の説明にありましたよ

、 、 、 、うに 産業政策としては ある程度効率化を図ったりとかコストを下げたりで 付加価値

所得を上げていくというための施策でございますけれども、それだけではやはり十分そこ

ら辺の対策までにはならないと思っております。農村全体の政策、先ほど道の駅の話も委

員から出ましたけれども、ああいった、例えば集落営農で米生産が効率化してしまえば、

余った労働力があるわけでございますので、そういう方々が野菜をつくって道の駅で売っ

ていただいて、それで所得を上げていただくとか、そういった米だけではない地域の特産

物を生かした新しい農業の形をつくっていただくという、その第一歩に本対策がなればい

いんじゃないかというふうに思っております。

以上です。

ありがとうございます。○鈴木部会長

生産局さん、お願いします。

古口委員からご指摘があった鳥獣害問題であります。ご指摘のと○清家生産局総務課長

おり、中山間地域中心に農林漁業への被害が深刻化しているということで、私どもも重要

な問題だというふうに認識しております。

それで、これまでも農水省でも対策を講じてまいりましたけれども、20年度予算で予算

も大幅に拡充しまして、単独市町村、あるいは複数市町村が防止のための総合的な計画を

つくっていただいて、それで箱わなの導入ですとか、あるいは防護さくの整備ですとか、

その他いろいろ、もろもろの対策に対して応援をするような、そういう予算を今要求して
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おるところであります。

それと、もう一つは、先般これは自民党の方で、この有害鳥獣による農林水産漁業、そ

の他に対して影響を及ぼすことを防止するための対策の特別法案が取りまとめられたとこ

ろであります。これは当然農水省だけにとどまらず、関係省庁にもかかわることでもあり

ます。したがって、私どもも、こういった法案が取りまとめられたことも踏まえまして、

、 。関係省庁とも連携しながら また一層取り組んでまいりたいというふうに思っております

それと、もう一つ、堆肥センターといいますか、土づくりセンターに関連したお話があ

りました。施設の老朽化、維持管理も大変だと。これは、これまでもそうでしたが、今後

についても施設整備に対しては、農水省の補助事業なり、あるいは農林漁業金融公庫の資

金とかいったものがございます。そういったものを活用していただければと思いますが、

維持管理の部分については、なかなか税金で運営していこうというのはちょっと難しいと

ころがあります。ただ、昨年度、これは生産局の畜産部の方で、家畜排せつ物の処理・利

用に関して、それを今後さらにどういうふうに推進していこうかというための、そういっ

た基本方針の見直しを５年ぶりでしたか、しまして、生産現場の方々、あるいはその他消

費者の方も入っていただいてご議論していただきました。その中でやはり重要なのは、特

に土づくりという、そういった視点から見て、耕種農業の人たちから見て、これも多種多

様なニーズがあります。そういったニーズに合った、そういうものをつくっていくという

ことが大変重要だろうということが１つ課題としてありましたので、そういったことも踏

まえて、いいものをつくっていくといいますか、いい堆肥をつくっていくということを、

ソフト的な面でいろいろとまた応援をしていかなければいけないんだろうというふうに思

っております。

以上でございます。

ありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、岡本委員、お願いします。

岡本です。よろしくお願いします。○岡本委員

私は、今回資料をいただいた中で２点、とても気になりましたのでお願いします。

最初は 「資料３（参考１ 」の共生・対流の一層の促進に向けた取り組みのところで、、 ）

42ページの全国の小学生１学年、120万人を目標に長期宿泊体験をさせるというところで

す。これはすごいことだなと正直思いました。ただし、実際やろうとすると、いろいろ大

。「 」 。変だろうなとも思っております 受入体制の整備が必要 とさらっと書かれてあります
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長期とはどのぐらいなのかわかりませんけれども、実際問題としては、小学生でしたら、

例えば５人に１人だれか付き添わなければいけないということなら、スタッフの配置だけ

でも大変な数になります。さらに、宿泊の体験を生かすためには、前後のレクチャーが有

効です。事前に、こんな意味があってこうするんだよとか、体験のあとで、こんな意味が

あったんだよということをしっかりわかってもらう、という部分も必要になってきます。

単に、農村に行って体験しただけでは済まなくなるという部分もあると思います。

ただし、これが本当に動き始めたら、農村の活性化や、将来的に新規に農業をやってみ

ようというお子さんがふえるなどの効果があると思います。また、逆に農家の方たち、農

業に携わっている方たちも、私たちはこんな意義のあること──例えば多面的機能を担っ

ていることなどを意識なさるというか、改めて感じられるところがあると思いますので、

ぜひ進めていただきたいと思います。おそらくモデル事業などもなさることと思いますの

で、こんなことを言うのは失礼かとは思いますけれども、実際進めていくやり方自体も、

一方的に決められるのではなくて、いろいろな話し合いを経て決めていただけると、とて

もありがたいなと思います。

もう一点気になりましたのは、耕作放棄地に関してです。先ほどから皆様からお話が出

ておりますが、今までさんざん増えてしまって大変という耕作放棄地を５年間で解消しよ

うという意気込みにとても驚きました。その中の一部で、山林や原野などの非農業的利用

に戻すというような一文があったのがちょっと気になりました。というのは、今、自給率

が下がっているということは、外国からたくさんの食料を輸入しているということです。

「資料３（参考１ 」の19ページにあるように、日本の耕作地の2.7倍の耕作面積を海外に）

頼っているという現状です。もっと農産物の量が求められた場合、今あるところを効率的

にして量をふやすか、あとは農地を広げるかということになると思います。その中で農地

を狭めていこうということをなさるのであれば、耕作放棄地の解消だけを考えるのではな

くて、総合的にいろいろなことを考えてやっていただけたらなと一般市民としては思いま

した。

以上です。

ちょっと言いそびれちゃったんですけれども、道路の話で古口委員の方から○櫻井委員

ご議論がございましたので、もう少し申し上げたいんです。

道路の議論は、何か大体パターンは同じでして、自治体の方は大体おっしゃるようなロ

ジックだと思うんですけれども、この間も北海道のある方と話をしていましたらば 「地、
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域に病院がないから、１時間20分かかるところを道路ができれば20分で行ける。命の値段

を考えて道路をつくってほしい」と、こう言うんだけれども、それは論理としては倒錯し

ておるのでありまして、現場としてはそういう対応なのかもしれませんけれども、原発政

策がいいかどうかという議論をしているときに、原発がなくなると原発で働いている労働

者の生活が困るという議論と同じなので、合理的な政策ってどういうものかということを

考えましたときに、要するに国交省が出している施策というのを、特定財源を守りたいと

いう一心で出しておられるということは、むしろよくわかっているわけで、そこのところ

が、道路関係予算については５兆8,000億全体であるわけですけれども、そういうものに

ついて合理的な配分ということをする必要があるんじゃないかということを私は申し上げ

たかったということであります。

サービスエリアにつきましては少しグレーのところもありますけれども、いずれにしま

しても、歩行空間のバリアフリー化とか、ＩＴＳがどうとか、こういうのは遠い話である

ことは明らかでありまして、そういう意味では、やはりちょっとみっともないので、もう

少し慎重にお書きになった方がいいんじゃないかと思いますし、それから、港湾とかにつ

きまして、ある程度拠点的な投資をしているんだということですけれども、しかし、スー

パー中枢港湾がグローバルな基準からいうと全然スーパーじゃないということは、むしろ

港湾局さん自身が自認されていることなので、それはそれで、だからといってここに書か

れていることが合理性があるというふうには必ずしも言えないということを申し上げたい

と思います。

あと、私、もうちょっとで退出するので、本体のところについてちょっとご意見を申し

上げたいんですが、よろしいでしょうか。

白書についてなんですけれども、まず動向の方ですね。動向の方でトピックスのところ

、 、 、で４つ挙がっているんですが 少しご検討いただきたいのは 私の専門の立場から言うと

行政がどういうふうにあるべきかというふうに見たときに、農業政策というのは、要する

に国際的なＷＴＯ交渉等があって、それが待ったなしで進んでいるという外側の議論の話

というのがあって、交渉が合意になればなったで、すぐそれを国内的な農業政策に反映さ

せなければいけないわけですよね。ここの国境を越える行政といいますか、対外的な交渉

と国内的な政策の関係みたいな議論というのは、これは学問的にいってもちんとした議論

がないところですし、空白だったところです。それから、行政の課題としては非常に深刻

といいますか、非常に難しくて、とてもなかなかやり切れないだろうという感じがすると



- 40 -

ころですけれども、そういう観点からいきますと、トピックスのところで、本来であれば

国際動向と国内農業の関係みたいな話を、もう少し危機感を持って大きなテーマとして取

り上げた方がいいんじゃないか。これはもう待ったなしの話ということになりますので、

そういう感想を持っているということになります。

これは、こちらの白書の構成案のところでも、先ほど配った資料ですと、例えばＷＴＯ

交渉とかＥＰＡ云々の話というのは、その他のところで後ろの方に回っているんですが、

むしろ本当にこれはすべての前提になるような重要な議論なので、後ろの方じゃなくて、

もっと前の方に繰り出して書いた方がいいんじゃないかというのが私の感触ということで

ございます。

もう一点申し上げたいのは、食の安全についての議論というのは、それなりに取り上げ

られてはいるんですけれども、しかし、その食の安全の議論というのは、本当に農水だけ

ではなくて厚生労働省さんだったり、それから不正競争防止法だったら経産省さんという

ことで、要するに、まさに縦割りといいますか、権限が各省に分配されてしまっていて、

どういうふうに対応したらいいんですかと。しかも対外的な対応もしなければいかんとい

、 。うことになってきますと 国というのが前面に出てこないといけない領域の話なんですね

だから、それをどう書くかということなんですけれども、文章の説得力ということからい

いますと、農水には農水のできることというのは限界もあるんだけれども、限界があるな

ら限界があるということを書かれる。それから、他省庁の関係も、そういうふうにやって

いくんだというだけでは説得力がないので、ここがこういうふうに問題で、各省はこうい

う形でもやっているんだけれども、どのぐらい具体的にそういう協調関係みたいなところ

ができているのか、あるいは限界があるのか、政治の力が必要なのか、内閣府とか内閣と

か、そういうところ主導でやるのかというようなところまで少し踏み込んでお書きいただ

くと、国民の立場からして、農業政策は大分変わりそうかなという感じがするというふう

に思っております。

あと、ごめんなさい、もう一点だけ。全般的な話で農業政策の特徴というのを私なりに

まとめてみると、なかなか難しいなというふうに思うんですが、難しさの理由の一つは、

対象が農業関係者というのが、ある種、massなんですよね。消費者行政と似ているところ

があって、つかみどころがいま一つないというか、なかなか思うように動かせないという

ところが恐らくあって、だから、そこを与党だったり野党だったりが取り合っているとい

うところもあるわけですけれども、そこがやはりちょっと難しいんだなということで、通



- 41 -

常の企業に対して何か規制をするとかいうのと大分違うなというのが、ちょっと農政の難

しいところの一つだなというところが１つ。

それから、何でこんなふうになっちゃっているのかというと、２点目は、農業政策とい

うのは政治とやはりちょっと結びつき過ぎたというところがある。これは道路と似ている

ところがあって、政治と結びついていると、何か解明的な政策がとりにくいというのが場

面によっては出てくるということで、そこが障害になっているということだと思います。

そこがやはりちょっと乗り越えがたいなということで、全体としてはあまり未来は明るく

ないなという感じがするわけですけれども、そういう大きな課題があるなというふうに思

います。

いずれにしましても、道路の話もそうですけれども、多分来るべき選挙があれば、それ

なりの答えが出るんだろうというふうに思います。

以上です。

お先に失礼しようと思ったら 「今から反論するから帰るんじゃない」と言○古口委員 、

われたんですが、私は思うんですけれども、多分櫻井委員さんと私の決定的な違いという

のは、多分櫻井先生は、非常に大きなグローバルな視点でいろいろ見ていらっしゃる。あ

るいは、ＷＴＯとか二国関係とか、そういう中で農業政策を見ていらっしゃる。ただ、私

どもから言わせると、やはり政策というのは現場というか、現実的な体感というか、そう

いうところからぜひ見ていただきたいという思いがあるわけですね。ですから、農業の座

談会を開きますと、やはり出てくるのは道路の話であり、そこに住む人々からすれば、ど

うしてもやはり病院までの距離とか学校までの子供たちの距離とか、その時間とか、そう

いうものというのはやはり非常に実体験の中から出てくることなんですよ。ですから、原

発で働く人の生活をどうするかということは、ちょっとやはり飛躍をし過ぎる論理だと私

は思っているんです。

そこまで私も言いましたから、もっと皆さんに言いますけれども、例えば鳥獣被害のイ

ノシシで防護さく、電気さくが有効だと皆さんは思っていらっしゃるかもしれない。しか

し、この中ではっきり申し上げますと、実はこれは農家の人は、そんなに喜んでいないん

ですよ。というのは、イノシシの電気さくというのは、なるべく低く張らなければならな

いんです。ところが、低く張れば張るほど、草が生えてきますから、生える草を刈るのが

１週間ぐらいでやらなければならないんです。できるだけ少し高くしたい。でも、高くす

れば、その下をイノシシが通ってしまう。低くすれば有効だけれども、それだけ自分の労
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力がふえていく。そんなことがあるんですよ。こういうことというのは、自民党が何を言

おうと、民主党の先生方が何を言おうと、やはり実体験からでなくては語れないことなん

ですね。私は、こういうことをここで語っていくことだなと思っているんですね。

そういうところで、櫻井先生とは若干相違はあるんですけれども、そういう意味で、私

は道路というのは、やはりそこに住む人々──先ほど言いましたけれども、私は中山間の

。 、 、農産物の生産が４割というのもわかっていました ですから その４割というのを本当に

中山間の山の中だから限界集落としてこのまま消滅しちゃっていいのか、あるいは、品目

横断的経営安定対策に多分ほとんどの人が当てはまらなくて、それでいいのかということ

、 、 、 、を言いたかったんですけれども ある程度 そういう実体験 実生活の中から訴えてくる

そういった政策というものをしっかりと把握していただかないと、やはりそこに住む人々

はいなくなってしまう。それが農業の衰退につながるという形になるんじゃないかと心配

しております。

以上です。

ありがとうございます。○鈴木部会長

議論が尽きないところですけれども、大分時間が。それでは、よろしいですか。じゃ、

あと意見のある方はどうぞ。平田委員。

１点だけお願いします。第１次産業の生産額は、日本のＧＤＰの多分１％程○平田委員

度だと思います。基幹的農業者も日本人口の２％程度だと思いますが、農業者は夫婦で働

いていますので、実際には戸数では、１％程度だと思います。僅かの農漁民でカロリーベ

ース39.1％とはいえ、日本人の食を支えている農漁民の力は偉大だと思います。逆に言え

ば、99％の消費者が、農漁村の人々の生活を保障するとしても、その補償額はそんなに大

きな金額ではないと思いますし、それをなぜ支え切れないのか不思議に思います。

我々が工夫して１～２％の農漁村の人々の所得を支えることをすれば、日本の食料はか

なり安定した確保が可能であり、若者の就農も多くなると思います。そこで、その必要性

を国民で共有し、その方法を考えていくことが、今日とても重要であると思っています。

以上です。

どうもありがとうございました。○鈴木部会長

それでは、時間が押しておりますが、貴重なご意見としてお聞きしておくか、あるいは

事務局の方から特にお答えいただく件があればお願いします。

岡本委員から２点ありましたので、簡単にお答えさせていただき○山下農村振興局次長



- 43 -

たいと思います。

子供の交流プロジェクトなんですが、我々としては、１週間、大体５年生の１学年、各

校100人が１週間滞在するということを目標としています。５年後、全国２万3,000ぐらい

小学校があるんですが、そこのすべての５年生の人が１週間ぐらい農家に滞在する。今現

在、来年から農村側としては40地域で、モデル校としては470校でやろうということで、

これを５年間で500地域、２万3,000校に拡大しようというふうに考えているわけでござい

ます。

それから、やり方なんですが、これは学校側としては、どういうふうなことを１週間や

るのか、そのマニュアルづくりも、もちろんこれは文部科学省さんの方でやっていただき

ますし、それから、我々受け入れ側としては、農家民宿の方の体制の整備──例えば廃校

、 、 、を利用して宿泊施設にするとか そうすると 廃校ですから昔の給食施設がありますので

そこを使って食事なんかもつくれると、そういうようなことをやっていきたい。現にやっ

ているところがございまして、例えば長野県の飯田市なんかは、現在260校受け入れてい

まして、４万5,000人毎年受け入れている。こういうふうな実績がありますので、こうい

うふうなところから始めていきたいというふうに思っています。

、 、 、 。それから 耕作放棄の問題ですが 端的に申し上げますと 今470万ha農地があります

これは試算なんですが、平成27年に農地面積は450万haになると見通していますが、450万

haに下がった段階でプロジェクトをして、芋とか米とか、そういうものをつくれば、大体

昭和20年代後半のカロリーを養えるというふうな水準にあります。ただ、この水準が470

万haというのがいいのかどうか。最盛期の昭和36年の609万haからは、その後、農地を造

成したにもかかわらず、140万haぐらい減少していますので、ここはやはり優良農地を確

保していかないとだめだと。そういう意味で転用規制を──実際その間に大規模な転用が

行われたわけなので、今後、人口が減少すると転用需要も下がると思いますが、そういう

ふうな面で、我々としては公共転用を規制するとか、そういうふうな転用規制も強化して

いきたいというふうに思います。

それから、さらに申し上げますと、38万6,000haというのは、今我々が持っている470万

haの実は外にある数字でございます。ただ、外にある数字だから、それがどうでもいいと

いうわけじゃなくて、できるだけそれは我々としては、気持ちとしては農業に利用できる

ことが一番ベストだと思います。ただ、どうしても原野化して、そこを農地に再び戻そう

とすると大変なコストがかかる。水田の場合に復旧すると、反当たりだけで300万とか、
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、 、そういうふうな金がかかるという試算もありますので そういう面でコストも考えながら

我々としてはできるだけ、気持ちは優良農地の確保ということで頑張っていきたいなとい

うふうに思っています。

ありがとうございます。○鈴木部会長

大変私の不手際で、また今日も時間をオーバーしてしまいました。そういうことで、私

の意見はまた話す時間がなくなってしまいましたが、本日もあきらめまして、皆様からの

大変貴重なご意見を、このご議論を十分踏まえて、事務局には「食料・農業・農村施策」

と「食料・農業・農村の動向」の作成に当たっていただくようお願いいたします。

それでは、最後になりますが、今後の白書関係のスケジュールについて、事務局から説

明いただきます。

本日いただきましたご意見を踏まえまして、施策編と動向編を作成し、○中村情報課長

次回の企画部会でご審議をいただきたいと思います。時期といたしましては、来年の３月

上旬ごろの開催をできればと考えております。委員の皆様の日程をお聞きしながら調整を

させていただきまして、日程が固まり次第、各委員にご連絡させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

ただいまの事務局からの提案につきまして、特段のご意見がなければ、そ○鈴木部会長

のように進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

。 、 。ありがとうございます それでは そのように取り進めさせていただきたいと思います

本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。

午後 ０時２０分 閉会


