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食料・農業・農村政策審議会企画部会（第１回）議事録

日時：平成19年９月７日（金）13：00～15：25

場所：三田共用会議所第四特別会議室

議 事 次 第

１ 開 会

２ 農林水産副大臣挨拶

３ 部会長互選

４ 部会長挨拶

５ 地球環境小委員会の設置について

６ 資料説明

（１）品目横断的経営安定対策等について

・品目横断的経営安定対策

・米政策改革推進対策

・農地・水・環境保全向上対策

（２）平成18年度食料自給率をめぐる事情

（３）ＷＴＯ・ＥＰＡ交渉をめぐる情勢

（４）食料・農業・農村白書の作成について（案）

７ 意見交換

８ 閉 会
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午後１時開会

○塩川大臣官房参事官 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

村政策審議会第１回企画部会を開催いたします。

私は、大臣官房参事官の塩川でございます。今回は、７月12日に食料・農業・農村政策

審議会が開催されて以来、初めての企画部会となりますので、部会長が選出されるまでの

間、私が司会進行を担当させていただきます。

なお、本日の会議は15時ごろまでを予定いたしております。

まず、今村副大臣からごあいさつをいただきたいと存じます。

○今村農林水産副大臣 ただいまご紹介にあずかりました、このたび農林水産副大臣を拝

命いたしました衆議院議員の今村雅弘でございます。どうかよろしくお願いいたします。

昨夜来台風の被害がいろいろ出ているようでございますが、そういう中にもかかわりま

せず、またご多用中のところ、皆様方にはご参集を賜りまして本当にありがとうございま

す。農水省も内閣発足を含めましていろいろまだごたごたしておりますが、このたび大臣

も替わられ、また、次官が人心一新ということで新しいスタートを切ってまいりますので、

どうかよろしくお願いいたします。

さて、今日の会議でございますが、お手元にもいろいろ資料がいっているかと思います

が、 近は世界の経済のグローバル化といったこと、あるいは、地球環境問題等々、いろ

いろな要素が絡まりまして、農業を取り巻く問題も多様化してきております。そういった

問題を抱えてきて、課題がたくさんあるわけでございます。お手元に配付しておりますが、

エタノールの関係でトウモロコシ等々がそちらに回るということ、また、原油高というこ

と、世界的なインフレもあるんでしょうが、こういったことで需給関係あるいは価格とい

うことで、今までなかった要素が出てきているわけでございます。

一方で、国内におきましては、高齢化といった問題を含めて、これから担い手をどのよ

うに育成していくかという大きな課題もあり、今回も品目横断の政策を展開してきたとこ

ろでございますが、まだまだ十分に理解を得られるに至っておりませんで、先の参議院選

挙でもそういったものについてご批判をいただいたわけでございます。こういったことに

つきまして、私たちもしっかり気を引き締めて取り組んでいこうじゃないかという覚悟を

決めているところでございます。

具体的には何点かございますが、まず第１には、世界 大の食料純輸入国として、国家

戦略としての食と農に関する基本政策を推進すること、これにつきまして、ＷＴＯ等々が
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関係してくるわけでございます。

２番目に、担い手が創意工夫を活かせる魅力ある農業経営の確立を通じて、国内農業の

体質強化を図ること。

３点目は、視点を変えまして、食品の安全と消費者の信頼を確保するため、国民・消費

者の視点に立った食料政策を展開すること。

４つ目には、地球温暖化対策等の資源・環境対策を推進すること。

そして、５番目に、総理が言われる「美しい国」の原点であります農山漁村を守り、活

性化する政策を推進すること。

この５点を柱に集中的・重点的に政策を立案、推進していく必要があると考えていると

ころでございます。

こういった政策を進めていく上では、何と言っても国民の皆様方のご理解を得なければ

いけないわけでありまして、また、そのご理解の上に立ってご支援を賜りたいと願ってい

る次第でございます。

本日は、食料・農業・農村に関する基本政策の進捗状況、もう１つは白書についての審

議を行っていただきますが、委員の皆様方には幅広い観点から忌憚のないご意見を賜りま

して、この会が成果のあるものになってまいりますように、心からお願い申し上げまして、

措辞でございますが、ごあいさつに代えさせていただきます。どうかよろしくお願いいた

します。

○塩川大臣官房参事官 どうもありがとうございました。

去る７月12日に開催されました第16回食料・農業・農村政策審議会におきまして、部会

ごとの委員の構成につきましては、林会長にご一任いただいたことを受けまして、林会長

にそれぞれの部会委員の構成を決めていただき、本日は企画部会の皆様にお集まりいただ

きました。

本企画部会のメンバーは、お手元の２枚目の委員名簿にございますように、14名の委員

で構成されております。なお、本日は荒蒔委員、深川委員、吉川委員が所用によりご欠席

となっております。

本日の企画部会は公開されており、一般公募によって傍聴者の方もお見えになっており

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

ろしくお願いいたします。

議事の進行に先立ちまして、当部会の部会長を選出していただく必要がございます。食
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料・農業・農村政策審議会令第６条第３項の規定により、部会長の選出は委員の互選によ

ることとされております。部会長の互選につきまして、何かご意見があればお願いしたい

と存じます。

○櫻井委員 僣越ではございますけれども、ご提案させていただければと存じます。この

部会のテーマについてご造詣の深い鈴木委員ではいかがかと考えております。

以上、お諮りいただければと存じます。

○塩川大臣官房参事官 ありがとうございました。

ただいま櫻井委員から鈴木委員に部会長をお願いしてはどうかとのご提案がございまし

たが、いかがでございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

○塩川大臣官房参事官 異議がないようでございますので、皆さんの互選によりまして、

鈴木委員が部会長に選出されました。

それでは、鈴木委員には部会長席にお移り願いたいと思います。

（鈴木委員 部会長席に移動）

○塩川大臣官房参事官 なお、これからは鈴木部会長に議事をお進め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。

○鈴木部会長 ただいま本企画部会の部会長に選出されました鈴木でございます。不慣れ

ではございますけれども、皆様のご協力を得まして、円滑な部会運営を図ってまいりたい

と存じますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

本部会は、ご案内のとおり、食料・農業・農村基本法に基づいた基本計画の策定や、政

府が毎年度講じようとする「食料・農業・農村施策」の国会への提出に際して、審議する

重要な場であります。

今後、各般の施策が国民の幅広い理解を得ながら円滑に推進されますように、委員の皆

様と一緒に考え、議論して参りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

それでは、これから私から議事を進行させていただきたいと思います。

副大臣は、公務のためここで失礼させていただきます。

○今村農林水産副大臣 では、よろしくお願いいたします。

（今村農林水産副大臣退室）

○鈴木部会長 まず、議題５の地球環境小委員会の設置につきまして、お諮りいたしたい
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と思います。

環境バイオマス政策課長からご説明をお願いいたします。

○西郷環境バイオマス政策課長 環境バイオマス政策課長の西郷でございます。よろしく

お願いいたします。それでは、議題５にございます地球環境小委員会の設置について説明

させていただきます。資料は「１－１」と「１－２」をご参照いただければと存じます。

農林水産省では、平成19年２月に安倍総理にご報告いたしました「国産バイオ燃料の大

幅な生産拡大に向けた工程表」に基づきまして、関係府省と連携して国産のバイオ燃料の

大幅な生産拡大に向けた取組を展開しているところでございます。また、この６月には

「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」、７月には「農林水産省生物多様性戦略」を策定す

るなど、地球環境保全に貢献する農林水産業の実現に向けた取組を積極的に進めていると

ころでございます。

これら地球温暖化対策や生物多様性の保全につきましては、今後、京都議定書の目標達

成計画の見直しや、政府全体での検討作業、国際会議の状況等も踏まえて、実効性の高い

施策の推進方策について検討を進め、具体的な取組に適切に反映させることが極めて重要

となっているところでございます。また、今後想定されます京都議定書以降の次期枠組み

づくりに向けた議論についても、当省として積極的に参加する必要がございます。

このため、食料・農業・農村分野における地球温暖化対策などの地球環境政策について、

幅広い方々に専門的な議論をしていただくため、企画部会の下に地球環境小委員会を設置

してはいかがかと考えているところでございます。また、林政審議会、水産政策審議会に

おきましても、同様に地球環境小委員会を設置する動きがあるとの話も伺っているところ

でございます。

なお、設置についてご承認いただいた上は、これらの小委員会と合同で農林水一体的な

検討も行えるということにしていきたいと思っているところでございます。よろしくご審

議をお願いいたします。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

ただいま環境バイオマス政策課長から、より効果的な地球環境対策を推進するため、企

画部会の下に地球環境小委員会を設置してはどうかとのご提案がございました。

今日はこの小委員会の設置についてお諮りするということでございます。ご承認いただ

けますでしょうか。

（「異議なし」の声あり）
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○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

それでは、ご異論がないようでございますので、地球環境小委員会の設置が承認された

ものとみなさせていただきます。

ご案内のとおり、地球環境問題は、農林水産業の維持発展を図る上で大変重要な課題で

ございまして、その解決に向けて活発な議論を期待いたしたいと思います。

それでは、先を急ぐようで恐縮ですが、続きまして、議題６の資料説明に移りたいと思

います。

まず、品目横断的経営安定対策について経営局から、米政策改革推進対策につきまして

総合食料局から、農地・水・環境保全向上対策について農村振興局から説明をお願いいた

します。

それを受けまして、平成18年度食料需自給率をめぐる事情につきまして総合食料局、Ｗ

ＴＯ・ＥＰＡの状況について国際部から説明をお願いします。

さらに、それを受けまして、食料・農業・農村白書の作成につきまして情報課長からの

説明をお願いしまして、その後でこれらを踏まえて審議をいただきたいと思います。

それでは、まず経営局長からご説明をお願いいたします。

○高橋経営局長 お手元の「資料２」という横長の「品目横断的経営安定対策」という資

料に基づきまして、説明させていただきたいと思います。

１ページお開けいただきまして、この品目横断的経営安定対策は、後ほどの米対策、あ

るいは、農地・水環境対策とともに本年度から実施したわけでございますけれども、そも

そもこの品目横断的経営安定対策につきましては、現在の農業・農村をめぐる状況の中で、

今後の農業をいかに力強いものにしていくのか、そのために必要なのは幾つかあるわけで

ありますけれども、一番重要なのは今後の日本農業を背負っていくべき担い手層をいかに

きちんとつくり上げていくのか。現下の農村の高齢化の状況、あるいは、集落の経営状況

の中で、広範に存在する農地を適切に活用しまして、国内の農業生産力の維持向上を図る

ためには、そこで主体となってきちんと活動していく担い手を、今後、全国的に力強くつ

くり上げていく必要があるということが、この対策の一番の基本だったわけでございます。

その際、どのような対策を講じていくかという前提といたしまして、２つほどございま

す。１つは、今申し上げたような状況の中で、高齢化、あるいは、規模の小さい経営が広

範に存在している、これを力強く規模の大きなものに変えていくということ。いわゆる構

造政策の観点。もう１つは、国内の農業政策についても、ＷＴＯをはじめとする国際規律
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の下で展開するということが、現下の国際的な条件でございます。したがって、ＷＴＯを

はじめといたしまして、現在交渉しておりますような、新たな条件下においても耐えられ

る、国際的にもきちんと規律に対応し得るような体系に変えていくというのが、この２つ

の前提だったわけでございます。

これまでの農業政策の基本的な枠組みを考えてまいりますと、米なら米、あるいは、麦

なら麦、大豆なら大豆というように、従来の農業政策の基本は個別の作物、物資について

どのような形できちんと生産していくのか、個々の品目に着目して、その需給等も勘案し

ながら生産を振興していく。それを通じて農業経営の安定に資するという形で、個々の作

物別の品目対策がこれまでの政策の状況だったわけでございます。

これについて、先ほど来申し上げましたように、力強い農業経営というのは経営全体の

中で見ますと、個々の１つの作物だけで経営が展開されているというのは非常に少のうご

ざいます。今回注目いたしました経営体につきましては、日本の農地の相当数を占めてお

ります水田農業、あるいは、大規模畑作農業に着目しております。

一部の、例えば畜産とか野菜、果樹というものは今回この政策の対象ではなくて、水田

で生産されている作物、あるいは、畑でつくられている作物、そういったものを見てまい

りますと、個々の経営体は、米だけ生産しているというわけではありません。大豆とか麦

とかの作物を組み合わせて経営している。あるいは、畑作におきましても、麦、大豆、あ

るいは、ビート、ばれいしょ、そういったものを総合的に組み合わせて経営をしているわ

けでございます。そういった観点から個々の品目ごとの対策から、経営全般に着目した対

策に変えていくということが２番目の大きな課題でございます。

この点につきましては、国際規律の関係から申し上げましても、個々の作物ごとに注目

いたします政策は、今後、政策展開の幅が非常に厳しくなるという状況もございまして、

今申し上げたようなことを含めて政策展開をしたわけでございます。

その中で、１ページにございますけれども、今後、この政策の対象をどのように考えて

いくのかということになるわけでございます。農業経営を通じてきちんとした所得を上げ

ていくということを考えてまいりますと、すべての作物をつくっている農家全体に着目す

るということでは、自らが農業経営として発展するということではふさわしくないという

ことで、それなりの経営発展をし得る一定の規模を持った農家に着目いたしまして、この

政策を実施することにしたわけであります。

その際には、１ページの真ん中にございますように、個別の農業経営、これは家族農業
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経営であれ法人経営であれ、そういった形で発展させていくもの。もう１つは、個々の規

模は小さいわけでありますけれども、そういう方々が集まりまして、全体の共同的な農業

組織という形、集落営農組織という形で集まって１つの経営体を構築していく。こういう

ような形で営農継続の安定性を図っていこうと、そういう経営体に着目した政策展開を行

ってきたわけであります。

従来型の作物に着目した場合には、個々の作物をつくっているすべての生産者に対して、

その政策の効果が及ぶわけでありますけれども、今回は経営に着目するということで、今

後の経営発展という観点から一定の規模を持っていく経営体に着目した政策に変えたとい

うことでございます。

なお、繰り返しになりますけれども、今回想定している経営というものは、水田なり大

規模な畑作という形で土地を使う農家。これがまた海外との競争条件の中では非常に劣位

な状況にあるわけでございます。そういったところを対象としておりましたので、米とか

大豆、麦、あるいは、北海道でのビートとかばれいしょというものか対象となっておりま

す。したがいまして、先ほど言ったように施設型でやっているとか、あるいは、畜産の部

門は別の対策で講じておりますので、品目横断的経営安定対策と申し上げておりますけれ

ども、畜産とか野菜、あるいは、果樹は別対策になっているということはご承知おきいた

だきたいと思います。

このような対策を行ってまいりました経緯は２ページにございます。平成11年７月、今

の「食料・農業・農村基本法」、従来の「農業基本法」に替わるべき新たな法律が策定され

ております。その中で５年ごとに一定の政策の方向性を示す基本計画をつくることにいた

しておりまして、17年の段階で第２次の基本計画を策定しております。この第２次基本計

画の中で、今申し上げましたような経営安定対策についての方向性を明示した上で、17年

10月以降これの詳細設計を政府与党で議論いたしまして、昨年関係の法律を提出し、今年

の４月から実施に移ったということでございます。

次に、４月以降この対策はどのような実施になっているかということについて、簡単に

ご説明申し上げたいと思います。先ほど来申し上げておりますように、この対策の実施の

対象となりますのは、一定規模以上の生産者あるいは集落営農組織でございます。昨年か

ら一部この手続きを開始したわけでございますけれども、この７月までの間に、19年の対

策の加入実施状況をまとめております。

３ページでございますけれども、この対策に参加するという申請経営体数は、右側にご
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ざいますように、認定農業者と言っております個別の経営が６万７千余、集落営農組織が

5,400弱、合計で７万２千の経営組織あるいは経営体がこの制度に乗っております。

全国で300万弱の農家があるわけでございますけれども、その中で７万２千はいかにも少

ないのではないかというお話があろうかと思います。１つには、先ほど申し上げましたよ

うに、作物をつくっている農家の中で米、麦、あるいは、大豆、畑作物を対象としている

農家であること。それから、個別の農業者の中には、集落営農組織に参加していくという

形でこの対策に加入している農家がございます。

まず、この集落営農組織5,386はわかりますが、構成員の人数は把握しておりません。た

だ、一方で集落営農組織は１組織当たりどの程度の構成員かと言いますと、概ね40戸の農

家が参加して集落営農組織を構成しているという統計資料がございます。そういたします

と、５千余でありますので、20万を超えている農家が集落営農組織に参加しているのでは

ないかと思います。また、法人の中にも共同経営的なものがございますので、全体的には

30万弱ぐらいの経営体になるのではないかと思っております。

このような経営体が参画したわけでございますけれども、そういう経営体がつくろうと

している対象品目は、全国の面積でどの程度のシェアを占めるのかということを、品目別

で示したものが４ページでございます。参加の段階では計画だったんですけれども、この

対策に参加した人が今年作付けしているという申告をしてまいりましたのが、お米につい

ては43万６千ha、麦が25万３千ha、大豆が11万ha、てん菜が６万６千ha、ばれいしょが２

万２千haであります。

これはどのような評価をしたらいいのかということでございますが、４ページの数字の

横に「品目別対策支援対象面積」というのがございます。これは先ほど申しましたように、

これまで品目別に対策を行っておりましたが、どの程度の生産あるいは面積に対してその

対策が講じられてきたのか。対策は要らないという方もいるわけでありますけれども、そ

うではなくて、今までの品目別の対策はどの程度の面積をカバーしてきたのかと見てまい

りますと、お米はあとでまた詳しくご説明いたしますけれども、麦では25万９千、大豆が

９万９千、てん菜が６万８千、でん粉原料用ばれいしょ２万２千でございます。

経営体については、先ほど言いましたように、一定規模以上層に今回はシフトしたわけ

であります。従来の品目別の対策の場合はつくっている人を対象にしていたんですけれど

も、結果としては大規模層あるいは集落営農組織にこれまでつくっていた人が参加する、

あるいは、移行する形で、きちんとした経営体に移行するという状況をあらわしながら、



- 10 -

実際の作付け面積は前年とほとんど変わらない。それなりのきちんとした対策が移行でき

ているのではないかというのがこの部分でございます。

恐縮でございますけれども、５ページをごらんいただきたいと思います。麦、大豆、あ

るいは、先ほど申し上げたビート、ばれいしょは基本的にはそれをそのまま直接消費者が

口にするということはめったにございません。大麦の一部を直接炊いて食べるというのは

麦ごはんでありますけれども、基本的には麦は製粉してパンあるいは麺の原材料になる。

大豆も、大豆をそのまま食べる方もいますが、納豆とか豆腐といった形になります。それ

から、ビートは砂糖の原材料でありますし、でん粉原料用ばれいしょは名前のとおり、お

いもで食べるわけではなくてでん粉の原料。したがって、いわゆる加工原材料としての生

産が、今申し上げた４つの品目の特性であります。

それに対して、お米は、つくっている農家も自分でつくったものを食べられます。また、

その農家が、例えば都会に出ている息子さんとか、あるいは、親戚の人にただで送ったり、

少し安くして送ったりというような形で、米の流通市場に乗せていくものは全体の生産量

の概ね６割程度ではないかと思っております。

５ページの下に米の生産・出荷の状況というのが書いてございますが、18年度、去年全

体の生産量が855万トンございましたけれども、そのうち飯米・縁故米が概ね293万トン程

度あるだろうと。それから、つくったものを農協なり集荷業者なり、あるいは、直接売っ

ていくというような市場流通しているものは562万トン程度ではないかと。そういたします

と、販売政策として、経営体として見ていくと、ここの562万トンが一つの政策の対象の大

きな枠組みになるだろうと私どもは理解しております。

そういう中で、これまでは、そこの上にございますように、「担い手経営安定対策」と

「稲作所得基盤確保対策」という２つの対策がございました。「稲作所得基盤確保対策」と

いうのはお米を生産して売っている方ほぼ全員を対象とした政策で、「担い手経営安定対

策」は、今回対策を一定規模以上層に絞りましたけれども、それと同じような人たちに対

象を絞った対策という形でやっております。

そういった意味で、今回お米についても担い手層を中心にこの対策を打っていったわけ

でございますが、先ほど言いましたように、小さな農家も含めてやっておりましたのが、

75万２千ha、担い手経営安定対策は担い手で絞っていた20万haでございます。今回は43万

７千haが対策の加入対象になったということで、従来の担い手を対象としておりました対

策よりは増えております。ただし、当然のことながら、小さな農家も対象としておりまし
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た対策のカバーしていた面積より若干減っておりまして、お米については今後さらにここ

のところを伸ばしていく必要があると思っています。

ただ、お米の場合には、小さな農家については品目横断とは別な観点から、需給調整で

国が支援している対策がございますので、今回、従来の品目別対策から、担い手の対策に

移行したと申し上げましたけれども、一方で需給調整上のさまざまな対策は小さな農家に

もいっておりますので、若干の経過期間があるというのが現状でございます。

麦以下につきましては、先ほど申し上げましたように、全体の対策と同じような状況に

あるということでございますので、今回の対策の実績を見た限りにおいては、お米につい

てはさらに担い手をいかにつくり上げていくのかが重要な課題であると考えているところ

でございます。

長くなりましたが、以上でございます。

○岡島総合食料局長 それでは、総合食料局でございますけれども、引き続きまして、米

の関係についてご説明をさせていただきます。資料３、「米政策改革推進対策」ということ

でございます。

表紙をおめくりいただきまして、１ページ、米政策は何を目指しているかと、平成22年

度までに米づくりの本来あるべき姿を目指していこうということであります。

２ページにありますけれども、今、経営局長から説明しました品目横断的経営安定対策

と表裏一体の関係で、米の生産調整支援策についても、19年産から見直したところでござ

います。

次に、３ページをおめくりいただきますと、どういうふうに変わってきたのかというこ

とでございます。16年産から米政策改革を進めまして、第１ステージとして16年産から

18年産までの３か年、本年産から21年産までの３か年を第２ステージとしております。３

ページの下の方にありますけれども、需給調整についての新たなシステムということで、

農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムに移行した。あるいは、生産構造

について、これは品目横断ともリンクしながら明確化された担い手の育成をしていかなけ

ればいけない。当然、助成体系も品目横断経営安定対策と整合性のとれた対策に移行して

いるということでございます。

では、19年産についてどういう流れでやってきたかということで、４ページでございま

す。19年産の具体的な米の需要量に関する情報を、昨年の11月30日に全国及び都道府県別

の需要量に関する情報を算定し、都道府県に通知したということでございます。
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次に、５ページでございます。そういったことをもとにしてやっていくわけですけれど

も、潜在生産力がかなりある、あるいは、生産調整に参加していただけない方もいるとい

うことがございます。５ページの上の緑の囲いの中にありますけれども、例えば、18年産

米の場合、作況指数が96、100が平年作ですけれども、作況96でありながらほぼ需給が均衡

したということでありますので、仮に平年作になるとかなり大量の過剰米、私どもの試算

でいきますと40万トン強ぐらい出てくるのかなということがございましたので、昨年末か

ら現在に至るまで過剰作付けというか、生産調整にできるだけ参加していただこうという

ことで、精力的にいろいろな取組をしております。

そこにありますように、２万トン以上の過剰生産状況にある秋田県、福島県、茨城県、

埼玉県、千葉県、新潟県に対しましては、全国農業協同組合中央会、あるいは、全国主食

集荷協同組合連合会と連携した重点指導を行ってきたところでございます。

その際、６ページにありますけれども、どんなことを言いながら過剰作付けを是正して

いただこうかということで、右側の黄色いところにありますように、１つは、米単作では

なくて、麦、大豆、野菜等複合経営の確立による農業経営の安定化が大切ではないですか

と。あるいは、下の方にありますけれども、経営感覚に優れた担い手に生産を集約し、足

腰の強い農業構造を確立するといったことが大切ではありませんかということにポイント

を置きながら、生産調整にできるだけ参加していただこうということをやってきたところ

でございます。

後、７ページですが、需給調整はこれからも続けていくことが極めて重要だろうとい

うことで、そこに縷々書いておりますような対応をしているところでございます。下の方

にありますけれども、今後のスケジュールとして、９月末に統計部から平成19年産の水稲

の作付け面積とか、９月15日現在における作柄状況、いわゆる作況指数、10月末にもそう

いったものが出てきます。そういった中で、右下にありますように、通年的に働きかけを

実施していくことが重要ではないかというのが今の局面だと理解しております。

私からは以上でございます。

○中條農村振興局長 それでは、続きまして、農地・水・環境保全向上対策につきまして、

ご説明いたします。農村振興局でございます。右肩に「資料４」と打った資料がございま

すので、ごらんいただきたいと思います。

１枚開けていただきまして、この対策でございますけれども、左上の①、農業用用排水

路のストック状況と書いてございます。これまでのところ、全体で約40万キロの用水を整
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備してきております。このうち基幹的用水路あるいは排水路、ちょっとデフォルメしてお

りますが、左端と右端をあわせまして４万５千キロございます。今回この対策の対象にな

りますのは、真ん中の35万５千キロ、こういうふうに受け止めていただければよろしいか

と思います。私どもはこれを社会共通資本として位置づけておりまして、これをこれから

維持保全していこうということでございます。

この背景でございますが、②にございますように、農村構造は近年、非常に大きく変化

しております。高齢化、混住化の進展に伴い集落機能が低下しておりまして、今申しまし

た農業用水等の資源の保全が非常に困難な状態になってきている状況にございます。他方

で、③にございますように、農村環境への国民の意識の高まりが大きくなってきておりま

して、こういったニーズに対する要請も求められているところでございます。

２ページをごらんいただきたいと思います。対策の概要でございますけれども、大きく

２つございます。１つは農地・農業用水等の資源の保全の向上に関する地域ぐるみでの共

同活動への支援、もう１つは化学肥料・化学合成農薬を大幅に低減する先進的な営農活動

への支援、この２点でございます。下にデフォルメしたものを書いてございますけれども、

共同活動への支援、例えば水田、これは北海道を除く内地でありますと、反当たり4,400円、

営農活動への支援ですと、水稲で6,000円といったところが一つのメルクマールとして出て

おります。

１枚めくっていただきまして、３ページでございます。活動組織の主体でございますけ

れども、下に３つパターンを書いてございます。農業者だけではなくて、地域住民の方々

も多く参加されることを想定しております。

次に４ページをごらんいただきたいと思います。この２つの活動のうち、共同活動に対

する支援につきましては、大きく分けまして基礎部分と誘導部分の２つに分かれます。ま

ず、基礎部分でございますけれども、農地・農業用水等の資源の維持保全を図ることを念

頭に置いておりまして、点検、草刈り等々を活動内容にしたものでございます。誘導部分

につきましては２つございまして、１つは資源の長寿命化を図る「農地・水向上活動」、も

う１つは生態系保全あるいは景観形成などの「農村環境向上活動」でございます。

５ページをごらんいただきたいと思います。もう１つの活動でございます営農活動に対

する支援でございます。これは今申しました共同活動への支援の実施地域を前提としてお

ります。その上で、化学肥料・化学合成農薬等の使用を大幅に低減するといった条件を満

たすところにつきまして、先進的な取組として支援を行うものでございます。
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６ページに、その一つの事例としまして、秋田県の横手市の「中猪岡地区」をご紹介さ

せていただいておりますが、後ほどごらんいただければと思います。

１ページおめくりいただきまして７ページでございます。現在までの実施状況について

ご説明いたします。これは平成23年度までに農振農用地の概ね半分、約200万ha程度で実施

することを目標にしておりまして、今年の８月20日現在で、およそ４か月目になりますけ

れども、設置済みの活動組織が１万6,824組織ございます。この設置済みの活動組織の面積

は延べで114万haとなっております。これは８月31日で締め切る予定にしておりましたけれ

ども、右側にございますように、一つひとつ手続きを踏んで設立に向けておりまして、現

在のところまだ設立までに至っていないものの、途中まで手続きが進んでいるところがご

ざいまして、２か月ほど締め切りを延ばして、10月31日までを目途としているところでご

ざいます。

８ページに各県ごとの実績を載せてございますが、北海道が一番多くて、活動組織の数

はそれ程ではないわけでありますけれども、協定面積が25万8,700ha余ございます。大きい

ところでは秋田県、山形県がそれに次いでおりまして、６万３千haあるいは４千haといっ

た実績になっております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島総合食料局長 引き続きまして、今まで３対策がありましたが、食料自給率の関係

について、「資料５」で説明させていただきます。

先月、８月10日に「平成18年度食料自給率」を公表しましたが、39％になったところで

ございます。

表紙をおめくりいただきまして、１ページをごらんいただきますと、昭和40年からの流

れを書いております。上の生産額ベースで18年度は68％、カロリーベースで39％になった

ということでございます。

カロリーベースは平成17年度まで８年間40％で推移してきたわけですけれども、それが

具体的にどういうものだったかということを、下の２ページに書いております。一口に

40％といっても、39.5％以上40.5％未満ということで、１％の幅があって、その中でこう

いうふうな動きをしていたというのがこれまでの推移でございました。

次に、３ページです。しからば具体的にどういう品目でどういうふうになっているのか

ということで、左側の箱がカロリーベースで、黒いところが国産のもの、白いところが輸

入でございまして、黄色い部分が輸入飼料によって国内で生産された畜産物。これは自給
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率には入りません。その部分を示したものでございます。右側が生産額ベースのもの。こ

ういうふうな構成になっているということでございます。

４ページ、過去から見てみますと、どういう品目がどういうふうに動いてくるかという

ことで、いわゆる食の洋風化等々と言われていますけれども、米の消費が減って、畜産

物・油脂類の消費が増えてきたと。それが自給率が下がってくる表裏一体の関係にあると

いうようなことかと思います。

次に５ページでございます。平成18年度は残念ながら１ポイント落ちたわけですけれど

も、具体的にどういうところで落ちたのかということでございます。そこにありますよう

に、砂糖の生産量の減少、これは主として天候要因でございます。それから、いも類・で

ん粉の生産量の減少、これもどちらかというと天候要因が多うございます。それから、み

かんの生産量の減少ということで、みかんそのものは裏年であるということがあり、なお

かつ天候不順で果実全体を含めて相当減少している。それから、米の消費量が減少したと

いうことで、右側にそれぞれ自給率への影響度合ということで、どこが減ったからどれぐ

らいになったかというのを示しております。

一方で、６ページにありますけれども、自給率は下がるばかりかというと、輸出の部分

は自給率カウントに入りますので、輸出の増加が0.1ポイント強押し上げる効果があったの

かなと。それから、油脂については、その原料がほぼ100パーセント輸入に頼っております

ので、油脂の消費が減るということは、逆にいうと全体の中で自給率を上げるということ

になっております。そういった動きもあったということを紹介させていただきました。

次の７ページ、自給率を平成27年度45％、カロリーベースで目指すということで、こう

いった状況では非常に問題が多いということでございまして、８月10日、その当時も若林

大臣だったわけですけれども、若林大臣からご指示をいただいて、今月20日には食料自給

率向上協議会ということで、各方面の方々とも共通認識を持ちながら取組を強化していか

なければいけないと。一方、冒頭、今村副大臣からもご説明がありましたように、世界の

食料自給もかなり変わってくる中で、食料問題に関する認識を国民全体で共有していただ

くということで、７月17日から「食料の未来を描く戦略会議」というものがありまして、

そういったところとも連携していく必要があるだろうということでございます。

後に、８ページですが、若林大臣からは、自給率について戦略的な取組をきちっとし

ていかなければいけないと。その際には、米の消費を拡大する、主要作物を国内でできる

だけ生産する、油をとらないようにしていただけないか、野菜、特に業務用の野菜をまだ
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まだ国内でつくる余地があるのではないか、そういったことを含めてきちっとやっていく

必要がある。とにかく危機感を持ってやりなさいということ。

その際には、メディアミックスという形で情報発信、国民運動の展開とか、効果的な手

法の工夫とか、生産・流通・消費対策の確立、あるいは、輸出もきちっとやっていく必要

があるだろうと。すべての関係者が一致団結して、国家としての長期展望・戦略を持って

取り組むべき重要課題であるし、省としても危機感を持って 大限努力するようにという

指示をいただいたところでございます。

我々事務方としても、これを具体的にどうするかということを検討して、９月20日の食

料自給率向上協議会で、関係各方面とも協議していきたいと、そういう段取りになってお

ります。

その次に「資料５（参考）」として、平成18年度食料自給表がございます。これをプレス

発表しております。後ほどお目通しいただければと思います。

以上でございます。

○山下国際部審議官 次に、国際部からＷＴＯ・ＥＰＡについてご説明申し上げます。「資

料６」でございます。

１ページをお開けいただきたいと思います。ＷＴＯ農業交渉、ＥＰＡ交渉でございます

けれども、まずＷＴＯにつきましては、多様な農業の共存を基本理念といたしまして、農

業の多面的機能など、いわゆる非貿易的関心事項が十分に配慮され、輸入国と輸出国のバ

ランスのとれた貿易ルールの確立を目指して交渉を行っております。また、ＥＰＡにつき

ましては、ＷＴＯ体制を補完するものとして、国内への影響を十分に踏まえて、守るべき

ものはしっかり守っていくという方針のもとで戦略的に取り組んでいるところでございま

す。

次の２ページですけれども、ＷＴＯにつきましては、農業、非農産品、サービス、ルー

ル、貿易円滑化等の広範な分野での交渉が2001年11月に「ドーハ開発ラウンド」として立

ち上がっております。今年で６年目を迎えるわけでございますが、その間基本的な枠組み

を決めた「枠組み合意」、それから、輸出補助金の撤廃を決めた「香港閣僚会議」。その後、

昨年の７月に交渉が中断し、今年に入って再開されたわけでございますが、その後もいろ

いろ経緯がございました。７月17日に「交渉議長テキスト」が提示され、去る９月３日か

らジュネーブでの多国間の議論が始まっているところでございます。ジュネーブでは、３

週間程度、農業の議論をし、非農産品の議論は９月の中旬以降議論されることになってお
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ります。仮にモダリティに合意がされれば、その後各国が「譲許表案」を提出して、お互

いにチェックするための「譲許表交渉」が行われて、「 終合意」、「交渉終了」という流れ

になるわけでございます。

３ページをお開けいただきたいと思います。農業交渉でございます。分野としては市場

アクセス、国内指示、輸出競争という３分野があるわけでございますけれども、我が国に

とりまして重要なのは何といっても市場アクセスでございます。それについて７月に示さ

れた議長テキストの内容が３ページに記されております。

まず、上限関税でございますけれども、これについての記載はございません。ただし、

削減後の関税率が100％を超えるタリフラインの数が一定以上残る場合は、関税割当枠を追

加的に拡大するという内容になっております。関税削減につきましては、一般品目と重要

品目に分けまして、一般品目については４階層に分けて、現行の関税率が高い層ほど関税

削減率を大きくするという階層方式による関税削減を行うことになっております。重要品

目については、一般品目の関税削減率ほど大きな関税削減はしなくて済むわけでございま

すけれども、その品目の関税割当枠を拡大するという方式で市場アクセスを改善するとい

うことになっております。

重要品目の数でございますけれども、有税タリフラインの４％から６％、条件付き、代

表付きで８％も可能となっております。重要品目の取り扱いでございますけれども、関税

削減率と関税割当枠の拡大の関係につきましては、当該品目が一般品目として取り扱われ

て適用される関税削減率の３分の１の関税削減を行うとした場合は、関税割当枠は消費量

の３～５％拡大する。それから、３分の１の関税削減率では、その拡大は４～６％という

ふうになっております。現在の輸入量が高い場合は、関税割当の拡大幅は縮減されるとい

った調整要素も盛り込まれております。

また、途上国に対しましては、重要品目とは別に、特別品目（スペシャルプロダクト）

というカテゴリーを設けまして、さらに柔軟な扱いが認められることになっておりますが、

詳細は規定されておりませんで、今後の交渉に委ねられております。

それから、４ページにまいりまして、もう一つの分野の国内支持でございます。議長テ

キストで農業補助金がどういう扱いになっているかということでございます。もともと補

助金一般につきましては、ＷＴＯの補助金協定という一般のルールがございますが、農業

補助金につきましては、農業協定で扱われるということになっております。

ここに緑とか青とか黄色とかデミニミスとかいろいろございますが、緑の補助金はウル
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グアイラウンドと同様に削減の対象外でございます。黄色の補助金につきましては、 も

貿易歪曲的、市場歪曲的といったような補助金でございまして、デミニミス、青以外のも

のでございます。黄色の補助金につきましては、ウルグアイラウンドの結果と同様に、全

体で削減が求められ、さらに品目別の上限も設定されることになっております。青につき

ましては、直接支払いのうち、特定の要件を満たすもの。これはウルグアイラウンドでは

生産調整の下での直接支払いであったわけで、ウルグアイラウンドでは削減の対象外でし

たけれども、今回のラウンドでは全体の条件と品目別の上限を設けることになっておりま

す。デミニミスにつきましては、農業生産の５％以下の補助でございますけれども、今回

の交渉ではウルグアイラウンド以上の比率を求められております。

それから、今回の交渉で特徴的なものは、黄色と青とデミニミスをあわせて、一番上に

ピンクで書いてございますけれども、貿易歪曲的国内支持全体といったカテゴリーの削減

についても求められていると。貿易歪曲的国内支持全体の削減というのは、アメリカとの

間で非常に大きな焦点になっているという状況にございます。

５ページを開けていただきますと、ＥＰＡ・ＦＴＡでございます。これまでシンガポー

ル、メキシコ、マレーシアが発効しておりまして、９月３日にチリが発効しております。

フィリピン、タイ、ブルネイ、インドネシアは署名を終えているところでございます。Ａ

ＳＥＡＮ全体につきましては、８月下旬に大筋合意がございまして、今後、条文をつくっ

て署名に向かっていくということでございます。

それから、現在交渉している中で日豪のＥＰＡというのがございますが、６ページに日

豪の関係の状況の表を載せております。平均経営面積当たり、日本と比較しますと、豪州

は1,881倍であるとか、豪州からの輸入のうち農林水産物が19％を占める。その中でも、ピ

ンクのところでございますけれども、牛肉等々が含まれているということでございます。

７ページでございますけれども、日豪ＥＰＡにつきましては、共同研究の中で「『段階的

削減』のみならず『除外』または『再協議』を含むすべての柔軟性の選択肢が用いられる

ものとして開始される」という記述もございます。それから、この交渉に当たっては、衆

参農林水産委員会におきまして全会一致で決議が採択されております。特に、③でござい

ますけれども、交渉期限を定めず粘り強く交渉すること、重要品目の柔軟性について十分

な配慮が得られない場合は、交渉の継続について中断も含め厳しい判断をもって臨むこと

等々の決議がされているということでございます。これまで２回交渉が行われましたが、

第３回目の交渉は11月上旬に予定されております。
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それから、 近、日米のＥＰＡとか日ＥＵのＥＰＡ等についてよく話題になるわけでご

ざいますけれども、その関係の資料が８ページにございます。右の方を見ていただきます

と、「日米、日ＥＵはそれぞれＧＤＰの合計で世界の約４割を占め、貿易総額では４分の１

を占める」と、こういった大国同士のものになるということでございます。

そういうことを踏まえまして、９ページを見ていただきますと、６月19日にいわゆる

「骨太」の閣議定がされておりますが、②にございますように、「米国、ＥＵを含め、大市

場国、投資先国等については、諸外国の動向等々を念頭に置いて、将来の課題として検討

していく」、こういった記述があるわけでございます。

私からは以上でございます。

○中村情報課長 情報課でございます。 後に白書の作成についてご説明いたします。右

肩に「資料７」と書いてございます、「『平成20年度食料・農業・農村施策』（施策編）の作

成について」（案）という資料をごらんいただきたいと思います。

農政は平成17年３月に策定されました「食料・農業・農村基本計画」に基づいて行われ

ておりますので、施策編、動向編は基本計画の工程表等と密接にリンクしています。動向

編につきましては、基本計画３年目でございます平成19年度の状況がどうであったかとい

うことを分析していくものですし、こうした19年度の動向を考慮して、平成20年度に講じ

る施策を施策編で記述するということでございます。

「基本的考え方」の（２）の構成の部分でございますけれども、基本計画の項目立てを

基本に編集するものといたしますが、国際交渉への取組等基本計画で項目立てされていな

い施策についても、その施策の重要性等を踏まえ、必要に応じ、項目の追加を行うことと

したいと考えております。

次に、２の「留意事項」でございます。１つは、予算の政府案、提出予定法案について

も、可能な限り記述するということ。それから、「工程管理」の結果等を踏まえ、改善、見

直し等が行われる施策については、その経緯等についても簡潔に記述するということでご

ざいます。

２ページ目は審議の進め方でございます。第１回企画部会は、本日で白書の構成につき

ましてご議論いただく。それから、日にちを入れておりますが、11月13日の第２回企画部

会におきまして、ポイントの文章を記述した素案についてご議論いただきたいと思ってお

ります。それから、３月上旬ごろに開催されます第３回企画部会で、文章を書き込んだも

のについてご議論いただきたいと考えております。５月ごろの決定・公表を目指して作業
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を進めたいと思っております。

ページをめくっていただきまして、３ページから４ページにかけましては、参考といた

しまして、平成19年度の施策編の構成をお示ししております。この構成も同じような考え

方でつくられておりますので、そういうことでお示ししておりますが、上にあります「概

説」の部分で施策の背景とか重点を記述しまして、財政・立法措置、税制、金融措置、そ

れから、政策評価の全般を簡潔に記述しております。

以下、基本計画に沿って、Ⅰ章から次のページのⅦ章にかけて施策を記述していくわけ

でございます。なお、４ページの第Ｖ章は、基本計画には項目立てされておりませんけれ

ども、先ほど申しましたように、国際交渉の我が国に与える影響の重要性等を踏まえて章

立てをしております。

次に「資料７（参考１）」をごらんいただきたいと思います。動向編の関係でございます。

これは毎年の食料・農業・農村の特徴的な動向を 新の統計データや、事例の分析、検証

を通じて浮き彫りにして、それを広く明らかにしていくというものでございます。そうい

う前提のもとに、１の「基本的考え方」では、（１）で、国民各層を読者層として想定いた

しますけれども、主なターゲットとしては、地方公共団体、農業者団体、消費者団体、そ

れから、事業者、大学関係者等を考えたいということでございます。

（２）では、事例、図表等によりまして、わかりやすく、親しみやすい内容として、読

んでいただくという観点で、できるだけスリム化を図りたいということです。

（３）では、主要施策の進捗状況、現場における取組状況等を明らかにしたいというこ

とです。

その上で、（４）にありますけれども、２点留意したいということです。動向編は全体と

して淡々とある程度網羅的に記述しておりますけれども、ここに掲げたようなことは分析

的に記述してみてはどうかということです。

３ページをごらんいただきたいと思いますが、１つは担い手と農地の利用集積というこ

とです。先ほどの施策の説明のときにも、担い手の育成の重要性ということが出ています

が、そういった担い手への農地の利用集積の加速化が必要ですし、農地政策の再構築が現

在検討されているという状況ですので、そういった問題について分析・検証をしてみたい

ということです。併せて、一番 後の行にありますように、農業の体質強化や農村地域の

活性化に向けた課題もこういう中で浮き彫りにできないかということです。

４ページでございますけれども、先ほど小委員会の設置について決定していただきまし
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たが、農業と地球環境対策ということで、地球温暖化の進行とそれに対する対策、真ん中

の○にありますように、生物多様性保全を重視した農業の推進の必要性、そういったこと

がございますので、関連する取組状況について明らかにするとともに、一番 後の行にあ

りますように、農業の多面的機能の発揮、農村資源の保全、農村環境の向上に向けた課題

も記述できないかと考えております。

ちょっと戻っていただきまして、２ページをお開きいただきたいと思います。以上を前

提に、２としまして、分野ごとにはどうかということでございます。分野としては、食料

分野、農業分野、農村分野ということでございますが、あくまで例示として、主な視点と

いうことで、食料分野では、世界の食料需給とか農産物貿易の動向、安全とか信頼、それ

から、食料自給率の問題、食品産業の問題といったこと。それから、農業分野におきまし

ては、品目横断的経営安定対策なりコスト縮減の問題、それから、農地なり担い手、農業

者、バイオマスの利活用なり農産物輸出といった攻めの農政。農村分野では、農村の現状、

多面的機能、都市農業、農村地域の活性化、こういったことを項目立てしながら、記述を

してみてはどうかということです。

「資料７（参考２）」として、これまでの白書の変遷をお配りしておりますので、後ほど

ごらんいただきたいと思います。

以上でございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまから、ご説明いただきました内容を踏まえまして、特に 後にご説

明いただきました「食料・農業・農村白書」につきまして、どのようなことを反映させて

いったらいいかというような視点を念頭に置きながら、ご自由にご質問、ご意見をお願い

したいと思います。審議の進め方につきましては、３人から４人ぐらいの委員の方からご

発言いただいた後に、事務局からまとめてご回答いただくという形で進めさせていただけ

ればと思います。

せっかくの機会でございますので、少なくとも各委員１回はご発言いただけるように考

えておりますので、率直なご意見、ご質問をお願いしたいと思います。特に、どこから、

どの問題からというふうに区切りませんので、どなたからでもご自由にご発言いただけれ

ばと思います。いかがでしょうか。

どうぞ、宮田委員、お願いします。

○宮田委員 では、私から。１点目は品目横断的経営安定対策について、２点目は自給率



- 22 -

の問題について意見を申し上げたいと思います。

品目横断的経営安定対策につきましては、私は生産者の立場であるから、今年が初めて

のスタートで、収穫を迎えた中でこれに取り組んで、全国いろいろ問題点が出ているわけ

でありまして、そういった点について、今後、検証をきちっとやって明年に反映していた

だきたいという観点から何点か申し上げたいと思います。

当初なものですから、戸惑いもあったわけでありますけれども、私どもとしましても集

落営農を含む担い手づくりに取り組んでいるところですが、地域の担い手に特定された者

であり、あるいはまた、地域でつくりあげようとしている組織が、制度の対象としてうま

く合致して効果を上げているかといった問題が１点目でありますし、新政策による所得が

前の制度から比べてプラスになったかどうかということが２点目であります。

１点目については、我々も初めての試みでございますから、集落営農形成に手間どった

り、いろいろな面で今年なかなか実現できなかった、明年に向けての積み残しの面もあり

ますけれども、対象者の要件についてどうかという政策面での検討。

それから、２番目の支援水準ですけれども、これは全国的に、特に、私は北海道であり

ますので、北海道の実態をある程度北農中央会で調べたわけでありますし、私も自分の農

協でも調べたわけでありますが、概ねこういう言葉が返ってくるんですね。前の政策より

担い手中心で、新しい政策で、所得増の期待を持ったにもかかわらず、試算してみるとど

うも違うという意見がかなり多いわけでありますので、新政策の中でそういった面はどう

なるかといった検証をきっちりやるべきだと思います。

もう１つは、一様に事務が非常に煩雑で難しいと。そして、集落営農のメンバーの時点

でつくるにはかなり負担がかかるという意見で、ＪＡが事務手続きの支援を行っているん

ですけれども、もう少し簡略な形で事務処理を見直してほしいということが非常に大きな

点としてあるわけであります。

今、私どもは全国的に今年１年間の取り組み経緯の中で問題点を抽出してまとめており、

それを農水省に上げていきたいと思いますので、一つ検証をきちっとやった中で、普通の

制度であれば３年間固定とかいうことはあるんですけれども、これについては平成18年６

月13日の参議院の農林水産委員会で、当時の中川農林水産大臣がきっちりと「検証して、

必要に応じて適切な見直しをする」という発言もあるわけでありますから、この検証をき

ちっとやってほしいということを、特に今日はお願いいたしておきます。

いろいろな問題がありますが関連しまして、米政策であります。米政策の中でも一番の
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問題は、生産調整未実施が非常に多いわけでありまして、30万トンとか40万トンといった

水準の過剰作付があるわけであります。先ほどの農水省の報告のように、今年の春、各県

において農水省と我々とが一体となって適正な生産調整の実施ということでアプローチを

したわけでありますけれども、これは集落営農の範囲内ではかなり効果があったと受け止

めております。しかしながら、特に米の消費が年々減少する中で毎年生産調整が強化され

ており、なかなか実効が上がらないというのが実態でありますので、依然としてこの流れ

は続くわけであります。

そういった中で、必然的にこの米政策については、需給関係は我々生産者が責任を持つ

ということがありますけれども、一朝一夕にはいかないということもあり、今年の米政策

の中でも、生産調整の実施者、そして、担い手を中心とする集落営農、そういったものの

メリットをもう少しはっきりすべきだと思うんです。私は少々足りないと思うんですね、

実際意見を聞きましても。それは何かというと、我々は「新政策にのっとってきちっとし

たルールある生産調整をした方が得だよ」といったものをもう少し明確にあらわしていく

ということ。

それから、価格が落ちた場合、今もやっておりますけれども、今の制度では余りにも補

てん水準がが低いものですから、実行の効果があるということはなかなか難しいんですね。

特に今年はそういった問題もあるわけでありますから、価格下落時の担い手、生産調整実

施者の価格補てんの政策をもう少し厚くしていくということをして、もうちょっと非参加

者との差をつければ、かなり効果が上がるのではないかという気もします。そういった意

見も地域に大いにあるということをこの際申し上げておきますので、どうか見直しをよろ

しくお願い申し上げたいと思っています。

それから、自給率の問題でありますけれども、先ほどお話がありましたように、従来

40％で、45％の目標の中で39となると、我々生産者にとっては大変ショッキングな数値で

ありますので、何としてもこれを戻していかなければいけないということであります。今

いろいろな政策があって、日本食への見直しとか、あるいはまた、安心・安全な日本の国

産を大いに食べましょうとか、あるいは、先日出ました残さ物を飼料化しようとか、いろ

いろな試みがあるわけでありますけれども、ここで消費者の皆さん、国民の皆さんにアピ

ールしていくことは、単純に日本の食料を食べなければいけないというだけではなく、今

の39なり40という形が、世界の食料事情がどうなっているかということの中で、いつでも

だれでもお金を出せば買える時代はもう幾ばくもないという実態をきっちりと消費者に知
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らせていくことが一番効果があるのではないかと思っています。そういった意味でもっと

力を入れていく必要があるのではないかと思っています。

いずれにしても、異常気象の問題、あるいは、バイオエタノールによる、食料よりもそ

ういった燃料原料としての穀物の消費増の問題、それからまた、途上国の生活レベルの向

上による食生活の変化等々あり、近い将来には食料は逼迫するということは現実でありま

すので、そういったものをもう少し強くアピールしていくということを、視点を変えてや

っていくべきだと思います。

それから、もう１つ、これは各種の問題があるんですけれども、日本の中で具体的にど

うやって飼料などの生産を拡充し自給率を上げていくかということを明確にしていくこと

が必要だと思うんですよ。今、日本の自給率が低い中では畜産の飼料が一番大きな課題で

す。今、ホールクロップサイレージなんかやっていますけれども、餌米をやっていくとす

ると、これは２、３年かかりますので、今年から大々的に品種の研究とか、水田を水田と

して活用していくということが、さっきの生産調整未実施者解消の面からも非常に大きな

効果があるのではないかと思いますので、そういったことをもっと具体的にやることを明

確に大きく打ち出していくことが、政策面で必要ではないかと思います。

私はそういうことを意見として申し上げたわけでありますので、ひとつよろしくお汲み

取りいただきたいと思っています。以上です。

○鈴木部会長 どうも貴重なご意見、ありがとうございました。

どうぞ。

○古口委員 古口でございます。私も２点。

１点は、先の参議院選挙におきまして、私どもの地域には農水の副大臣がいらっしゃっ

たわけですが、惨敗いたしました。これについてはいろいろな理由があるにしても、農政

の中では品目横断的経営安定対策について、私どものような中山間地、いわゆる１人区と

呼ばれるところの農山村部は「ノー」という意思表示をしたのではないかと見ざるを得な

いと私は考えています。ただ、私的には、こうして東京に来て農水の方々のご意見を聞い

たり、ここのこういうのを読んだりすると、なるほどこのとおりだろうなと思うし、地元

に帰って農家の方々と一緒になって田んぼに入ったり畑に入ったりしていますと、やっぱ

り国はおかしいんじゃないかというようなことを思ったり、本当に悩んでいます。それが

今の私なんです。

ただ、この間、林先生が、「世界に向けてと国内に向けての二面政策をやらざるを得ない
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が、それなりの覚悟が必要だ。それについて国はその覚悟をお持ちだろうか」というよう

なご意見を言ったかと思いますが、私も大変感動いたしました。この品目横断的経営安定

対策を押し進めるには痛みを伴う。先ほど副大臣は「単なる説明不足」というようなこと

を言いましたけれども、私は説明不足で済まされるような問題ではないのではないかと思

っています。やはり痛みを伴うところは痛みを伴うように、そしてまた、その向こうにど

んな明日が待っているのかということをもっとしっかりと示していかないと、理解を得る

までには至らないのかなと思っています。これが１点です。

もう１点は、先ほど副大臣は「これからの農業政策、国家戦略」という言葉を使われま

した。この農業政策についていろいろなことを読んでみても、すべて農村向け、農業に従

事する方に対するものなんですね。本当に国家戦略だと考えるのであれば、また自給率を

本気になって考えていくのには、都市部に住む人々の役割、「消費者の役割」と前のやつに

は載っていたんですけれども、都市の役割、あるいは、企業の役割、そういうことも農業

政策の中にしっかり組み込んでいかないと、農業従事者にだけいろいろな政策がおりてく

るというのは、これはもうこれ以上進まないと私は考えています。ですから、消費者の役

割ということではなくて、都市の役割、企業の役割、そういうものも農業政策の中に取り

込んでいくべきかなと考えています。

以上です。

○鈴木部会長 貴重なご意見、ありがとうございます。

では、先に平田さん、お願いします。

○平田委員 昨日、飛行機で東京へ向かったわけですけれども、飛行機から見る今の農村

の風景は限りなく美しいです。緑の中に黄金色の田んぼがずうっと広がっていて、日本は

美しい国だなと思います。ただ、実際、農村部に入ってみますと、耕作放棄田が非常に増

えていますし、そういう問題は今後大きな課題だろうなと思っています。東京の上空まで

来ますと、山があるんですけれども、多くの山がゴルフ場になっていて、すごい数なんで

すね。将来、食料が足らなくなったら、そこを牧場にすればかなりの牛が養えるかなと思

いました。全国にあれだけのものをつくれば、アメリカから牛肉を輸入しなくても十分や

っていけるかなと思いました。

国の方で、この前の会議があったせいもあると思うんですが、食料安全保障課、これは

仮称らしいですけれども、つくられると。それから、鳥獣害対策についても前向きに考え

ていくということ。それから、文科省が今度、小中学校の修学旅行を農村体験ということ
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で取り組むというように、非常に前向きな姿勢がどんどん出てきておりますので、今、

縷々説明がありましたけれども、そういうものに加えて非常に意欲的に取り組んでいただ

いているかなと思います。

ただ、 近のトップのいろいろな問題があって、農業に対するイメージが落ちているこ

とは非常に残念に思います。280万戸の農家、主業農家は41万戸ですけれども、それだけで

40％とはいえ１億2,000万人の食料を賄っているということは、すごい力を持っていると思

うんですね。国防もあるし、教育もありますけれども、食料ぐらい日本にとって大切なも

のはないだろうなと思います。そういう面でぜひ自信を持って堂々と政策を前向きに進め

てほしいなという思いが、我々生産者としては非常に強いものがあります。生産者の非常

に過酷な努力によってそこまでできているということを知っておいてほしいなという思い

がしております。

昨日スーパーにちょっと行ったんです、東京のスーパーを見たいと思いまして。限りな

く多様な食料が非常に豊富に出ています。そういったものを消費者が見られたら、永久に

そういうものが出てくるんだろうというような感じになるだろうと思うんです。そういう

中で、今、縷々説明がありましたけれども、そういう問題を、我々は当然ですが、消費者

に今後の食料がどうなっていくかということについて、もっと強く啓蒙してほしいなと思

います。その点についても、農水省はこれからどんどんやっていくということでございま

すので、ぜひ進めていただきたいなと思います。

それから、先ほどもお話ございましたけれども、例えば、「資料４」の８ページに農地・

水・環境保全向上対策の取組状況がございました。農水省が有効な事業をやっていかれる

わけですが、それが地域によって温度差があるように思うんです。非常に意欲的にやって

いらっしゃるところもありますし、そうでない県もある。こと、食料に関して地域にいろ

いろな施策を任せるとは言いながら、それだけ大きな温度差があっていいのかなという気

がいたします。

我々広島県は、以前、教育問題でいろいろな不備があって国から是正指導がございまし

た。それによって今、教育が立ち直ってきております。国としてある程度、施策の実行状

況を強く指導するといっては悪いかもしれませんけれども、する必要があるのではないか

なと。それと施策のやり方そのものについてもいろいろと問題があるのではないかなと思

います。私の県にはお金がないからこれはできないとか、そういったことがあってはなら

ないのではないか。こと、食料に関してはそういうふうに思います。地方の担当者の意向
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によって有効な施策が行われる、行われないということがあっては、いけないのではない

かと私は思いますので、その辺も、今後、食料に関して国の強力な指導が要るのではない

かなと私は思っております。

今後、食育の問題で、先ほど宮田会長からもございましたが、米の消費を増やすような、

例えば米によってパンをつくるとかいろいろ利用方法はあろうかと思います。それと学校

給食の問題もございます。そういった食育をどんどん進めていく。それと、宮田会長も言

われましたように、従来の日本型の食事体系に変えていくということももっと強く訴えて

いく必要があるのではないかなと思います。

それから、耕作放棄田の問題ですけれども、今、私どもには増えてきております。今後

どうしていくかということで、放牧をやっていくとかいろいろ考えているわけですが、先

ほどございましたように、バイオ燃料の問題で、米の問題で、宮田会長がいらっしゃいま

すから、あれですけれども、バイオ燃料用の新しい米の育種を行って、それによってやる

のが一番経費も少なくて、生産者も慣れているわけですから、そういった形のものでして

いくなり、また畜産向けの飼料をつくるとか、水生動物ですね、昔は田んぼでお魚を飼っ

たりしてそれを食料化していましたけれども、多様な新しい食料をこれから開発していく

ことも。長野県のように川の水生動物まで頼るというところまでいくかどうかはあれです

けれども、新しい食を開発していくということも今後は大切ではないかなと思っています。

後になりますけれども、農村で一番必要なのは人材です。人材が育っておりません。

そういうことでぜひ人材の育成を国としてやっていただきたい。隣の国の韓国では国が金

を注ぎ込んで人材育成をやっているようです。今、フランスからも私どものところにイン

ターンシップで来ていますけれども、それも国がすべてお金を出してやっているというこ

とでございます。農業は、つくるとかいろいろな補助金も大切ですけれども、一番大切な

のは人材育成だろうなと私は思っていますので、人材育成にもっともっと力を注いでいた

だければ、若い人が農村にいっぱいあふれて、すばらしい農業を展開できると思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○鈴木部会長 幅広いご提案ありがとうございました。

すみませんが、先ほど手を挙げていただいた委員の方いらっしゃいますが、事務局から

これまでのことにつきまして回答をいただきたいと思います。品目横断につきましては経

営局から、それから、米政策、自給率等は総合食料局から、農地・水、耕作放棄地は農村

振興局、食育については消費・安全局から、バイオにつきまして環境バイオマス政策課と、
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このような形でよろしくお願い申し上げます。

○高橋経営局長 まず、品目横断の関係でございます。先ほどご説明いたしましたように、

初年度の加入状況をまとめておりますが、これについて私どもももう少しきちんと中身を

精査する必要があると思っております。宮田委員からもお話がありましたけれども、事務

処理の関係につきましては、初年度でデータをきちんとお揃えいただかなければならない

ということもありまして、若干お手数をかけている状況がございますが、２年目以降は当

然のことながら初年度データの修正ということで済みます。また、私どももさらにこれが

簡略化できないかということを鋭意やってまいりたいと思っておりますので、ここについ

ては私どもも一生懸命やってまいりたいと思っております。

それから、実施状況の中で所得関係がどうなっているのか、前対策との関係でどうかと

いうことですけれども、これも今回の品目横断は基本的に過去の一定実績について支払う

部分、プラス当年の生産品に応じた部分ということになります。したがって、豊凶変動に

関係なく常に一定額が支払われるというのが、今回の品目横断の一つのメリットになって

おりますので、例えば豊作年においては従来型に比べると少ないのか、逆に言えば不良不

作でありますので、その辺はもうちょっと精査してまいりたいと思っております。

それから、古口委員からお話がございましたのは、全体政策についての評価ということ

だと思いますが、今日お出ししている県別のデータを見ていただくとおわかりのように、

例えば栃木の場合は関東全体の中では相当高い加入割合を持っているという状況がありま

す。それから、麦、大豆はほとんどがカバーできているのではないかと。ビール麦は対象

になりませんので、その部分、若干、麦の関係では前年に比べて低く出るというところは

あるんですけれども、麦、大豆に関してはそれまでの対策よりも高い加入になっています。

それでは今回のさまざまなご批判とかご意見はどこにあるのかと。私どももこれまでい

ろいろ聞いておりまして、例えば集落営農づくりは難しいんだよというようなことはお伺

いするんですが、お米について見ますと、従来の政策と今回の政策は、先ほども申し上げ

ましたように、基本的にお米の部分は、確かに政策をここに集中したということはあるん

ですけれども、米の場合には需給調整対策が基本的な部分で一番大きな部分がございます。

そういったところは基本的には変わっていない。しかも、従来、担い手経営安定対策でや

っていたものを拡充してきたということがあって、米は拡充部分がございますので、そこ

で従来に比べて評判が悪いというのはどういうところにあるのかというような、私どもも

ちょっと戸惑う部分がございます。
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したがって、今回、もう９月になりましたけれども、各都道府県、市町村の生産現場に、

私ども本省と農政局、農政事務所が連携いたしまして、どういう方々が何を考えておられ

るか、あるいは、どういう不満をお持ちなのかということについて、きちんお伺いすると

いうことを組織だってやろうと思っております。栃木についても近々入らせていただくこ

とにしております。そういうことでもう一回、どのようなご意見ご不満がどの部分にある

のか。品目横断についてご不満があるということもよく聞きますけれども、本当に品目横

断についてのご不満なのかどうか。その辺も含めて対応してまいりたいと思っております。

それから、平田委員から人材育成というお話がございましたけれども、人材育成は非常

に重要だと思っております。私どもとしましては、従来の教育課程の中で、例えば小学校

のものは先ほどご説明がありましたけれども、高校、大学、あるいは、大学院という意味

での農業者大学校、そういうような通常のコースのほかに、例えば雇用と従事者、いわゆ

る経営対策だけではなくて、農業従事者としての立場からどういう制度が必要かというこ

とを考えまして、例えば資格認定制度みたいなもの、初級、中級、上級ぐらいの技能認定

といったものに取り組んでいる、そういったものを活かしながら、担い手育成をさらに考

えて考えてまいりたいと思っております。

○岡島総合食料局長 それでは、総合食料局です。

まず１点目は、宮田委員からありました生産調整の関係でございます。これは基本認識

なり、取組の方向なり、そういったものは農業者団体と私どもは共有できていると思って

いますし、これまで現場でも系統とともに生産調整にできるだけ入っていただこうという

ことをやっておりますし、先ほども申し上げましたように、これからも粘り強くきちっと

ご説明していかなければいけない。

一方で、実施者のメリットをはっきりさせるということについて、具体的にどういうふ

うにしていくのかということと、現に今もまさに生産調整のメリットを打ち出しながら、

政策を打っているわけでございます。今、経営局長から話しました品目横断も含めて、特

に品目横断中心ですけれども、現場に入りますと、いろいろな話が出てくると思いますか

ら、そうした中で何らかのことを考えていく、あるいは、検証していくということも重要

かなと思っています。

それから、２点目の自給率の問題、特に国民へのアピールということですけれども、古

口委員からも国家戦略ということで、単なる消費者というよりはむしろ企業なり、あるい

は都市の役割、そういったことを含めてどうしていくのかということであります。世論調
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査でありますと、ほぼコンセンサスに近く、食料自給率は今のままでは低すぎる、もっと

高くしようということを皆さん言っていただいているわけですし、そういったそれぞれの

方々に対してどういった情報をどういう形で流していくのがいいのかということ。これに

つきましては、20年度予算でそういった予算も要求しておりますので、それを具現化して

いく過程で、また皆様方のお知恵を拝借しながらいいものにしていきたいと考えておりま

す。

○中條農村振興局長 農村振興局でございますけれども、３点お答えしたいと思います。

１つは、宮田委員からお話がありました事務が非常に煩雑だということ。経営局長から

話がございましたけれども、私どももこれはできるだけ簡素化したいと考えております。

一つご説明したいのは、平成18年度にモデル事業を全国600地区でやっております。これは

19年度からの本格実施に向けてデータをとるために相当なご無理を申し上げて、それこそ

非常に細かいところまで調査させていただきました。おかげで皆様のご協力を得て相当い

い結果が出ました。

19年度からは本格実施でございますが、ここまで精緻なものは求めておりませんで、で

きるだけ簡略にと思っております。私どもで提出していただく資料を見てみましたところ、

大変かと思われるのは参加者の農地の場所と面積、登記簿上の手続きですね、位置づけ、

これの検証、それから、用水系統図、こういったものかなと感じておりますが、慣れてい

ただければ相当簡単にできるのではないかなと思います。 初の年だけちょっと大変かな

と思いますが、これまた私どもでどういう書類が簡略化できるかさらに精査していきたい

と思っております。

それから、平田委員から学童、特に小学校高学年の農業体験、農村体験という話がござ

いました。先日もプレスに紹介させていただいたところですけれども、20年度、文部科学

省と連携して17の農村で100人規模の学童を受け入れられるような体制を幾つかモデル的に

つくっていきたいと思っております。実際何年までを目標にと具体的に申し上げらないん

ですが、将来は120万人規模、全国の小学校の上級生１学年のほぼ全体を受け入れられるよ

うなプログラムができないかなと考えております。もちろん私どもだけではできませんの

で、文部科学省と国土交通省、それから、地方財政措置を担当されています総務省、そう

いったところと連携しながらということになると思いますが、もう少し時間をいただいて

中身を充実させていきたいと思っております。

それから、農地・水・環境保全向上対策、県によって温度差があるのではないかという
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ご指摘でございますが、まさしくそのとおりでございます。私どもがこの施策を導入する

とき、既にこういう集落活動を長年にわたってやっていらっしゃるところ、それから、初

めてこの対策を導入されるところ、相当温度差があるのではないかなと思っておりました。

平成16年から３か年かけて順次取り組み、地域の受け入れ態勢の整備等をやってまいりま

した。相当慎重にやってきたつもりであります。

結果として、先ほど申しましたように、８月20日で全国120万ha近い面積をカバーしてい

ただいたというところまで達成できたのではないかと思っておりますが、それにしまして

も、県によって差があるのは確かでございます。私ども幹部が直接出向きまして、知事さ

んとお会いして、知事さんに直接膝詰めでお願いしてまいった経緯もございます。これか

らも引き続き地方のご了解を得てやっていくしかないわけでありますから、さらに努力を

させていただきたいと思っております。

後に、耕作放棄地対策でございます。2005年のセンサスで全国38万６千haの耕作放棄

の農地があると出ているわけでありますけれども、場所が非常に分散しておりまして、都

市近郊にもありますし、極端な話では中山間、山奥にもございます。それぞれ発生した経

緯が違っておりまして、地域ごとに丁寧に対応していく必要があるだろうと思っておりま

す。平均的に見ますと非常に散らばっておりまして、38万６千haが１か所に集まっている

わけではありませんで、１反、あるいは五畝単位で全国に散らばっている。場合によって

は３反のところもございますが。

したがって、まずはどこでどんな形の耕作放棄地が発生しているかということを早急に

把握いたしまして、それぞれ県、市町村、集落、あるいは、ＮＰＯ、農業団体、農家個人

に関わっていただきますので、幅広く解消していけるようきめ細かく対応していきたいと

思っております。

20年度から具体的に対策を考えておりますが、19年度もできるところから早速手がけてい

きたいと考えておりまして、既に対策を打っているところでございます。もうしばらく時

間をいただければと思います。

以上でございます。

○山田消費・安全局審議官 消費・安全局でございます。平田委員の食育に関するご提案

に対してお答えしたいと思います。

おっしゃるように自給率は生産が重要なんですけれども、消費活動が自給率の変化にも

貢献していると思っております。そこで、食育の分野ではどういうことをしているかと申



- 32 -

しますと、米を中心として野菜とかいろいろな副食から構成された、栄養バランスが優れ

た日本型食生活というものを、「食事バランスガイド」などを使いながら、実現を図ってい

きたいと考えております。

また、その部分だけではなくて、幼いうちから食と農に対する深い理解を持っていただ

きたいということで、先ほど農村振興局長が申しましたことと似てはいるんですけれども、

教育ファームという活動を通じまして、同じように子どもさんたちに農林水産業などの経

験を持っていただいて、その結果として、“もったいない”の感覚とか、食料をつくるのは

非常に大変なことであるというような「食と農に対する理解」を深めていただきたいと考

えております。

それから、地元の野菜なり地元の農産物などを使うことにより、特にそれを学校給食な

どに使っていただくということを通じまして、地域の食文化の継承というものも促進して

いきたいと考えております。文科省でやっている学校給食のほかに、食育に関しては厚労

省、内閣府などいろいろな官庁がかかわっておりますので、連携を強めていって一環とし

て日本の食というものを向上させたいと考えております。もちろん、国内農産物の生産を

あげるというのは当然のことなんですけれども、消費面の取組といたしまして、食育を推

進することによって日本型食生活がより多く実践されるようになれば、結果として国産の

農産物の消費の拡大、さらに自給率の向上というものにもつながるのではないかと考えて

おります。

○西郷環境バイオマス政策課長 環境バイオマス政策課でございます。バイオマスについ

て幾つかご指摘がございました。

国産バイオ燃料の生産の拡大につきましては、農林水産業、農山漁村の活性化といった

点で新たな農林水産業の可能性を切り拓くものとして、農水省としても一生懸命取り組ん

でいきたいと考えているところでございます。ただ、その推進に当たりましては、先ほど

から食料自給率の向上についてのご指摘もありましたように、食料や餌の供給と競合しな

いような形で、今使われていないバイオマス、稲わらとか間伐材などいろいろありますが、

そういったものを効率よくバイオ燃料に変換していくという技術の開発、あるいは、食用

というよりは燃料として効率よく育つ資源作物の開発といったことにつきまして、技術開

発をしてまいりたいと存じております。

それからもう１つ、耕作放棄地でバイオマス作物をつくったらどうかというご指摘もご

ざいました。確かに耕作放棄地で資源作物を栽培することができれば、農地の生産力を維
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持することに役立ちますし、いざということがあれば食料が生産できるということによっ

て、食料供給力の維持・向上といったことにもつながると存じておりますので、今後とも、

このような食料と競合しない形でバイオマス対策を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

ちょっと時間が押してまいりまして。私の不手際でございまして、申しわけございませ

ん。

すべての委員からご意見をまとめていただいた後でご回答いただきたいと思います。

先ほど藤岡委員と櫻井委員が挙手されておりましたので、まず藤岡委員からお願いいた

します

○藤岡委員 大分時間も押しているようですので、いろいろ多岐にわたっていますので、

質問したいことはいっぱいあるんですが、１つだけ絞ってお願いしたいなと思っています。

担い手の経営安定対策ですが、今年の春から品目横断経営安定対策が施行されて、まだ

１年経過していないということもあって、面積あるいは加入人数が多いか少ないかという

のを検証するにはまだちょっと時間が早いかなという感じはしています。検証どうこうと

いうよりも、この担い手対策は根本からずれると大変なことになるのではないかと思って

います。そもそも担い手というのは認定農業者が中心になって将来の日本の農業を担って

いくんだと。そこで、認定農業者がいない集落なり市町村は集落営農組織もよしと。そう

いう政策でなかったかなと私は思っています。しかし、現状を見ますと、一生懸命10年も

頑張ってこられた認定農業者が、市町村の中において将来の担い手として認知されていな

いのではないかという気がしております。

そういう意味で、10年20年先の日本の農業の経営、特に米の農業を見たときに、確かに

集落営農も大事です。集落営農の中に若い後継者が育ってくれば申し分ないんですが、若

い認定農業者が将来を担っていく、地域の中でそれをどう育てていくのかというのかとい

うことで、担い手対策は非常に大事ではないかと思っています。もちろん個人も法人も含

めてであります。今年の７月の参議院選挙で個別所得保障を全部やるんだという施策を出

した民主党に負けたということもありまして、農業政策が本質からずれていくのではない

かというのを私は心配しているんです。

担い手政策というのは、将来を担っていく若い世代に施策を絞っていくんだという軸だ

けは決してぶれないでほしいというのが私の考え方であります。特に、これから始まる農
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地政策にしても、将来農業でめしを食っていくんだという人に農地を集積して、効率よく、

そして、コストを下げて、海外の農産物と対抗しても遜色ない農業をやるんだと、そうい

うものを育てていくのが担い手政策だと思いますので、その辺がいささかもぶれないよう

な政策でやってほしいなと。これは私のお願いであります。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、櫻井委員、お願いします。

○櫻井委員 私も簡単に申し上げます。今まで農業従事者サイドからのご意見が多かった

と思うんですけれども、そのときに啓蒙してほしいとか、もっと負担をしてほしいという

ようことで言われた都市生活者の観点から申し上げてみようと思います。

農林水産行政と言いますか、農政については、都市生活者の観点からすると非常に距離

感がある。非常に遠いんですね。そこのところをどうやって埋めるのかというのが、今の

一つの課題ではないかと思うんです。今日、白書のお話がございましたけれども、白書の

読者層として掲げられているものが、国民各層と言いつつ、農業者や消費者と接する機会

の多い地方公共団体、農業者団体、消費者団体と。それから、食品産業とか建設業とか、

要するに関係者なんですね。まさにここで落ちている一般ピープルとしての個々の国民に

どうやって伝えるのかというところが一番重要で、そこが抜けているというのは大きな問

題ではないかなと思っております。

これは農水行政そのものがどういう視点に立って展開していくのかということと関係あ

ると思いますけれども、お題目ではなくて、国民で、しかも農業をよく知らない人ですね、

お魚は切り身で売っていると、私も思っているところがありますが、そういう人間に対し

て、どうして農業が重要なのかということがわかるように、そこのところを言葉を足して

説明していくことが必要であり、これは説明の問題だけではなくて、行政の視点のとり方

ということが実務的な問題としてもあるんだろうと思います。

今朝のニュースでＪＡＳ法の話が出ていまして、ミートホープのケースがありました。

これはここの所管かどうかはわからないんですけれども、ミートホープに対する例えば措

置のやり方について、正式の行政処分ではなくて行政指導にとどめるというような報道が

ございました。ああいうものはテクニカルな法律解釈としてはそういうことにならざるを

得ないというところがあるのかもしれませんが、消費者の立場からすると全く面妖な話で、

そういうことができないのであれば、法制度そのものに欠陥があるということになります。

それが消費者の視点に立つということの実質的な意味を持つことになるのではないかと思
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います。

もう１点だけ申し上げたいと思います。同じことかもしれませんが、食料自給率の話も

そうで、基本計画の中で食料自給率は一定程度なければいけないということで閣議決定で

オーソライズされているんですけれども、ＷＴＯとかＥＰＡの動きなどと絡めますと、な

ぜ一定程度キープされなければいけないのかということを、抽象的にいうのではなくて、

国民の個々の生活にどう影響してくるかというところがきっちりと敷衍できないと、説得

力がないなということを感じております。

また、関連して、「資料６」の日豪のＥＰＡをめぐる動きの中で、例えば衆参の議決とい

うのがあって、ＥＰＡについても国内の産業に対する影響を考えてやりなさいというよう

な議決があって、一番 後の９ページには経済税制改革の基本方針ではオープンな国づく

りという話が出てきて、「アジア・ゲートウェイ構想」は別といたしまして、具体的手段の

②の下線部分は、日本語としても意味がよくわからないところで、しかも、国内産業の保

護という話と国際的なオープンな産業政策を展開していくということの間には二律背反的

な要素があって、そこをどう架橋していくのか。架橋できるかどうかという問題もありま

すが、架橋できないならできないなりに国内行政にそれを反映して、それをまた国民にち

ゃんと伝えるというようなところがないといけないのではないかというようなことを感じ

ております。

以上です。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

それでは、こちらから順番にお願いいたします。

○松本委員 いろいろとご意見がありましたので、私からは３点お願いをしたいと思いま

す。

施策編、動向編をまとめていただいているんですが、今年度のということもあるので。

まず、動向編を見て大変ありがたいなと思いましたのは、３ページの下段に「全国一律で

なく、農業地域類型型（または全国農業地域）ごとに分析を行う」と。ぜひこれを深めて

もらいたいということを重ねてお願いいたします。

それからもう１つ、品目横断とかいろいろありまして、農地政策の見直しも佳境に入っ

てくるというときなんですけれども、面的集積というときに、どういうレベルの面的集積

をやったらコスト的にどのぐらいのメリットがあるかという分析をこの際、大変かもしれ

ませんけれども、例示していただくというか、分析していただくと。規模が大きかったら
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なるとか、面的になればというのは感覚的にはわかるんですけれども、例えば同じ20haの

経営体が分散錯圃と一定の団地化されたときにどのぐらいのメリットがあるか。これはイ

ンパクトがあると思うんですね。そうでもないかもしれないし、わからないですが。その

あたりをお願いしたいと。これが２つ目です。

それから、施策編は、ここでご発言申し上げる筋の話ではないかもしれませんけれども、

ここ数年の印象を申し上げて、何か調査していただきたいと思いますのは、４ページの一

番 後にございます「効果的・効率的な施策の推進体制」。私どもの団体もこの一翼に入る

んですけれども、地方分権、税源委譲、こういうことで政策推進体制の国家的な大転換に

進んでいる 中なんですね。農林水産省におかれましても、虎の子の大財源を地方に譲っ

ておられる 中であると。こういう中で市町村は合併された、今日は首長さんもおられま

すけれども、私の感じでは、東京の農林水産省の農政推進体制というのは必死で頑張って

おられるけれども、県とか市町村、とりわけ合併市の地方自治体農政の推進というのは脆

弱化しているという印象があるんです、体制的にも。それから、税源委譲された予算を引

き続き農政推進に手当をするという観点から見ても大変脆弱化してきている。

これは首長さんの話なのかスタッフの問題なのかわかりませんけれども、これがどうの

こうのということではありませんが、このあたりを解決しないと、いくら立派な農政枠組

みをつくっても、現場の農業者とか地域のパイプはつながらない、成果は出ないというこ

とになると思います。単なるＰＲをいくら金を使ってやっても、そこのところに何らかの

処方箋をやらないと大変なことになるのではないかという印象を持っておりますので、ぜ

ひそのあたりも、白書、施策分析というところに一項起こして、果敢にご提言いただいた

方がいいのではないかと思います。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、玉沖委員、お願いします。

○玉沖委員 では、簡単に３点申し上げます。

１点目は観光業との連携についてです。これは１軒の旅館が１農家と契約栽培をすると

いう話ではなくて、地域の中での産業間連携の仕組みをつくるという意味で申し上げたい

と思います。観光客に関するいろいろな調査の中で、旅の動機を調査いたしますと、私ど

もの調査結果以外でも多くの場合、ナンバーワンは地元のおいしいものを食べに行くとい

う結果が出てまいります。つまり、観光客は地産地消を望んでおります。けれども、実際

に観光地域がそのような状況になっているかというと、残念ながら反対のケースがとても
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多くて、さらに私たちはいろいろな観光地に入らせていただいておりますが、観光事業者

が農業関係者とコミュニケーションをしている例は非常に少ないです。今日は時間がない

ので具体的な例は申し上げあげませんが。こういった取組が農山村へ遊びに来る人を増や

したり、グリーンツーリズムの誘引に牽引していくのではないかと考えております。

２点目は、白書の編集上の表現の問題です。私は今、リクルートの業務以外に、直販を

行う生産者とか食品加工業者の皆さんへの販売に関する人材育成の事業も行っております。

その方々の共通の課題や悩み事が想像を絶するほどパッケージやリーフレットの部分にあ

りました。いわゆる消費者にとって魅力的なセールストークをどう表現すればいいか。こ

れは農家民泊やグリーンツーリズムに取り組む皆さんの間でも同じ課題でございます。例

えば、白書の中の事例紹介の中で写真を豊富に扱ってご紹介をしておられますが、その中

にぜひパッケージやリーフレットなどの紹介も加えていかれてはいかがでしょうか。

余談ですが、「じゃらん」の編集部が農水省のいろいろなところに取材でお世話になって

いるんですけれども、農水省の資料はレイアウトも含めて非常に見やすいと申しておりま

した。

後、３点目は、施策も白書も農業や農山村の情報が非常に多いんですけれども、例え

ばバイオマスなどは、他産業の事業者や都市部での取組事例も非常に豊富だと思います。

私も伊豆の熱海市役所の非常勤職員を勤めておりますが、現在、熱海市では旅館が中心に

なって揚げ油の廃油からバイオ燃料をつくるという計画が進んでおります。熱海は農業は

全くございませんし、どちらかというと都市の部類に入ると思います。ほかにも熱海のよ

うな農業が全くない地域が取り組んでいるという事例もあると思います。また、堆肥のよ

うな農業から発生するものが材料となって行われているバイオ燃料ではない、こういった

ものこそご紹介いただいて、ぜひ農業に関する理解や意識の醸成の門を広げていただけれ

ばと思います。

以上でございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

榧野委員、お願いします。

○榧野委員 時間もかなり過ぎましたのでごく簡略に言いたいと思います。

僕が言いたいことは先ほど藤岡委員がおっしゃったこととほぼ一緒です。現在、品目横

断的な経営安定対策に取り組んでいますが、いろいろ問題があると思います。一昨年議論

をしている間は、認定農業者を中心とした、やる気のある人に支援を集中しようというこ
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とでやっていたはずが、集落営農にまで広がって補助金の対象が拡散したなという印象は

あります。それでもまだ支援を集中しようという方向は見えますので、やむを得ないとい

うことになったんですね。でも、今回、参議院選があって、古口委員がおっしゃったよう

に、地方の反乱と言いますか、その中に農業問題があったんでしょう。ただ、民主党が考

えている戸別所得補償制度というのは、政策の方向性が逆行しているとしか思えないわけ

です。

日本の農業を取り巻く環境を考えると２つの制約があると僕は思っています。１つは国

際的な制約であり、１つは財政的な制約であると。国際的というのは、ＷＴＯとかＥＰＡ

という問題があって、日本は市場開放をしなくちゃいけない。そのためには農業市場を開

放する、そのためには日本の農業の競争力を少しでも高める必要があるということ。その

一方で、日本国は、長期債務が770兆円にもなって、新しい金はどこから出すのかというの

が大問題になっているわけですので、極めて限られた資源を特定分野に集中していくしか

ない。この２つの制約を考えれば方向性は見えてくるわけです。

この制約の中で日本の農業を守ると言えば、どうしたって本当にやる気のある人に支援

を絞り込むしかないわけですね。そこで民主党のように、販売農家200万戸全部に配るとな

ったら、全然違う方向になるわけです。こういうことだけは許していけないと思います。

政府として、そういうばらまきだけは復活させてはいけないという方向で政策を進めてい

ただきたいと思います。

もう１つだけ。日本の農政の目指すモデルの１つにＥＵというのがあると思うわけです。

もちろん、アメリカとかオーストラリアに比べれば規模も小さくて、生産性も低いんでし

ょうが、日本から比べたら１戸当たり40haとか60haまでいっているわけですので、集約化

にかなり成功しているわけですね。それがどういうふうにして成功したのかと。僕も具体

例がよくわからないので、本当のところを知りたいなと思っているわけです。ですから、

来年度の白書でなぜＥＵはそういう改革に成功したのかを特集してもらうとありがたい。

ＥＵ農政の具体的な例を極力詳しく、例えば日本やオーストラリアと比較して、何がよ

くて何が問題かなどをぜひ紹介していただくとありがたいと思います。

以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、次に岡本委員、お願いします。

○岡本委員 都市部に住む消費者にとって、農政局とか農林水産省というのは、食の安
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心・安全以外、あまりかかわりがない部分が多いと思います。今まで皆さんのお話にも出

ていましたが、農業をなさっている方に向けてのご意見というか施策が多いからなのでは

ないかなと思います。それがなぜ私たち都市部の人間に伝わってこないのか、ということ

には３つあるのではないかと思います。

１つは、それが実生活にまっすぐつながってこないので、何をしていいかわからないと

いうことではないかと思います。もちろん、アンケート結果で自給率が低いと言われれば、

「それは大変ですね」と言われます。里山のシステム、循環型社会のシステムが崩れてい

ますよと言えば、「それは大変ですね」と言われるんです。でも、頭でわかっても、それを

どうしたら解消できるのか。都市部に住む一人の個人としてどうしたらいいのかがわから

ないので、結局わかっただけで行動に移らないまま終わってしまうという部分があるので

はないかと思います。

２つ目は、矛盾を感じる部分がある。例えば、生物多様性をとても熱心にやっていらっ

しゃるとは思うんですが、その一方でカブトムシの類をたくさん輸入していたりします。

トマトの受粉に使うマルハナバチをちゃんと囲って入れましょうと、それでなければ、ク

ロマルハナバチに替えましょうと。こういうふうに言われても、地域によって、北海道は

別でしょうけれども、本州でしたら既にいるクロと導入したクロとの攪乱が起こってしま

うのではないかと。それだったらきっちり囲ってセイヨウマルハナバチを入れた方がいい

のではないかと。そういうところに対して矛盾を感じると説明がつかなくなってくる、納

得できなくなってくるというところがあると思います。

先ほど耕作放棄地の話も出ていますが、それを囲って放牧にしましょうというような動

きも、今、あるとお聞きしています。それと里地・里山と同類な感じの草原で阿蘇の草原

がありますが、耕作放棄地を使うことによって阿蘇の草原の利用が減ってきて、それによ

って施策に矛盾が生じてくるというようなことを感じてしまった人は、「じゃ、何なの」と

いうようなところがあると思うんです。その辺の矛盾をうまく説明しないと納得できなく

なる方が増えてくるのではないかなと心配します。

３番目は、次世代の子どもたちに伝えるということはとても大切で、どう伝えるかが問

題だと思っています。今、ゆとりの時間とか総合学習の時間が減る傾向にありまして、な

かなか大変だと思っているのが実際です。教育ファームのお話も出ましたけれども、本当

の都市部だと、そこの農地まで行きつけないんですね。交通手段というか足が確保できな

い。私立などでバスを持っているところだと割と簡単に行けるところもあるんですが、公
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立の学校ではそこに行くことができなくて体験が無理。ですので、例えば修学旅行で農業

体験をするとか、そういう形に持っていくしかなくなってしまって、日常生活の中で「２

回の作業にかかわりましょう」と言われても、やれる場所が近くにないというのが問題だ

と思います。

それでは、そのまま放っておいていいかとも思えませんので、例えば小学校でしたら、

給食は全員のお子さんが食べますので、給食の時間をうまく利用できないか。もちろん地

産地消のお話をするというのも大事だと思います。今のお子さんたちは朝ごはんはパンの

方が多いんですね。ですので、お米の給食を、今のように週２回ではなくて週４回にして、

お米のおいしさをお子さんの口に伝えてしまうというようなことをすると、刷り込みとい

ったら悪いんですが、そういうような方法も使うことが可能ではないかと思うんですね。

それをお子さんがうちに帰ったとき家庭に広めるという効果もあるのではないかと思って

いますので、一度検討していただけたらと思います。

私は農業に対して実体験があるというわけではないんですが、都市部の人間はそういう

人間がほとんどなので、そういう意見も考慮していただけたらとてもありがたいなと思い

ます。以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、森野委員。

○森野委員 時間がないので１点だけにとどめます。

先ほど櫻井先生もご指摘なさったように、基本的な考え方のところで関係者だけを想定

しているというところについては、若干疑義があります。もちろん、これは閣議決定する

文章ですから、一般国民向けにつくる必要はないと思いますけれども、少なくともマスメ

ディアとかオピニオンリーダーと呼ばれるような方々には読んでもらえるような文章にし

ていただけたらと、そこは読者層の主要なターゲットの中につけ加えていただきたいとい

うことが１つです。以上でございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

すみません、時間が押してきておりますので、大変申しわけございません。時間が限ら

れておりますが、白書の関係につきましては情報課から、それから、その他の点でもごく

簡単に、経営局さん、お願いいたします。

○高橋経営局長 すみません、ちょっと予定が混んでおりましたので。一番大事な藤岡委

員と榧野委員がおっしゃられていた担い手の問題と集落営農についての考え方を、恐縮で
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ございますが、先に説明させていただきたいと思います。

私どもも基本的には、きちんとした経営体を育てるという意味では個別経営体、法人、

個人はあると思いますが、ここを地域でつくり上げていくというのは非常に重要だと思っ

ています。それは生産現場のミクロの視点で見ればそういった形だと思うんですけれども、

例えば日本全国の食料供給力をどう考えていくのか、将来にわたって土地をどのように考

えていくのか、そういったときのマクロからの見方をしたときに、ミクロの状態で全部を

埋め尽くせるかどうか。それは水田集落の半数が後継者がいない集落だというところで出

てきたわけです。したがって、そういったところの集落をどうやって考えていくのか。も

ちろん集落営農組織であっても安定的なものでなければいけないという前提で、何でもか

んでもいいというわけではない。「法人を目指すんです、きちんと経営実態があるでなけれ

ばいけません」という形の、そこの建前を崩してはいけないと思います。

もう１つ、これは古口さんとの関係もあるんですが、そういう形で集落営農組織と個別

経営体があったら、その間での健全な競争が行われてしかるべきではないかと思います。

変な形での強制的な農地の移動というのはおかしいのかもしれませんけれども、経営体と

して個別経営体、法人、個人、あるいは集落営農の形態としても、その間に行われる健全

な競争は是認しなければいけないのではないかと思っております。

それから、もう１点、民主党の法案に関しましては、昨年、私どもの法律を出したとき

に、民主党から、今回言われているようなことを盛り込んだ中身の法案が衆議院に提出さ

れております。これと同じようなものを今回参議院に出されるかどうかは私どもはわかり

ませんけれども、そこにつきましては、衆議院段階で相当突っ込んだ議論をやっておりま

す。そのときに私どもの立場というもの、農林省あるいは政府全体の立場というものは、

相当程度述べております。したがって、そこについては私ども政府としては基本的には変

わりがないということでございます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

では、白書は 後にいたしまして、順次お願いいたします。

○中條農村振興局長 それでは、農村振興局のかかわりのところでご説明したいと思いま

す。

まず観光業との連携、玉沖委員からご指摘がありました。これは20年度にさらに予算を

充させて、その方向で拡充していきたいと思っております。

それから、岡本委員から都市と農業のかかわりについてご指摘がございました。私ども、
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都市と農村との交流、共生、対流といったことを積極的に進めているわけでありますけれ

ども、いろいろなアクセスの仕方があろうかと思います。極端に言いますと、都市部に市

民農園を設けて、そこで農とのふれあいをやっていただくということ、それから、さっき

申しましたように、学童・児童を一定期間農村へ派遣して、農村体験をしていただくとか、

その他いろいろあると思うんですけれども、その場合に幾つかハードルがあります。

おっしゃるように、どうやって移動するのか。私どもが議論するときに、これは一つの

例でして、私が仄聞した話なので正確かどうかわかりませんので、もし誤っていたらお許

しいただきたいと思いますが、武蔵野市さんがかつて小学生何人かを出されて農村体験を

やったときに、１週間行くと１人あたり７～８万かかるんですね。それで、食費の実費を

2,000円ぐらいずついただくということで、残りは全部市で補てんされたというふうに聞い

ています。これは予算的な措置が大変だったと聞いています。それでは、移動する間を交

通事業者にお願いして学童割引をやってもらったらどうかという話になるわけですが、こ

れは民間の営業の範囲に入ってまいりますので、相当ご協力をお願いしないとできない。

その補てんをどうするかという問題もあります。

一つの例を挙げますと、そういったこともあるわけです。しかし、冒頭申しましたよう

に、これは非常に重要な視点だと思っていまして、そういう形で都市の住民の方々と農村、

農業とのアクセスをぜひ高めていきたいと考えております。毎年、都市と農村の交流につ

いて施策を拡充してきていますから、モデル的な対応しかできないところはネックになっ

ておりますけれども、着実に成果は上げつつやっていきたいと思っております。

それから、放牧の話もございました。放牧については、推進してもまだまだキャパシテ

ィはございますので、耕作放棄地でやったからといって、阿蘇の放牧地が損害を受けると

いうことはございませんので、やっていきたいと思うんですが、これもハードルがござい

ます。中山間で放牧するとしますと、草地に放牧することになりますから、そこで肥育と

いうことはないわけですね。濃厚飼料を与えませんと、肥育になりませんので。例えば子

持ちの牛をそこに放牧するということになりますと、どうやってそれを管理していくかと

いう問題もございますし、仮にそれが逃げた場合、だれが責任を持って探せるかとかいろ

いろ問題がございます。いずれにしても、放牧というのは耕作放棄地として私どもにとっ

て非常に有効な手段の１つだと思いますので、ぜひ取り込んでいきたいと思っております。

一つの事例ですが、ご紹介したいと思います。

○山田消費・安全局審議官 時間も押しておりますので、１点。おっしゃってくださった



- 43 -

方はお帰りになってしまったんですけれども、ミートホープの処分の件です。私も消費者

として、「牛」と書いていながら違う肉が入っているなんて、とんでもない話だと思います。

安全とかいうことよりもだましであるということで、とても許せないことであるとは思う

んですけれども、櫻井先生がおっしゃったようにＪＡＳ法の中の品質表示の義務というの

は、消費者に直接売るものにかかるわけでございます。ミートホープの場合はそこからま

た別の業者に行ってということで、消費者に直接届いているわけではございませんでした

ので、今の法の枠組みでは罰することはできない。できる限りのことをやったということ

なんですけれども、消費者の皆さんはそれではとても納得できないであろうということか

ら、「食品の業者間取引の表示のあり方検討会」というのをつくりまして、8月に１回目を

既に開催いたしております。表示の義務化を業者間の取引でできるのかどうか、できるな

らどのようにすればいいのかなどについて検討いたしまして、10月末には中間取りまとめ

を出す予定になっております。

○鈴木部会長 ほかにはよろしいでしょうか。

お願いします。

○西郷環境バイオマス政策課長 玉沖委員から都市部のバイオマス対策についてご指摘が

ございました。関係府省と連携してバイオマスタウンを全国各地につくっていこうという

ことで、現在101市町村が「私たちのところは、このようなバイオマスがあるので、こうい

うふうに活用していきます」ということで広く地域の関係者に考えていただいたものを公

表しております。それを公表する際は、農水省だけではなくて、関係府省にも見ていただ

いております。資源はあるけれども、使うところがないとか、使いたいけどものがないと

いうところがございますので、それを地域内又は地域間で連携していただくことにより、

バイオマスの利活用に対する取組が高まっていくというようなことを行っております。

都市部にもこちらからアプローチをしたいと思いますし、都市部からもこちらにアプロ

ーチをいただければ、そういったことが広がっていくのではないかと思っております。近

い将来300地区ぐらいまでは広げたいと思っておりますので、それをご活用いただければと

思います。よろしくお願いします。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、時間が過ぎておりますが、 後に事務局から白書の関係と、今後の日程につ

いてご説明願います。

○中村情報課長 本日いただきましたご意見を踏まえながら作成作業を進めたいと思いま
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す。特に対象者の関係を限定したつもりはありませんけれども、今年いっぱい出ていって

も２万３千部という状況の中で、こういう人には読んでいただけるようにはしたいという

ことでございますが、一般の方にも興味がわくように考えていきたいと思います。

それから、次回の企画部会の日程ですが、先ほど申し上げましたように11月13日、午前

10時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございました。

本日は私の不手際で時間が大幅に超過したことをおわび申し上げます。私自身の意見も

全く言えずに終わってしまいましたが、これは私の責任として、ここでやめます。ただ、

さまざまな方面から非常に貴重なご意見をいただきましたので、ここだけの議論に終わら

せずに、これをいかに具体的に施策に反映させていただくかをきちんと検証していかなけ

ればいけないと思います。

本日はどうもありがとうございました。

午後３時25分閉会


