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食料・農業・農村政策審議会 第２回企画部会 議事録

日 時：平成14年７月８日（月）13:30～15:45

場 所：三田共用会議所 第三特別会議室

開会

○八木部会長 お暑い中をご出席いただきまして、ありがとうございます。

ただいまから、食料・農業・農村政策審議会第２回企画部会を開催いたします。

部会長の八木でございます。よろしくお願いいたします。

企画部会は、昨年12月19日に第１回目の会合を開催いたしまして、その際、これからは

節目節目に部会を開催し、食料・農業・農村をめぐる諸情勢について事務局から報告をし

ていただくことにしておりました。第１回から半年ほど経過し、農政をめぐる動きがいろ

いろとありましたので、この度第２回の企画部会を開催することとした次第でございます。

ご承知のとおり、この企画部会は、食料・農業・農村基本計画の推進等に関する調査審

議を行うこととなっております。農林水産省は、基本計画等に基づき農政に取り組んでい

ますが、昨年来、ＢＳＥ問題や食品虚偽表示問題が発生したことから、この４月に「食」

と「農」の再生プランを発表し、食の安全と安心のための取組を中心として、基本計画を

さらに強力に進めています。

本日の議事は、この「食」と「農」の再生プランを中心とした食料・農業・農村基本計

画の推進状況についてのフリーディスカッションであります。

なお、本日は、今村委員、武内委員、丹羽委員、日和佐委員、四ノ宮専門委員、虫明専

門委員が所用によりご欠席となっております。

また、本日の資料、議事録につきましては、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。

それでは、これから議事を進行させていただきます。

本日は、武部農林水産大臣にご出席いただいておりますので、大臣からご挨拶をいただ

きたいと存じます。

それでは大臣、よろしくお願いいたします。

○武部農林水産大臣 座ったまま失礼いたします。食料・農業・農村政策審議会の第２

回企画部会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、大変お暑い中、しかもご多用中にもかかわらずご参集

をいただきまして、まずこのことに心から感謝申し上げます。

農林水産省におきましては、食料・農業・農村基本法に基づきまして、本審議会のご議

論を経まして、一昨年３月に策定いたしました食料・農業・農村基本計画に基づきまして、

各般の施策を講じてきたところでございます。

私は、昨年４月に農林水産大臣に就任して以来１年２カ月余りが経過したわけでござい
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ますが、農業の構造改革を通じた効率的な食料の安定供給システムの構築、また循環型社

会の構築に向けた農山漁村の新たな可能性の創出という観点から、一層の取組を進めてま

いった次第でございますが、その後、ご案内のように、昨年９月以降ＢＳＥ問題、さらに

は食品虚偽表示の問題に関連いたしまして、「食」と「農」に関するさまざまな問題、あ

るいは課題が顕在化してきたわけでございます。

そういったことから、農林水産行政の軸足を消費者に移す、むしろ消費者に置くという

ような観点から抜本改革を行う必要性を痛感いたしまして、この度、その設計図といたし

まして「食」と「農」の再生プランを国民の皆さん方に提案をした次第でございます。

再生プランの公表後、その具体化に向けまして検討を行うと同時に、国民の皆様から幅

広くご意見をいただきまして、それらを反映した上で工程表を策定しようということで、

６月28日に、今年度からおおむね16年度までの間に取り組むべき事項をまとめました

「食」と「農」の再生プラン工程表を発表いたした次第でございます。

詳細については後ほど企画評価課長から説明いたしますが、この工程表におきましては、

食の安全と安心の確保を第一といたしまして、あわせて農業の構造改革の加速化、都市と

農山漁村の共生・対流の促進のための具体的な取組の方向を示しております。これらは、

先月25日に閣議決定いたしました「基本方針第２弾」に盛り込まれております「食料産業

の改革」などの方向性とも整合いたしておりまして、政府全体の取組の方向であるといっ

ても過言でないと存じます。

今後は、この工程表に盛り込まれました事項について、引き続き国民の皆様から幅広く

ご意見をいただきまして、必要な予算措置や制度改正等に向けた取組を行ってまいりたい

と考えているわけでございます。そのような努力を積み重ねまして、「食」と「農」の再

生プランを着実に実現してまいりたいと考えているわけでございます。

委員の皆様におかれましても、この機会に「食」と「農」の再生プランや、これに基づ

きます具体的な取組について活発なご意見を賜り、ご議論をいただければこの上ないと存

じまして、このことにつきまして特にお願いを申し上げたいと思います。

以上申し上げまして、私のご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

○八木部会長 どうもありがとうございました。

それでは、皆さんのお手元にお配りしております資料を、資料番号の順に事務局から説

明を受けたいと思います。

それでは、企画評価課長からお願いします。

○企画評価課長 官房企画評価課長でございます。

お手元の資料を確認させていただければと思いますが、資料１が委員名簿でございます。

資料２は「食」と「農」の再生プラン、資料３が「食」と「農」の再生プラン工程表でご

ざいまして、この二つは私が後ほど説明します。資料４が「ＷＴＯ農業交渉をめぐる状況

について」、資料５が５－１から５－５までありますけれども、これが「米政策の総合的

検証と対応方向」、その下に資料６、これが先般閣議決定いたしました「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針2002」、資料７は基本方針の農林水産省関係主要事項を抜粋し

たもの、これも後ほど説明に使わせていただきます。その下に、資料番号を付しておりま

せんけれども、Ａ３の大判の色刷りの一枚紙があろうか思います。『食料・農業・農村基

本法を基礎とした「食」と「農」の再生プラン』、これを使いますので取り出していただ
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きたいと思います。

それでは、資料番号の付いていない『食料・農業・農村基本法を基礎とした「食」と

「農」の再生プラン』、この資料をまずご覧いただきたいと思います。左側が食料・農業

・農村基本法、下の方に森林・林業基本法、水産基本法が掲げてございますけれども、こ

の食料・農業・農村基本法は平成11年７月に施行され、その後12年３月に食料・農業・農

村基本計画が策定されたわけであります。従いまして、平成12年度以降、農林水産省にお

きましては、食料・農業・農村政策についてはこの基本法なり基本計画に従って施策を推

進しているところであります。

その場合、基本的な理念として整理されておりますものが食料の安定供給の確保と多面

的機能の十分な発揮、これはいずれも農業の持続的な発展を通じてその実現を図っていく

という考え方をとっておりますし、このような農業の発展の基盤ともいうべき農村の振興

を確保していく、これが何よりも重要であるというのが食料・農業・農村基本法の考え方

であります。

ここでちょっと細目について補足的にご説明申し上げますと、「食料の安定供給の確

保」の欄に「良質な食料の合理的な価格での安定供給」と書いてございます。ここでいう

「良質な」という言葉の意味でございますけれども、これは食料品の安全性の確保という

点とその品質の向上あるいは改善といったこと、この両方を含めた言葉でございます。

ここには明示的には書いてございませんけれども、食料・農業・農村基本法には農業と

食品産業の総合的な発展を図ることによって食料の安定供給を確保していくということも

明記されているところでありますし、さらにいえば旧農業基本法と比較して食料政策を第

一番にもってきているということの趣旨からしますと、消費者重視の食料政策を展開して

いくという思想を明らかにしているのが現行基本法であるわけであります。

そういった新しい基本法の下で施策を展開してきた中で、先ほど大臣のご挨拶にもござ

いましたように、昨年９月のＢＳＥ患畜の発生でありますとか、今年１月の雪印食品を始

めとする食品企業による偽装表示問題が起こったわけでございまして、このことによりま

して食の安全・安心に対する不安感あるいは不信感といったものが増大したわけでござい

ます。

その点ともう一つ、４月２日にＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告がとりまとめら

れたわけでありまして、その内容につきましては、４月22日の食料・農業・農村政策審議

会、本審の白書の議論の際に私からご説明申し上げたところでありますけれども、そうい

ったＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告を踏まえまして、今後の「食」と「農」の改

革の方向についてとりまとめたものが、４月11日付で発表した再生プランであります。

この再生プランの中身についてご説明申し上げます。資料２をごらんいただきたいと思

います。この「食」と「農」の再生プラン、４月11日に発表したわけでありますけれども、

ＢＳＥなり偽装表示問題を契機に食の安全・安心に対する不安感が増大し、そのことが結

果的にはといいましょうか、最終的には農林水産行政に対する不信感につながっていった

わけであります。

そういった点を私ども深く反省をいたしまして、今後の農林水産行政を進めていく基本

的なスタンスとして、生産者の方々も含めて、すべからく消費者でいらっしゃるわけであ

りますので、その消費者の方々に軸足を置いた政策展開を図っていくこと、このことがと
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りもなおさず信頼回復につながっていくという観点から、再生プランをつくっていったわ

けであります。従いまして、基本的な考え方は、「食」と「農」の再生プランのタイトル

の下に書いてございますように、「消費者に軸足を移した農林水産行政を進めます。」と

いうことになってくるわけであります。

この再生プランは三つの柱から成っておりまして、第一の柱が真ん中の「食の安全と安

心の確保」、「消費者第一のフードシステムを確立します。」ということであります。こ

の中の主要な点としまして五点、「食の安全と安心のための法整備と行政組織の構築」、

『「農場から食卓へ」顔の見える関係の構築』、『「食の安全運動国民会議」の発足』と

いうことで、『みんなで考える「食育」と「リスクコミュニケーション」の推進』、「Ｊ

ＡＳ法改正で食品表示の信頼回復」、『新鮮でおいしい「ブランド日本」食品の提供』と

いったことを中心に施策展開を図っていくこととしております。

このような施策を通じて食の安全・安心を確保していくわけでありますけれども、そう

いった安全で安心な食を担う分野が農業でございまして、その農業の構造改革を進めてい

くこと、このことがとりもなおさず食料の安定供給、あるいは合理的な価格での供給、そ

ういったものを実現していくわけでありますし、また意欲あるいは経営感覚のある方々に

よって生産の大宗を占めていくことが国民への食料の安定供給につながっていくわけであ

りまして、そういった観点から農業の構造改革を加速化していく必要があると考えており

ます。これが第二の柱であります。

その中の主な施策としましては、「経営の法人化で拓く構造改革」、「米政策の大転

換」、「構造改革に伴うセーフティネットの創設」、「農山村地域の新たな土地利用の枠

組み構築」といったことを展開してまいりたいと考えているわけであります。

このような施策を通じまして農業の構造改革を進めていく際に、その農業の発展を支え

る基盤ともいうべき場所が農山漁村になるわけでありまして、その農山漁村の活性化を図

る方向として、右側にございます「都市と農山漁村の共生・対流」を実現してまいりたい

と考えている次第であります。これが第三の柱であります。

すなわち、「人と自然が共生する美の国づくりを進める」こと、これが何よりも重要だ

と考えておりまして、そのための主要な施策として、『都市と農山漁村で行き交う「わが

ふるさと」づくり』、『「ｅ－むらづくり計画」の推進』、「地球にやさしい生物エネル

ギー・資源の有効利用」、『「美しい自然と景観」の維持・創造』、こういったことを中

心に施策を展開していきたいということであります。これが再生プランの概要であり、ま

ず設計図という形で４月11日にお示しをいたしまして、国民各界各層からのご意見を頂戴

してきたところであります。

そういったご意見を踏まえつつ、去る５月30日に武部農林水産大臣が経済財政諮問会議

に呼ばれましてこの再生プランの推進についての説明を行ったところでありまして、大臣

の説明の結果、資料６、資料７に入りたいのでありますけれども、先般閣議決定をいたし

ました「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」の中に、基本的にはこの再生プ

ランの方向性と同じものが盛り込まれた次第であります。

資料７をごらんいただきたいと思います。詳細は資料３の工程表でご説明申し上げます

ので、この「基本方針2002」に関しましては二点ご説明申し上げます。２ページをごらん

いただきたいと思います。２ページの右側の欄の下の四角でございますけれども、そこに
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「構造改革特区の導入等」というパラグラフがございます。これは農林水産省だけに限っ

たわけではなく、政府全体に関わる分野でございますけれども、いろいろと注目を集めて

いるものでございますので、多少ご説明申し上げたいと思います。

ここで『進展の遅い分野の規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進めるため、

「構造改革特区」の導入を図る』ということが方針として示されております。ただ、世の

中で人口に膾炙されているほどには中身をまだ詰め切っておりません。そういうこともご

ざいますので、４行目の最後のところからですが、「内閣官房に推進のための組織を設け

て」ということで、これは先週金曜日に設置されたところであります。「総合規制改革会

議等の意見を聴きつつ、地方公共団体の具体的な提案等を踏まえて制度改革の内容等の具

体化を推進する。」ということになっております。

ちなみに、農林水産省にも要請がございますので、職員をこの組織に派遣することとい

たしておりますが、この「地方公共団体の具体的な提案等を踏まえて」という関係で、私

ども農林水産省も独自に地方農政局等を通じて調査を実施いたしております。20道府県、

41市町村等から89のケースが提案という形で示されておりまして、おおむね三つのパター

ンになってくるかと思います。一つのパターンは、民間企業等の農業進出を促進するとい

う観点からの提案、もう一つが都市と農山漁村との共生・対流という観点、あとその他の

提案でございます。

こういった提案が示されておりますので、私どもとしては、この新しい内閣官房の組織

にこれをお伝えすると同時に、農林水産省としても今後この特区のありようについて検討

を行っていく考えでございます。

もう一点、６ページをごらんいただきたいと思います。６ページは「食料産業の改革」

という部分でございまして、ここに「食」と「農」の再生プランのかなりの部分が整理さ

れております。アの「食料産業の改革」というところに、農業なり食品産業の位置づけが

書いてございます。アのパラグラフ全体の下から４行目のところでございますけれども、

『農業、食品産業等のいわゆる「食料産業」は国民経済上も重要な産業であり、今後は食

料産業全体を視野に入れた政策運営を通じて、国民の期待に応えうる食料産業の活性化と

農業の構造改革を推進する必要がある。このため、以下の基本戦略の下で改革を着実に推

進することが重要である。』ということで、ここで「食料産業」という用語を使い、農業

と食品産業を包括したものという位置づけがなされているところでございます。

以上のような形で基本方針に位置づけをされたわけでありますけれども、そういったこ

とも踏まえながら再生プラン工程表を先般とりまとめたわけでございまして、資料３をご

らんいただきたいと思います。

資料３は、クリップを外していただきますと二つの資料から成っております。一つが

『「食」と「農」の再生プラン工程表のポイント』でございまして、もう１つが『「食」

と「農」の再生プラン工程表』でございます。もう一つの工程表が本体でございますけれ

ども、１ページ目をちょっとごらんいただきたいと思います。左側の表側（ひょうそく）

の欄は、「食」と「農」の再生プランに掲げておりますそれぞれの施策に当たるものでご

ざいます。例えば、「食の安全と安心の確保」、その中の「食の安全と安心のための法整

備と行政組織の構築」ということになるわけであります。

これらの施策をどのような方向へ目指していくのかというのが「目標」の欄になります。
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この目標をどのような手段でいつ達成するのかというのが、その右側の平成14年度から1

6年度以降の欄になってくるわけでありまして、これによりまして、いつ、何を、どのよ

うにして、どうするかということがわかるように整理をしたわけでございます。

今後はそれぞれの各施策分野につきまして、また国民の皆様方からのご意見をお伺いし

ながら、それぞれの施策についての予算化なり制度改正に取り組んでいくということにな

ってくるわけであります。

この工程表について、中身はもう一つの「工程表のポイント」をごらんいただきながら

説明をしたいと思います。『「食」と「農」の再生プラン工程表のポイント』でございま

すけれども、まず第一の柱の「食の安全と安心の確保」についてでございます。「食の安

全と安心のための法整備と行政組織の構築」でございますが、これにつきましては、一つ

は内閣官房で「食品安全基本法案」（仮称）と「食品安全委員会（仮称）を新たに設置す

るための法案」、これについて現在検討を行っております。この二つとも、４月２日のＢ

ＳＥに関する調査検討委員会報告を踏まえて、その後、関係閣僚会議で検討した方向性、

それを前提に現在検討を行っているわけでございます。

また、農林水産省におきましても、そのこととの整合性を図る観点から、リスク管理部

門を産業振興部門から分離・強化していくといった所要の内部組織の見直し、検討を行っ

ているところでありますし、また、併せまして「食品安全基本法案」と整合のとれた飼料

安全法とか農薬取締法の改正につきましても現在検討を行っているところであります。そ

ういった関係する法案につきまして、次期通常国会に提出していく考えでございます。

二番目の『「食卓から農場へ」顔の見える関係の構築』についてでございます。これに

つきましては、牛肉について今年度中にトレーサビリティシステムのモデル実証を行うこ

とと、併せまして流通段階全てに義務付けをする法制度化について、次期通常国会提出も

視野に入れ検討していく考えでございます。また、牛肉以外の産品につきましては、14年

度から青果物、米、牛肉以外の畜産物、これは当面鶏肉でありますが、そういったものや

養殖のカキ等につきましてトレーサビリティシステムの開発に取り組み、15年度以降、順

次導入することといたしております。

次の２ページをごらんいただきたいと思います。三番目の『「食の安全運動国民会議」

の発足－みんなで考える「食育」と「リスクコミュニケーション」の推進－』についてで

あります。ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告の中でリスク分析という手法を導入す

ることの重要性が指摘され、それを踏まえて政府の行政組織としてはリスク評価機関とし

ての食品安全委員会を、またリスク管理機関としての農林水産省の内部組織の見直しを行

うこととしておりますが、最も重要な分野は、消費者がそういうリスクに対してさまざま

な形で参画をしていく道を開いていく、これがとりもなおさず「リスクコミュニケーショ

ン」であり、その「リスクコミュニケーション」が機能するために必要なのが「食育」と

されているわけであります。

そういった観点から、まずは消費者の方々への情報を開示していく観点から、消費者の

方々において関心の深い残留農薬、米を中心とするカドミウム、麦類のかび毒、魚介類の

ダイオキシンといったものについて調査を強化し、消費者の方々に情報を開示していきた

いと考えております。

また、「食を考える月間」の設定や、あるいは明日でありますけれども、「食を考える
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国民フォーラム」を開催するなど、食育活動を重点的に実施していくこととしております

し、文部科学省、厚生労働省との間の連携も強化してまいりたいと考えております。

次は、「ＪＡＳ法改正で食品表示の信頼回復」でございます。ＪＡＳ法の罰則強化等に

関する法案につきましては、現通常国会で成立をみたところでございます。７月４日から

新しい法律が施行されているわけでございますけれども、その法の実効性を確保するため

にも、さまざまな方々、消費者の方々のご協力が必要なわけでございまして、その現れと

いいましょうか、姿が「食品表示ウォッチャー」というものでございます。おかげさまで、

14年度におきましては当初 700名の予定に対しまして多くの方が応募していただきました

ものですから、 1,350名を委嘱することといたしている次第でございます。

また、もう一つ、品質表示期限なり賞味期限といった、同じものに対して法律の規定に

よって違う表示をされているものがございます。そういった問題につきましては、厚生労

働省等との間で食品の表示制度に関する懇談会を開いております。この場での議論を踏ま

えて、今年の夏を目途に中間とりまとめを行い、それを踏まえた制度見直しを行っていく

こととしております。

最後に、『新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」食品の提供』でございますけれども、

今年度から産地ごとに品質、安全性などに関する消費者の評価を踏まえた「ブランド・ニ

ッポン」戦略の策定を促進しまして、この戦略に基づきまして、15年度から施策を重点的

に実施することとしております。

併せまして、生産・流通の高コスト構造を是正するために所要の見直しを行うこととし

ておりますが、特に「食品流通の効率化等に関する研究会」を開催し、卸売市場のあり方

を含めた食品流通の構造改革の方針を今年度内を目途に策定することとしております。

３ページをごらんいただきたいと思います。以上のような安全・安心の食を供給してい

く「農業の構造改革を加速化」する点についてであります。「経営の法人化で拓く構造改

革」についてでありますが、まず15年度からは新規就農者に対する総合的な支援システム

を構築していくことと同時に、農業経営の株式会社化等法人化の促進や広域的な法人間の

連携を推進することとしております。

また、農地法の見直しにつきましては、先月から「経営の法人化で拓く構造改革に係る

有識者懇談会」を開催いたしまして、先ほど言及いたしました構造改革特区の活用も含め

て、農業経営の法人化の推進や農地の利用集積を通じた効率的な企業的農業経営の展開、

こういった観点から今年の秋頃を目途に論点整理を行った上、次期通常国会に法案を提出

することも視野に入れ検討を進めることといたしております。

また、これとの関係で、一番下でありますけれども、「農山村地域の新たな土地利用の

枠組み構築」についてであります。現在、農業や農地への多様な関わり方が可能となるよ

うに、農振法なり農地法の見直しの必要性を感じておりますけれども、先月からこれにつ

きましても「農山村地域の新たな土地利用の枠組み構築に係る有識者懇談会」を開催いた

しておりまして、こちらも構造改革特区の活用を含めて市町村の条例、土地利用調整条例

といったようなものや地域の取組、そういったものを基本とした農地等の利用の枠組みを

検討することとしておりまして、こちらの方は今月中を目途に論点整理を行い、地域の取

組を基本として、平成15年度から新たな制度をスタートさせることとしております。

また上に戻っていただきまして、意欲と能力のある経営体が伸びていくためには、何を
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おいてもその生産者の組織する団体である農協のあり方が重要と考えております。そうい

った観点から、系統組織等関係者との定期的な協議の場を設け、抜本的な農協改革を促進

していただこうと考えております。

二番目の「米政策の大転換」についてでございますが、これは後ほど食糧庁総務部長か

らご説明申し上げます。

三番目の「構造改革に伴うセーフティネットの創設」でございますけれども、これにつ

きましては平成14年度から経営所得安定対策の具体化検討を行うための調査を実施してい

るところでありますが、併せまして米政策の改革と裏表の関係にございますので、その具

体化の方向とスケジュールを、米政策の改革の方向の策定と合わせて取りまとめたいと考

えております。

最後に４ページ、「都市と農山漁村の共生・対流」でございます。以上のような農業の

発展といいましょうか、構造改革を進めていく上で何よりも重要になるのが、その基盤と

なる農山漁村の活性化であります。第一点が『都市と農山漁村で行き交う「わがふるさ

と」づくり』ということで、農山漁村の地域政策に関わる問題でございますので、農林水

産省だけでは行える分野が限られております。従いまして、そこに掲げております総務省、

文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省等を合わせた７省で都市と農

山漁村共生・対流関係省連絡協議会を設置したところでございます。この場を活用して、

都市と農山漁村を双方向で行き交うライフスタイル、デュアルライフの実現を図っていき

たいと考えておりますし、その一環として、資産の流動化等に向けた税制改革の検討も行

っていく考えであります。また、今年度から関係府省と連携してモデル的な「むらづく

り」を進めることといたしております。

二番目が、『「ｅ－むらづくり計画」の推進』についてであります。ＩＴというツール

を農業あるいは農山漁村にどのように活用していくか、これが喫緊の課題になっているわ

けでございます。今年度中に農業経営等におけるＩＴの活用あるいは都市と遜色ない情報

基盤の整備を一体的に推進していく、そういった観点から「ｅ－むらづくり計画」を有識

者、地方公共団体等の方々の意見を聴いて策定することとしております。平成15年度から

は、この「ｅ－むらづくり計画」に基づいて施策を実施していきたいと考えております。

三番目が「地球にやさしい生物エネルギー・資源の有効利用」に関してであります。こ

れは平成14年度に、動植物、微生物や有機性廃棄物からエネルギー源（バイオマスエネル

ギー）、あるいは製品――バイオプロダクツということで、例えば生分解性プラスチック

のようなものがこれになります――を得るバイオマスの利活用についての具体策について

戦略を策定することとしております。その手法といたしましては、民間企業、有識者から

成るアドバイザリーグループ、これを先週金曜日に立ち上げ、第一回会合を開いたところ

であります。この方々の意見を、来週、再来週、三回開く予定でございますけれども、そ

れを踏まえて今月中に大綱（骨子案）を取りまとめ、年内に環境省、経済産業省、国土交

通省等といった関係府省と連携を図りながら、「バイオマス・ニッポン総合戦略」を策定

することといたしておりまして、この戦略に基づきまして、平成15年度から規制を含めた

関係制度の見直し、技術開発、普及を行っていくことを考えております。

最後に、『「美しい自然と景観」の維持・創造』についてであります。平成14年度から

は、農林水産公共事業の新規採択分はすべて環境創造型事業に大きく転換したところでご



- 9 -

ざいます。この事業を展開していくと同時に、平成15年度からは地域住民、土地改良区、

ＮＰＯ等、そういった方々の協力を得て、生き物の生息空間の形成等、自然再生に向けた

取組を行うことといたしているところでございます。

以上が再生プラン工程表のポイントでございまして、先ほど申し上げましたが、この工

程表につきましては、今後各テーマごとに皆様方からのご意見を伺いながら、その具体化

を図っていく、このように考えているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

○八木部会長 総合食料局、お願いします。

○総合食料局国際部参事官 総合食料局国際部でございます。お手元に資料４というの

がございます。「ＷＴＯ農業交渉をめぐる状況について」という資料でございます。これ

につきまして、現在の交渉状況について簡単にご説明させていただきたいと思っておりま

す。

まず、１ページでございますが、「ＷＴＯにおける貿易交渉」ということで、「昨年1

1月から、新たな多角的貿易交渉（新ラウンド）をカタル国ドーハで開始した」というこ

とでございます。新交渉の分野でございますが、右下のところでございまして、「新ラウ

ンドでは、次の七つの分野について交渉するグループが設置された」ということで、農業

もその交渉グループの一つになっているということでございます。

その農業の交渉の枠組みでございますが、次のページを開いていただきまして、右下の

「ウルグアイ・ラウンド農業合意の概要」というところでございます。農業につきまして

は、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、ＷＴＯが設立されまして、そのＷＴＯ協定の中で

農業協定という新たな協定が締結されたということでございます。この農業協定というの

は、三つの分野について農業の貿易及びそれに関連する措置を規律するということを内容

とする協定でございまして、その一つの柱が市場アクセス、いかに各輸入国が自分の市場

をオープンにするかという分野での約束でございます。これにつきましては、ウルグアイ

・ラウンドで合意されたものとしては、関税を平均で36％、最低で15％削減する。かなり

アクセスを提供している品目につきましては、現状のアクセス水準を維持する。これは関

税割り当てという方向で維持するということでございます。ほとんどアクセスを提供しな

い品目につきましては、ミニマムアクセスとしまして３％から５％の部分のアクセスの拡

大を行っていく、このような内容でございます。もちろん、その前提としましてすべての

非関税障壁を関税化する、輸入割り当てを関税として置きかえる、いわゆる包括的関税化

が原則として合意されたわけでございます。

次の柱としまして、国内支持の分野がございます。その中に「黄」とか「緑」とか

「青」とか、いろいろまた細かい専門用語が出てきておりますが、基本的には何かといい

ますと、ＷＴＯでは補助金を交通信号方式になぞらえまして、緑、黄色、赤の三つに分類

して比率を掛けたということでございます。緑の補助金というのはどうぞ自由に出して結

構です、黄色の補助金というのはちょっと待てよ、赤の補助金というのは出してはいけま

せんよ、その三つの分類だったわけでございますが、農業についてその原則に若干の修正

が加えられまして、緑と青と黄色の三つの分類になっております。緑の補助金というのは、

どうぞ出してもいいですよという補助金でございます。削減対象でもございませんし、な

おかつ他国から対抗を受けることもないというのが緑の補助金でございます。削減対象で
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はございません、ただし注意しないと他国から対抗を受ける可能性がありますよというの

が青の補助金。黄色の補助金というのは、削減対象であり、なおかつ他国から対抗を受け

る可能性があるという補助金でございます。

助成合計量の概念、これにつきましては詳しくご説明いたしませんが、８ページの右下

のところに「助成合計量の概念」というのがございまして、基本的には、そこに書いてあ

りますように、黄色の政策に該当する農家直接支払い等相当額、いわゆる削減対象の補助

金の額、それに市場価格支持相当額、内外価格差にその国の生産量を掛けたもの、これを

合計したものをＡＭＳと称しまして、これを20％削減する。これがウルグアイ・ラウンド

における国内支持の約束だったわけでございます。

また、２ページに戻っていただきまして、輸出規律でございます。これは輸出補助金の

存在によって世界の貿易が歪められていると。これを従来、ケネディ・ラウンド、東京ラ

ウンドまでつかまえることはできなかったわけでございますが、これを初めてウルグアイ

・ラウンドでつかまえることができた。これにつきましては、支出額及び量、それぞれに

つきまして36％、21％削減する。これがウルグアイ・ラウンド農業合意の概要だったわけ

でございます。現在の交渉も、この三つの基本的な柱につきまして交渉が行われていると

いうことでございます。

そのスケジュールでございますが、３ページをお開きいただきたいと思います。まず左

側５に書いてありますが、来年３月までに交渉の大枠（モダリティ）を決める。

それから、６のところでございますが、来年９月の閣僚会議で各加盟国が約束事項、要

するに自分はこういうものを削減しますよという約束事項をＷＴＯに提出する。最終的に

は2005年１月１日までに、農業分野だけではなくてサービスも知的所有権も、すべての分

野につきまして一括して受諾する。いわゆるシングル・アンダー・テイキングと申しまし

て、ウルグアイ・ラウンド方式でとられたと同じ方式をとるということでございます。

若干ご説明いたしますと、来年３月までに交渉の大枠（モダリティ）を決めるというこ

とでございます。このモダリティとは何かということでございますが、先ほど前のページ

で国内関税につきまして平均36％、最低15％削減するとか、ミニマムアクセスについて３

から５％にするとか、国内支持について20％削減するとか、この具体的な数字を決めるも

のがモダリティであるということでございます。これはウルグアイ・ラウンドを思い出し

ていただければ、ダンケルペーパーであったということでございます。

飛びまして、日本提案の概要をご説明させていただきたいと思います。６ページの左の

方の２というところでございますが、「多様な農業の共存」を基本的な哲学としまして、

「この哲学の下、農業の多面的機能への配慮、食料安全保障の確保などを追求している」

ということでございます。

具体的な提案内容につきましては、次の７ページの下の方でございますが、「市場アク

セス」、「国内支持」、「輸出規律」、それぞれの三分野について提案を行っております。

まず、「市場アクセス」につきましては、「関税水準、アクセス数量の設定についての

品目毎の事情を踏まえ、柔軟性を確保して適切に設定」するでありますとか、「国内支

持」につきましては、「現行の規律の基本的枠組みの維持」、「農業の実態を踏まえた農

政改革推進の観点からの要件見直しの検討」、具体的には「要件見直し」というのは緑の

要件の見直しの検討、こうした提案をしているところでございます。
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それでは、今、各国の農政の状況はどうなっているかというのを、資料の８ページ以下

についてご説明させていただきたいと思っております。８ページは各国の助成合計量の現

状とか、そういう資料を出しております。

主要国の農政の現状としまして、９ページをみていただきたいと思っております。まず、

ＥＵの農政改革でございます。ＥＵにつきましては、その右の方にあるわけでございます。

マクシャーリーという農業委員、これは農林大臣に相当する閣僚でございますが、92年に

マクシャーリー改革というのがございまして、これは穀物及び牛肉の価格支持をドンと思

い切って下げる。その下げた分を直接支払いという形で補てんする。これを内容とする画

期的な農政改革を行ったわけでございます。

さらに、最近になりまして、フィシュラー農業委員のもとで、アジェンダ2000をさらに

進めまして、穀物を例にとりますと、マクシャーリー価格では29％削減だったわけですが、

今度は15％を削減する。マクシャーリーのときはすべてを直接支払いでカバーしたわけで

すが、フィシュラーの場合にはその削減幅の50％を直接支払いで戻すという改革をしたわ

けでございます。この結果、改革後の数字としまして、その介入価格の水準は大幅に低下

しておりまして、穀物について申し上げますと、ほぼ国際価格並みの水準まで低下してい

るということでございます。

さらに、まだ欧州委員会からの正式な公表はありませんが、欧州の各紙等が報道してい

るところによりますと、明後日７月10日、フィシュラー農業委員は、新しい共通農業政策

の中間レビューを出すと。実はこの直接支払いというのは青の直接支払い。完全に生産と

か価格からデカップルされていない直接支払いであったわけですが、これを緑の直接支払

いとするということで、青の政策から緑の政策に転換するという方向を欧州委員会として

は打ち出すようであるという情報が流れてきているところでございます。

次に、10ページでございます。アメリカの農政改革でございます。アメリカは96年の農

業法におきまして、そこに書いてありますように、生産調整を条件とした不足払い制度を

廃止して直接固定支払い制度――緑の直接支払い制度に移行したわけでございます。しか

し、その後、国際価格が低迷したということから、右の下にありますように、各年、臨時

の緊急農家支援対策を講じてきたということでございます。

次の11ページでございますが、そういう流れの中で新たに今年５月13日、新農業法が成

立したわけでございます。これについては、各国から農政改革の方向に逆行する法律だと

いう指摘が出されてきているわけでございます。各年の支出額からするとそれほど差はな

いとアメリカ政府も言っておりまして、現に議会からのレポートではそのようなことにな

っているわけでございます。問題は、右の方の「農業法の概要」の三番目の・でございま

す。「作物ごとに目標価格を設定し、差額を補填（価格変動対応型支払い）」とあります

が、要するに不足払いを復活させた。これが大きなポイントでございます。これが各国と

も農政改革の方向に逆行しているという批判を受けているところでございます。

しかも、前の96年農業法で廃止された不足払いというのは生産調整を前提とした不足払

いだったわけですが、今回は生産調整を前提にしない単なる不足払いになっているという

ところでございます。

ただし、次の・でございますが、環境に関する支払いが増えておりまして、アメリカと

しても、ＥＵが1985年から導入した環境直接支払いを導入しようとしているということで、
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ここの点からみてもアメリカとＥＵの農政の政策としての接近がみられるというところで

ございます。

12ページでございます。今の農業交渉の現状としましては、日本提案、先ほど申し上げ

た提案を行ったわけでございますが、好意的な発言をした国というのは 142カ国のうち1

0カ国にとどまりまして、アメリカとか豪州、ニュージーランドを中心とした、農産物に

ついては補助金なしでも競争できるとするケアンズ諸国からは、ウルグアイ・ラウンド農

業合意からは逆行する内容であるというような厳しい指摘もなされているところでござい

ます。

それから、各国、今どのような状況となっているかにつきましては、15ページ以下にそ

の三分野ごとについての各国の主張の概要がございますので、ご参考にしていただければ

と思っています。

以上でございます。

○八木部会長 それでは、食糧庁お願いします。

○食糧庁総務部長 食糧庁の総務部長でございます。それでは、生産調整研究会の中間

とりまとめについてご説明申し上げます。

研究会は、生産調整を始めとします米政策のあるべき姿につきまして、１月以来、精力

的な議論を積み重ねていただきました。去る６月28日に中間とりまとめが行われたところ

でございます。お手元の資料の５－１が中間とりまとめでございます。５－３はそれを横

に整理したものでございまして、研究会の議論で使用いたしました。５－２は５－３の概

要版でございます。５－４がバックデータ集、５－５が中間とりまとめをわかりやすく一

枚紙で整理したものでございます。

研究会では、一つは、近年、毎年25万トンもお米の消費が落ち込んでいること、二つ目

は、昭和一けた世代が中心の稲作の担い手につきまして世代交代が十分進んでいないこと、

三点目に、この２年間に農林水産予算が 2,300億円減少しておりますが、一方で生産調整

の関係の予算は 700億円増加しております。このため農政が機能不全に陥りつつあるので

はないか。こういった状況を踏まえまして議論が行われ、その結果、研究会でほぼ共通の

認識となっております米システムの基本的骨格は、資料５－１の２ページ目をお開きいた

だきたいのでございますが、①にございますように、アが明確でわかりやすいメッセージ、

イが効率性、ウが透明性といったものになってございます。

これらの点につきまして、研究会では、アに関しましては、一つはだれのため、何のた

めの生産調整かといった重要なメッセージが農業者に伝わらず、市町村や農協の職員が農

業者に頭を下げてお願いしているという状況にある。これらの方が本来行うべき業務がで

きていないというご指摘。さらに二つ目に、食糧法に変わり、米のシステムが大きく変わ

りましたが、そのことが農業者に浸透せず、国の関与が食管法時代と変わらないと誤って

認識されているのではないか。

イに関しましては、一つは水田の維持と米の減反の両方に金が使われている。二つ目は、

米と麦、大豆の二重の生産奨励助成となっているのではないか。三つ目は、主食として高

い値段で集荷した米を、最も安い飼料用に過剰処理として回している。四点目が、需要に

応じた生産ができず、需給のミスマッチが生じ、それを補正するためにリベートの支出、

安売り、さらには不正表示等が発生している。
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ウに関しましては、一つは生産調整の現在の配分結果について、現時点ではだれも説明

できなくなっている。二点目は、奨励金が複雑過ぎて農業者が理解できないのではないか。

三点目は、系統に販売したら売れたという意識が需要に応じた生産の阻害になっているの

ではないかといった指摘をいただいているところでございます。

また、現行の米システムが①にございますようになっているかどうかということについ

て、具体的に検証する切り口としては、その下の②にアからキまでの七点整理されており

ますが、現実にはそういった形になっていないのではないかとご指摘されているところで

ございます。

研究会におきましては、今後のあるべき米づくりの姿とそこに至るまでの道筋について

活発な議論が行われてきておりますが、米づくりの本来あるべき姿としましては、資料５

－５の一枚紙をごらんください。

その右上の枠内にございますように、「米づくりの本来あるべき姿」としまして、一つ

は「多様な消費者ニーズを起点とし、需要ごとの価格条件等を満たしながら安定供給が図

られる消費者重視・市場重視の姿」であるということ。

さらに、そういったもとでは、二つ目にございますが、『効率的かつ安定的な経営体が、

市場を通して需要を感じ取り、「売れる米づくり」を行うことが基本』であるとされてお

ります。

そして、その左にございますが、「実行プログラムを策定し、将来方向を見据えて条件

整備」を行うことが必要だと掲げられてございます。

今後具体的な検討を進めるに当たりましては、その下の「対応方向」にございますよう

に、まず「需給見通し・生産調整」につきましては、一つは「数量による調整を基本とし

た供給量調整」、その際、「需要予測、調整等は透明性ある公正・中立な第三者機関で実

施。」すべきだと。

二つ目は「正確な情報を提供した上で、農業者が、過剰や価格下落等のリスクに対して

も、主体的な経営判断に基づいて対処するような仕組みの構築」。

三つ目は、「メリットが感じられる助成の仕組みとして、米の供給調整と特色ある地域

農業の振興等を分けた施策」。括弧内にございますが、「当面、需給調整そのものに対す

る直接的なメリット措置は、性格の異なる農業者を区別せず。地域の特色ある農業の展開

等については、その取扱いを区別。」する。

四点目が「情報が伝わりにくくなっている系統米事業方式の見直し」が必要である。

それから、「備蓄・調整保管等」につきましては、一つは、備蓄について、６月末 10

0万トン程度とし、需給調整とは切り離した形で運用」すべきだということ。

二つ目は「調整保管について、一時的な流通量調整を行うという役割の明確化。決定プ

ロセスや運用状況に関する透明性の確保の仕組みの構築。一律配分でなく、需要に応じた

仕組みの構築」が必要であるということ。

三点目に「農業者の経営判断との関係で、配合飼料用処理システムの見直し」が必要で

あるということ。その際、「需給調整の結果の余り米は、自己責任を基本とし、具体的な

処理方法を検討」すべきだと。

次に、「流通制度・価格形成」でございますが、一つは「必要最小限の規制の下での流

通。一物二ルートの生じない公平さ。規制は、簡素さ、わかりやすさを基本原則とした新
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たな安定供給体制を確立」すべきだということ。

二つ目は、「需要動向を的確に伝え、流通コストを低減させる観点からの系統米事業等

の見直し」。

三つ目は、「消費者の信頼を回復するための米の表示・検査制度の抜本的見直し」。

四つ目が「価格形成のあり方の抜本的な見直し」。

それから、「関連施策」としまして「担い手育成、支援対策と需給調整への参加メリッ

ト対策との関係を整理」すべきだ。「需給調整への参加メリットの明確化を前提に、現行

稲作経営安定対策は廃止」すべきだという提言になっています。

二点目が「新たな米政策の構築と整合性をもった担い手の経営所得安定対策の提示」。

三点目が「構造展望実現のための具体的政策の提示」。

四点目が「地域の特性に応じた水田利用のあり方の検討、農地制度の見直し」が必要で

あるということ。

五点目が「需要に応じた麦・大豆等の生産、耕畜連携の推進」が必要であるという方向

で臨むということが研究会としての共通認識となっております。

個別の検討課題につきましては、農水省や生産者団体において具体的検討を行うように

宿題が出されているところでございます。

具体的な宿題につきましては、この報告書の中で※をつけられて、例えば６ページの一

番下に※で二重で囲まれている「役割分担のあり方の見直し方向」とか、７ページで同じ

ように３分の１ぐらいのところにございます「関係法律の改正を含めた改革のステップ」

とか、こういった形で具体的な宿題が提起されておるところでございます。

研究会としましては、この状況を見極めた上で、秋のしかるべき時期に再開され、最終

的なとりまとめに向けて議論が行われると承知しているところでございます。以上でござ

います。

○八木部会長 ありがとうございました。

それでは、本日はフリーディスカッションでございますので、委員の方々からご自由に

ご意見をいただきたいと思います。――江頭委員、どうぞ。

○江頭委員 食と安全ということについて先ほど説明がありまして、今、国民的課題と

いうか、一番の関心事、それについての対策は今ご説明がありました。そこに触れられて

いないことでちょっと私が気になっていることをお話ししたいと思います。

それは、アメリカとか中国でいろいろ法的規制があって、アメリカや中国ではオーケー

で日本では許可していないというものがたくさんあります。例えば添加物の問題とかいろ

いろありますけれども、国内でいろいろやると同時に、そういうところのハーモナイズを

やっていくということをやらないと本当の解決にはならないのではないかということが考

えられます。その辺は今日はちょっと触れてないのですけれども、どのように考えておら

れるか、ご質問したいのです。

○企画評価課長 今のお話については、リスク分析論的にいえばリスク評価の問題にも

つながりますし、リスク管理になってくると思うのでありますけれども、基本的にはハー

モナイゼーションの話としては国際機関としてはコーデックスという場もございますので、

そういったところに――今までもやっておったのですが、今後は食品安全委員会を中心に

積極的に議論に参画していき、日本としての主張を展開していくということも重要ではな
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いかなと思っております。いずれにしてもハーモナイゼーションという観点から整合性を

図っていく必要があるだろうと思います。

○江頭委員 ぜひお願いしたいのは、日本の中でもちろん企業が反省し、直すところが

あって直していくにしても、根本のところで国と国の法律の規制が違うということは非常

に厳しいのです。一つ一つの案件にいろいろなことにものすごくお金がかかります。全部

チェックしろといってもそれは無理なので、国と国のベースである程度ハーモナイズして、

中国でオーケーなものは日本でオーケー、日本でオーケーなものは中国でオーケー、アメ

リカでオーケーなものは日本もオーケー、そっちへもっていかないと本当の解決にはなら

ないのではないか。お金ばかりかかる制度になりかねないという心配をしているわけです。

ぜひお願いしたいと思います。

○武部農林水産大臣 その件については、今、企画評価課長もお話ししましたけれども、

これからリスク分析に基づいてリスク評価を食品安全委員会で専門家集団がやるわけです

ね。ここでは当然グローバルスタンダードのことも前提にした議論があると思います。し

かし、私はＢＳＥや食品表示の問題に直面しまして、これは企業倫理の問題を含めて、根

本的に我が国の国民の理解が得られなければ難しいと思います。日本の基準は日本の基準

でありまして、これは国民が選択するわけですから、その辺のところは、今、江頭さんが

おっしゃる意味はわかりますけれども、そういう意味では食品安全委員会でどういうリス

ク評価をするかにかかってくるわけです。それに基づいて、厚生労働省、農林水産省もリ

スク管理をやるわけですね。

もう一つ大事なのは、このことの方が今後大事だと思いますけれども、消費者、生産者、

いろいろな関係者が参画して、もちろん専門家も入りまして、あるいは関係閣僚も入ると

思いますが、リスクコミュニケーションをどうするかという場が設けられるべきだと思う

のです。そういったところで議論する必要があると思います。我々は、経営危機等の問題、

食の安全の問題で輸入障壁にする考えはありませんけれども、中国にしても米国にしても

どの国にしても、食の安全については厳しいです。ＥＵなんかは予防原則ということに対

して非常に厳しいですよ。英国なんかは食品基準庁というところで政治家も全く排除して

やる。私はこれが一つのスタンダードになっているのではないかと思うぐらいで、日本の

農林水産大臣として議論して厳しいなと感ずるわけです。グローバルスタンダードでいく

というようなことは当然のことだろうと思いますけれども、我が国は我が国の主張もして

いかなくてはいけないのだろうと思います。

○江頭委員 ちょっと誤解されたようで、私は何もアメリカや中国のとおりに日本を変

えなさいといっているのではなくて、日本がこうすべきだと思ったことをもっとＰＲして、

そういうルールをつくるというリーダーシップをとったらどうかと実は思っております。

最近のコーポレートガバナンスの問題だって、アメリカの方式が正しいとは全然思ってお

りません。日本には日本の行き方があると思っています。そういう意味で、日本でつくっ

たものは、これでいいと思ったらそれを世界に広める、逆にそっちが大事だと思っていま

す。そういう努力をされたらどうでしょうかということを実は申し上げている。そういう

ことであります。

○武部農林水産大臣 そのこと、全く同感です。ですから、それは食品安全委員会がで

きまして、これはもちろん外国の科学者などの意見も聴くだろうと思いますので、その点
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についてはハーモナイゼーションのことは当然解決されていかなければならん問題だろう

と思っております。

○八木部会長 どうもありがとうございました。本日はフリートーキングですので、委

員の皆さん方からできるだけ積極的なご意見なり提案なりいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。――山田委員、どうぞ。

○山田委員 農業の構造改革の推進は大変大事な命題でもありますし、そういう面では

賛成です。また、再生プランの提案につきましても賛成であります。農水省として積極的

な政策提言と決意を示すという挑戦であるかと思います。

しかし、若干申し上げさせていただきますけれども、進め方にどうしても私としても意

見があります。「食」と「農」の再生プランにつきましてどこで議論が進められたのかと

いう点でありまして、審議会本審でも前回の４月22日でしたか、内容の紹介を受けまして、

本日がそういう意味ではその審議の場としても設定されたということであろうかと思いま

して、その面では評価するわけでありますが、再生プランの公表前、ましてや６月28日に

工程表も策定しましたよということでありますと、その前の審議があってもよかったので

はないかなと思うわけであります。

内容としては、新しい基本法、同基本計画、この中で大変議論がありまして、かつ大臣

もおっしゃいましたが、新しい食の安全や緊急性の問題が出て策定されたということも十

分理解できるわけでありますが、新しい基本法の中では、とりわけ長年月をかけて議論し

て昨年施行しました農業生産法人の株式会社形態の導入の経緯があるわけであります。こ

れはようやく一年余り経ったわけで、この間、幾つか株式会社形態の農業生産法人も誕生

しているわけでありまして、そうしたことの具体的な検証があって、そして進められるは

ずであろうかと思っておりましたが、そのことよりもさらに一歩進んだ形で農業経営の株

式会社化等が打ち出されているわけであります。

今紹介いただきました工程表をみましても、なぜ農業経営の株式会社化なのかという部

分について、全く説明、検証がないと思っております。そういう私自身は、集落営農も含

めまして株式会社の農業生産法人を否定するものではありませんし、むしろ合理的、効率

的なやりやすい側面もあると率直にいって思っております。しかし、申し上げたいのは、

こうした議論を踏まえて方針を打ち出していただきたいということでありまして、いたず

らに農業者はじめ関係者の不安を呼び起こすだけのためのものであってはいかがかと思う

次第であります。

なお、「食」と「農」の再生プランの中でご指摘のあります抜本的な農協改革の促進等

については、残念ながら指摘される部分もありまして、この点は全力を挙げて今後そのス

ピードアップを図りたいということでありますし、工程表の中でこの点について定期的な

協議の場を設けていくと整理されておりますので、こうした観点で進めていくことにつき

ましては大賛成と考えています。

以上、もっと建設的であるべきかもしれませんでしたが、申し上げさせていただきまし

た。

○八木部会長 審議官どうぞ。

○総括審議官 再生プラン工程表の編成過程につきまして山田委員からご指摘がありま

したけれども、「食」と「農」の再生プラン、４月11日の本体の１ページ目の「趣旨」の
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ところをみていただきたいのです。ここの下の方に書いてありますように、この「食」と

「農」の再生プランを、「農林水産政策の抜本的な改革を進める上での設計図として提案

いたします。」、こういう位置づけでこの作業を始めている。しかも「このプランについ

て、幅広く国民の皆様から御意見をいただき、それを踏まえて順次このプランの具体化を

進めていきます。」。工程表をつくって、これから３年間ぐらいのいろいろな検討手順な

り具体化の手順についてお示ししていきたいと、４月に大臣を始めとして、そういった方

向も示しているところでございまして、役所の方もいわば提案型でお示しし、また検討手

順も各国民の皆さんにわかっていただきながら具体化をしていく、そういう作業でやって

おります。

この審議会においてもこういったものを今お示しし、議論いただいて、それをさらに具

体化していく、そういう手順でやっておりますので、その点、十分委員の皆様にご理解い

ただきたいと考えております。

○武部農林水産大臣 私からいいですか。私は閣僚になるまでは、議論の進め方として、

農林水産省は農林水産省の提案をきちっとやって、その上で議論していただくという手法

をとるべきでなかったのかなという思いがありました。私が農林水産大臣になりましてか

ら、いろいろな批判や議論を恐れず、私どもの方から提案をしていく、我々の考え方を明

示していく、その上で「万機公論に決すべし」という原則に基づいて幅広く意見をいただ

くというやり方をとっています。

今まではどちらかというと、いろいろな人の意見を聴いた上で、トータルなものを農林

水産省案、あるいは農林水産大臣案のような形で国民に示してきました。これはある意味

では民主的といえば民主的なのですが、非常に今はスピードを要する時代だと思うのです。

小泉内閣になりましてから聖域なき構造改革に取り組んでおりますが、これは内閣の中で

も経済財政諮問会議等の動きなどをみましても、我々が十分な議論を尽くしてから提案を

していくという余裕がない。非常に速いんですね。それに乗り遅れますと、政府が決定す

べきものにも取り入れてもらえなかったり、我々の主張が明確に入らなかったりというよ

うなこともあるわけなのです。

そういう意味で一点は、我々の方から提案をする。そして議論いただく。もう一点は、

非常にテンポが速くスピードを要するときに、後で気がついてみたらもう時間切れになっ

ているということのないように動く、そういう両面があります。そういうことをご理解い

ただきたいと思います。

今、山田さんのご指摘のことは各界からいろいろ言われておりますが、こういう速い時

代だということで、お互いにどんどんスピードをもってやらないと間に合わないという感

じもいたしますので、ご理解いただきたいと思います。

○八木部会長 他にご意見ございませんでしょうか。――大堀委員、どうぞ。

○大堀委員 食の安全・安心から再生プラン、大臣が発表したということであります。

もちろん食べるものでありますから、安全・安心は絶対重要なことだと私も思います。た

だ、前回もちょっとお話しさせていただいたのですけれども、少なくとも食料・農業・農

村基本法の中で自給率の向上、今後10年間で５％アップするという大きなテーマがあるわ

けでありますが、どうもこの再生プランとの関連の中で、これが影を薄めているのではな

いかという気がしてならない。大臣、この自給率の向上とどういう整合性をもっているの
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か、大臣からお話し承れれば幸いだと思います。

○武部農林水産大臣 私どももそのことを一番懸念しているわけです。自給率を平成2

2年度に45％にするというけれども、実態は輸入がどんどん増えてくるという問題があっ

たり、そういう意味で消費者に軸足を置いて農林水産政策を見直していくといいますか、

そういう必要性を痛感しているわけなのです。消費者が受け入れないものを供給しても自

給率は上がっていかないと思います。そういうことも一つあります。

そういう意味では、私ども「消費者に軸足を移して農林水産行政を進めます。」といっ

ているのは、誤解があってはいけませんが、生産者離れということでは全くありません。

農林水産省では、消費者との定期的な会合は今までありませんでしたが、定例懇談会とい

うのを設けました。それから、今朝８時から日本経団連との定期的な懇談会の第一回目を

やりました。それまでは農業団体との会合はたくさんありましたけれども……。そういっ

たことの反省を踏まえて、また、ＢＳＥの問題を通じて感じますのは――しかも食品表示

の偽装問題が全農あたりからもあのように出てくるわけですね――自給率の向上のために

は、国民や消費者からの信頼を取り戻すということが一番大事ではないでしょうか。その

ためには消費者ニーズとか消費者重視、市場重視ということに徹していく、それを基本に

していくということが自給率を上げていくということにつながるのだろうと思います。

同時に、もう一つはやはり担い手でしょうね。これは農業にもいろいろあると思います。

健康・生きがい型の農業というのは今後大事だと思います。しかしながら、競争力のある

経営体をつくり上げていかなければなりません。先日、私の地元の者が中国へ行ったので

すが、たまねぎの価格の暴落で中国は農薬まみれのものを輸出してるんだと思ったら、そ

うでなかったと言うのです。「大臣、あと３年、５年したら向こうの方が安全なものを日

本に供給するようになっちゃうね」というような意見まで、現地に行ってきた若い人たち

から出てくるのです。そういうことを考えますと、我々は「食」と「農」の再生プランで

お示ししたようなことを加速化していかなくてはいけない。

先ほど基本法のお話もありましたし、基本計画に沿って我々はこのプランをつくったわ

けでございますが、スピード感からいいますと、前倒しという言葉は適当ではないと思う

のですけれども、もっとこれを促進していく、スピードアップしていくことが必要だとい

うことでありまして、今、大堀さんがおっしゃったようなことは私も心配しているのです。

心配しているというのは、このままでいったら自給率を向上するなんていうことは難しい

のではないか。だからもっとこれを促進していく、拍車をかけていく、スピードアップし

ていかなければならない。それは一つは消費者重視、市場重視、もう一つは担い手につい

て、意欲や能力のある担い手、経営体が活躍できるよう、農業の構造改革を加速化する、

そういう意味で我々は考えているわけです。

○大堀委員 今、大臣からお話し賜ったのですが、確かに消費者から受け入れられない

ということになれば生産はあり得ないということでありますし、また生産がなければ消費

者の方々は食に窮するということになりますから、これはお互い理解をしなければならな

いことだと思うのです。大臣からお話を伺ってなるほどと思っています。ただ、こういう

相対的な発想の中に、食料・農業・農村基本法の中の自給率の向上という大きなメーンテ

ーマが影が薄くなっているのではないかという懸念を申し上げているので、是が非でも自

給率の向上を高める努力は最大の努力をしていただきたい、このようにお願いしたいと思



- 19 -

います。

○武部農林水産大臣 今日、日本経団連が「日本は通商立国だ」とおっしゃいましたか

ら、「それは結構でしょうけれども、我が国の自給率は先進国でも最低の水準なんですよ。

教育の荒廃がひどいから農村で子供たちを育てようといっても、その農村がどうなってる

かわかりますか。自然の恵みに感謝し、自然の脅威を恐れる謙虚な気持ちが日本の心じゃ

ないですか。そういう意味では農村を荒廃させちゃならない。安全な食料とか農村の多面

的な機能とか農村景観といったものは、輸入では得がたいものなんです。知育、徳育、体

育のベースに食育がありますよ。それをベースにした上で通商立国とおっしゃるのは結構

だと思いますけれども、貿易では手にすることのできないものはしっかり国内で確立して

いくということについてご理解いただきたい。」ということを申し上げたのですけれども、

そういう意味では大堀さんと私の考え方は共通していると思いますので、そのことを申し

上げたいと思います。

○八木部会長 豊田委員、どうぞ。

○豊田委員 それと直接関連すると思うのですが、経済活性化戦略の今日いただいた方

向の中にも、４ページにグローバル化への対応が遅れているという指摘がございまして、

５ページにグローバル化はチャンスに変える必要があるという指摘がございます。振り返

ってみますと、日本の食料・農業、今一番大きなインパクトを受けているのはグローバル

化の問題ではないかと私は思っておりまして、ＢＳＥ問題や食品の虚偽表示問題に関連し

て、「食」と「農」の再生プランを包括的に提起されたことは私も賛成しておりますが、

消費者第一のフードシステムを確立するという観点から、これをグローバル化との関連で

もう一度とらえ直すとどのようなことになるのかなということを、全体を読んでみまして

三点ほど感じました。

一つは、ＢＳＥ問題は明らかに1985年以降のグローバル化の否定的な影響を受けている

と思われます。我が国でＢＳＥが発生したということは、ＢＳＥに感染した牛かヒツジに

よる欧州起源の異常プリオンたんぱくを含む肉骨粉をそれらの家畜が食べたということで

ございますので、それは明らかに海外から輸入されたものでございます。とすれば、その

原因でありますグローバル化に関して、家畜の飼料、農業生産における投入剤にまでさか

のぼったフードシステムの全体をどのように対象とするかということが、我々日本の食の

消費者、あるいは生産者にとって非常に大切な問題ではないかと思われます。

そのことに関して二点目は、この「食」と「農」の再生プランの中で『「農場から食卓

へ」顔の見える関係の構築』ということで、トレーサビリティシステムの導入ということ

を提起されておられる。これも全く私は賛成でございまして、今、政府の役割、市場の役

割と並んで市民社会の役割が非常に大切になっていると思いますが、そこから一番問題と

なっているのは生産情報をどのように認識するかということだと思われます。消費者から

さかのぼって生産、流通、加工、農業生産、原材料の輸入ということまでのトレーサビリ

ティは、今の自給率からみまして40％の部分でありまして、さらに国境を越えて生産国に

おける生産・輸出、輸出・流通、生産・加工といったところまでトレースして初めてあと

の60％のトレーサビリティを達成できるわけでございます。これが第二点でございます。

第三点目は、こうした論点をめぐる食料と農業の国際関係について非常に貴重な経験は、

先ほどちょっと議論が出ておりましたが、青果物や畜産物における動植物検疫制度であろ



- 20 -

うと思われます。これは国際条約に基づいて各国が情報の提供を義務づけているわけであ

りまして、そういう非常に貴重な国際関係をめぐる食料と農業の安全確保、それは植物体

なり動物体のことに関わってくるわけでございますが、そういう経験をもっているという

ことを考えますと、世界最大の食料輸入大国として、しかるべき国際機関におきまして―

―これは先ほどコーデックス委員会の名前が出ておりましたが、ＷＨＯとＦＡＯというこ

とになると思いますけれども――これだけの大きな被害を国民は感じているということを

明確に出しながら、食品安全性監視の国際協定、あるいは条約なりにいくかということは

あろうかと思いますが、そういった議論を世界の中でリードしていくというのがむしろ日

本の役割ではないだろうかなと。

先ほどＷＴＯのお話もございましたが、農業の多面的機能の中で国土の環境とかさまざ

まな要素、地域社会の活性化とかございます。しかし、やはり食の安全性という問題をめ

ぐって、そうした国際社会における日本の独自の主張を行っていく、そういう問題を実は

この問題は提起したのではないかなと感じております。全部読みましたけれども、どうし

ても食の安全と安心の確保がドメスティックな国内の観点にとどまっていて、それを超え

た問題について十分読み取れなかった。かなり細かく詰めますとそれに関わる論点は出て

きておりますが……。以上三点ほどの印象を受けました。以上でございます。

○八木部会長 どうもありがとうございました。坂本委員、どうぞ。

○坂本専門委員 私たちは農業法人で農業をやっていまして、三点ほど意見を申してお

きたいのです。

この「食」と「農」の再生プランの工程表については、我々法人の仲間は大賛成でござ

いまして、むしろもう少し早くこれを進めないと……。スピードは現場で激しく要求され、

もはや我々は中国や韓国は地域産地と思います。その中で日本の農業をどう守り、食料自

給率を上げるかという意識に立たないとどうにもならない時代が来ており、国際的枠組み

もできていますし、セーフガードもそう簡単にできないだろうという視点で、スピードが

必要です。特に農地法が本格的に議論されることを期待しているわけなのです。

農地問題を解決しなければ、我々は効率的にいいものをできるだけ安く計画的に供給し

ようと思いましても、1.5ヘクタールの日本の経営規模では、地域の方々から農地を預か

ってほしいとたくさん来られても、その農地が点在しておりまして、10キロ、20キロの周

囲からポツポツとお願いが来たのでは、我々はお世話できない状態です。農地法が今検討

されているので、近々いろいろな中間報告も出てくると思いますが、日本はそんなに大平

野ではありませんので、いろいろな農地があるわけですから、それを体系別にまず整理し

て、いかに集約して農業構造につないでいくかという体系づくりを基本に置いた農地改革

をぜひお願いしたいと思っております。

それから、米政策が今回示されまして、我々大賛成でございますが、スピードをもった

具体策を早急に決定していただいて我々に示していただかないと、今１年２年というのは

大変な時間で動いておりますので、ぜひお願いをしたいということであります。

それから、この再生プランを推進していく上で、私は既存の政策ルートをもう一度ご検

討いただきたいなという気持ちがあるわけでございまして、成長市場とは違うわけで、国

際化の中ですから、事業すべての面で専業経営体に直結できるような情報と政策ルートも

あっていいのではないか。これはいろいろな課題があると思いますが……。
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特に公共事業が相当進んできてはいるのですけれども、その公共事業の事業主体の多様

化ということもご議論いただくような時期が来ているのではないか。基盤整備は立派にで

きているけれども、それを使いこなし切れていないところに我々の悔しさもあるわけでご

ざいますので、その辺をぜひお願いしたい。

ただ、改革特区という言葉なのですが、日本の文化というか、そういうものに特区とい

う言葉が合うのかなと。もう一つ、行政が勇気をもって農地問題でもズバッとお示しいた

だいた方がかえって議論が進むのではないかなという気もいたしております。以上でござ

います。

○安土専門委員 この全体の再生プランは基本的にいい方向だと思うのですが、一つ、

今起こっているいろいろな問題と食の安全・安心のための法整備の関係を考えましたとき

に、ちょっと驚くようなことをいうようなことになりますが、法整備が進むほど問題が出

てくるのではないかと思います。

例えば私は32年食品スーパーをやっておりまして、今から30年前に一番最初にこの業界

の会合に出たときに最初に質問されたのは「おたくはアルカクどうしてるか」という質問

です。これは「アルゼンチンの馬の肉をすき焼きにまぜているか」という質問なのです。

私どもが今から30年前に食べていたすき焼き肉のかなりの部分が実は馬肉であったという

ことになるわけですが、そういう偽装表示というか、偽りの表示は実は30年前の方がはる

かに多かったわけで、ここにおられる皆さんのご努力などもたくさんありまして、随分表

示はよくなってきている。そして、法整備がどんどん進むと当然のことながら法違反は出

てくるわけで、馬の肉をまぜようと何だろうとすき焼き肉で売れた時代は違反は出ないわ

けです。

したがって、今度の再生プランの表でわかりますように、ＢＳＥ、食品表示の問題が非

常に大きなインパクトを与えておるわけですが、このことと再生プランで法整備を進める

こととの関連を少し考えておかないといけない。しかも、なぜこういう問題が今起こるか

という根本をさかのぼっていくと、実は各企業における悪い意味での官僚化の進行という

ことが非常に関係があるのではないかと思います。官僚化というのは、一言でいえば自分

の保身のためには何でもしよう、企業がだめになろうと国がどうなろうと関係ないよ、乱

暴にいえばそういうことになるわけです。

端的にいって雪印食品のセンター長は、あの状況の中でどういう行動ができたか。恐ら

く牛肉の損をどんどん重ねていったまま正直に申告していれば、センター長のポストを失

い、企業の中での出世を失っていくということになる。そのことが嫌であるということか

ら、恐らく同種の利害をもった人と結んで虚偽の表示をする。虚偽の表示はばれなければ

所詮わからないだろうということになったのではないかと思います。従って、そういう企

業の中における個人の社会的責任をどのように追及していくかという社会的な考え方、あ

るいはそういう仕組みが発展していかないと、整備をすればするほどむしろ消費者の信頼

を失うような事件が起こってきて、よくなっているのにかえってイメージが悪くなるとい

うようなことではないかと思います。

最近特にこういう問題がうんと起こっているようにみえるのは、ほとんどが内部告発で

出てくるわけで、企業の中にパートタイマーの主婦が大勢入ってくるとか、そういう種類

のことも背景にあって、また恐らく国民の社会意識が高まっているということで、決して
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私は基本的には悪いことではないと思うのです。

従って、ではどうすればいいかということは非常に難しいことなのですが、企業におけ

る個人の社会的責任を直接追及する体制、企業にではなくてその個人に追及できる体制の

整備とか隠しおおすことのできない環境、つまり自覚した市民たちによる積極的な告発を

社会が認めていく、そのような環境づくりとか、勇気ある告発者に対する保護。

この間、ＮＨＫテレビで職場における公益というのをやっておりました。つい１週間ぐ

らい前でしたでしょうか。私は非常に共感したのですが、企業という厚い壁の中に隠れて

企業内の権力が非常に強力で、何をやってもそれに逆らったら自分自身はどうなってしま

うかわからないという状況そのものを全体として解決しないまま法整備をどんどん進めて

いくと、一見よくなっているのに信頼を失うという問題が出てくる。こういう問題は当然

農水省の問題を超えていることだと思いますけれども、国家としてそういうことをどのよ

うにとり進めていくかということに対する配慮が要るのではないかと思います。以上です。

○八木部会長 田島委員、どうぞ。

○田島委員 私は流通の専門家としてここへ出席をしておると思うのであります。その

観点からいえば非常に重要な問題がいろいろあるわけですが、これを端的に要約すると、

食品流通に限らず、すべての経済活動は二つの車の両輪みたいなものがあるわけでありま

して、片一方は例えば食品流通、経済活動の科学化という側面だろうと思うのです。食品

流通というのは、先ほどから議論されておりますように、需給のミスマッチが非常に多く

の問題を引き起こしていく。

私は、欧米あるいはその他の国々と日本を比較して、需給のマッチングが日本というの

はどうもうまくいかんという気がするわけであります。これを改善していくというのは、

一つはＩＴというものになってくるのだろうと思うのです。そういうことでの科学化を農

水としても相当盛り込んでありますけれども、もっと大胆に実施をしてほしいという気持

ちがあります。

だけれども、実は車の両輪のもう一つ、あるいはこっちの方がもっと重要なことだろう

と思うのですが、経済活動の哲学化というのがあると思うのです。経済活動を何のために

やってるんだ、それは金もうけのためにやっているのか、自分が飯食うためにやっている

のか、そういう意味でのミッションといいますか、使命感といいますか、倫理といいます

か、哲学といいますか、こういうことをいうと何か学校の教員の非実務性みたいなことで

おしかりを受けるのですけれども、哲学なき経済活動が結局はその人間なり企業なりをだ

めにしてしまう。これは日本だけではなくて世界中にたくさん例があって、アメリカはま

だしもと思っていたらエンロンが出てきた、あるいは虚偽会計が出てきた。これは世界的

に何のために経済活動を我々はやってるんだというところをみんなが見失ってきたという

ところに非常に大きな問題があると思うのであります。

こちらに関連して私は一つだけ提案をしたいと思いますのは、最終的にそれは教育が悪

いんだということがよくいわれるわけです。確かに高度成長期の偏差値重視の画一型教育

というのは、ある意味では日本民族の知的水準を引き下げたかもしれんと思うのですが、

「食」に関連づけていいますと、私は学校法人学習院の幼稚園から大学までひっくるめた

経営の責任者でありますけれども、子供たちが四歳から入ってきて二十数歳まで学園にお

るわけであります。子供たちが肉体的にも精神的にも成長していくというのは、食べ物に
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非常に関係があると思うのです。余りジャンクフードを食べると、ナトリウムとかカリウ

ムとか、いろいろな貴重な物資が失われておる関係で正常な生育を妨げるということがい

われておりますけれども、それ以上に大事なのは、子供たちは米がどこに生えていてどう

いう木になっているのかわからない。野菜というのはどういうところにどのように生えて

いるのか知らん。つまり物がつくられている現場を子供はほとんど知らないのでありまし

て、そういう中でこういう食べ物がいい食べ物だとか、どれが有機だとかどれが自然だと

かいったって、それはただ大人が言っているだけの話。子供は知らないのです。

「食育」という言葉が書いてございますので、私はこれが発展することを祈るのですけ

れども、食べ物がどのようにしてつくられて、どういう食べ物がおいしくて安全で、また

そういうものをつくる人たちがどんなに苦労していて、また食物をつくるということが日

本という国の自然をどう守っておるんだとか、そんなことをもっともっと子供に教えてほ

しい、あるいはそういう場をもっとつくってほしい。恐らく場としては三つぐらいあるだ

ろうと思うのです。

第一は今後の総合教育というものです。ですから、これでは文部科学省との連携をして

いただくというのは非常にありがたいと思うのです。総合学習で農業あるいは食料を教え

ることによって、生物であるとかいろいろなことが教えられると思うのです。それがまさ

に総合学習だろうという気がいたします。これが一点です。

二点は、週５日制が浸透していくときに、土曜、日曜、とりわけ土曜日をどう使うかと

いう大きな問題があるわけです。これの使い方で、例えば我々の場合でありますと、学校

法人の生涯学習センターで自然に親しませるプロジェクトで、子供を非常に安い参加費で

募集して農村なんかに連れていって、木登りをさせたり飯ごう炊さんをやったり、いろい

ろなことをやるのですが、年々増えていくんですね。

そういう意味では、「週５日制にすると授業時間数が減って学力が落ちるから反対だ」

という単純な議論が片一方にある。だけれども、片一方には授業時間数を減らせばゆとり

ある教育ができる。これまた単純な発想だと思うのです。そうすると、土曜日をどう過ご

させるというプロジェクト、プランがあって、その中で人間としての本当の学習をしても

らうようなことを考える必要があるのではないかなという気がするのです。

三つ目と申し上げたのは、だけど、「子供だけ教育しようと思ったってだめです」とい

うわけです。お母さんといったら女性の方々にしかられると思うのですが、おやじが一番

いかんのだろうと思うのです。親の教育を一緒にやってあげるという機会をつくっていた

だきたいなと。つまりいろいろな制度の変更、立案、革新は大変結構ですが、反面、余り

表面に流れませんように、実質を追求して施策を企画、実施してほしいというお願いを申

し上げたいと思います。

○八木部会長 森地委員、どうぞ。

○森地委員 私、専門ではございませんが、今日ご説明いただいたことすべて方向とし

てはそうなんだろうなと思って伺っておりました。ただ、先ほど坂本さんからもお話がご

ざいましたけれども、方向が正しいことと、それでゴールがきちっと描けることは全く別

問題でございます。国の政策で打ち出す以上は、いろいろな条件の地域のことをご考慮に

なってセットされていますので、それがある地域におりたときにどういう格好になるかと

いうところは大変気になることでございます。
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今日お話しいただいた中には、国の政策に応じて各地域でそういうことをやったときに

どこが制約になり、どこがバックアップでき、どこに自由度があるのか、この辺が余りよ

くみえなかった。そういう情報を流したときに、国民との対話とか担い手と消費者の対話

とかといっておられるのですが、一体何をメルクマールにして議論をされ、それが吸い上

げられるのかというところがよくみえないのではないか。プランニングの制度化としては

そこのところをややはっきりさせる必要があるのかな、こんなところが第一点でございま

す。

第二点は、私はたまたま地域計画とか国土計画、あるいは交通の仕事をしておりますの

で人口が大変気になりますが、農水省の発表しておられる農業人口は、毎回何の人口だか

よくわからない。その度に違うものが出てまいります。今日発表したのもそういうもので

ございます。我々としてはちゃんとした分析しようとすると、それが市町村レベルとか、

もっとメッシュ単位におりてきて、それが互換性があるようなデータでないと分析をしよ

うがないわけでございます。

これは一例でございまして、人口だけではなくて、いろいろな情報をデータブックとし

てこういう格好で加工したものはもちろんですが、ベースになるデータをもう少しきちっ

と定義をされて、今こういう時代でございますから、コンピュータ上でみられるし、でき

ることなら他の省庁とフェーズの合う格好でＧＩＳのシステムとしてのせていただくよう

なことをお考えいただければいいのではないか。

ついこの間までは、各省庁は縄張り争いのためにデータをもっていることを武器にして

いたわけですが、明らかにそういう時代ではなくて、データは公表して、むしろあとの政

策で競争する、あるいは協調する、そんな時代かと思いますので、ぜひデータのプラット

フォームと公開をもう少しクリアにしていただきたい。

人口に関しては、今、全総の話だとか、いろいろな地域の計画を立てるときにいつも困

っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

最後、もう一点だけ。条件不利地域、例えば過疎地とか離島とか半島、あるいは特殊土

壌、いろいろな法律がございます。議員立法でできているからという事情のようでござい

ますが、恐らく農業人口が非常に減ってきたときに条件不利地域の、特に人口が少ないが

ゆえのところは広がっていくであろうし、その支援の政策を違う体系に置き直す必要があ

ろうかと思います。今ある条件不利地域の国の政策は、ほとんどが公共事業に対する自己

負担率についての優遇措置、具体的には起債の条件を緩めるとか、自己負担率、補助率を

変えておくとか、後々の債権の償還についてのバックアップとか、そういう格好になって

おります。

しかしながら、恐らく条件不利地域の問題が公共事業の自己負担率というその一点で解

決できるわけがないし、そんなことが望まれているわけでもない。しかしながら、農水省

でおやりになっている直接援助のああいうやり方が過疎地において行われるのは、農業政

策ではなくて福祉施策なのではないか。少なくとも過疎地におけるああいう政策というの

はそういうことなのだろうと理解しておりますが、もう少し何か違う施策があるかもしれ

ないし、少し冷たいことをいいますと、人口を維持しようといったってとても無理なとこ

ろが結構あって、そういうところと、何とか住んでいて、しかも都市的なサービスを受け

ながら農業をやっていただきたい地域がある。それぞれの地域をどういう政策で支援する
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のかというところの体系がなかなか描き切れないところが悩みでもございます。そういう

意味では条件不利地域の問題、いろいろな省庁が絡んでおられますが、少なくとも今のま

まではだめであると皆様お考えかと思いますが、どこのお役所に行っても「議員立法だか

ら、それをいじると大変です」、こういうお答えが返ってまいります。それはむしろ関係

ない話で、むしろそういう地域の為にどのようにもう一回政策を組み直したらいいのかと

いうことをぜひご検討いただきたい。ちょっと長くなって失礼いたしました。

○八木部会長 井上委員。

○井上専門委員 この「食」と「農」の再生プランというのは、我々消費者にとっては

大変画期的ですばらしいことだと思っていますけれども、このプランから読み取れる、例

えばトレーサビリティとかブランド・ニッポンという言葉から推測しますと、農水省はカ

ロリーベースの自給率アップを既にあきらめて、どちらかというと付加価値農業生産の方

に方針を転換して、気持ちの中には落ちこぼれの農地とか落ちこぼれ農家が多少出てくる

のはやむを得ないと思っているのではないか。ほとんどの兼業農家がこのトレーサビリテ

ィやブランド・ニッポンのイメージに適応できるかどうかということについては余り確信

がないように感じられます。

それはさておき、我々外食産業がこの「食」と「農」の再生プランを実施するに当たっ

て、口幅ったいことですけれども、農林水産省そのものの改革というか、組織再編をもっ

ともっと消費者の方に向いた組織に変えてもらいたい。

例えば今回ＢＳＥ問題では我々の業界も大変厳しい問題に直面して、未だにその後遺症

に悩んでおりまして、自立できない企業がたくさんあります。ここで驚いたことには、Ｂ

ＳＥ問題に関しての生産者への施策というのは非常に素早くできましたね。その反面、我

々消費者に対することについては非常にテンポが遅かった。雪印食品とか、多くの偽装し

た会社はあえなく倒産しました。この倒産する過程に至っては、農水省は取り締まりに大

変力を入れたとアピールしましたけれども、農水省がこのＢＳＥ問題について農水省に責

任があると言ったことから考えて、本来は消費者にもう少し目が向いていれば、なぜあの

ような問題が起きたのかという同情論があってもしかるべきではなかったか。消費者は、

雪印食品はやむを得ずあの手段をとったという論調があってもよかったと思います。

あのときに私たちは非常に強く感じたのは、この省は、外食産業あるいは消費者がどれ

だけＢＳＥにおいて損害を被ったかという具体的な金額なり損害額がほとんどつかめてな

かった。私は記憶していますけれども、武部農相が国会でＢＳＥの流通に関連する損害額

が幾らかと聞かれて立ち往生された。実をいいますと、我々の協会がラフに算出した外食

産業のＢＳＥ関連の損害は 3,000億円だというのが今巷に通っているわけですけれども、

実はこのことについて農水の中で実際に調査されたという記憶はありません。

もっと極端な話は、輸入肉を扱っている企業には補償しないとか、輸入肉を扱っている

企業がガタガタ騒ぐんではないというような論調が伝わってきました。しかし、考えてく

ださい。外食産業の我々は国産の野菜も使います。もし我々の売上高が30％落ちてしまっ

たら、日本の農産物の売り上げも確実に落ちるはずです。そのようなことの仕組みとか視

点が、残念ながら今回の件では少し後手に回ったのではないか。もし消費者向けの農業に

転換されるのでしたら、少なくとも軸足はもっともっと消費者の方に目を向いた省庁の構

成であってしかるべきだろうと思います。
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外食産業室というのがありまして、これが今回大変頑張ってくれました。農水省の中に

は卵のための課があるのです。牛乳の課もありますか。我々は27兆円の産業なのに、まだ

室でいるというところが大変我々の不満でもありますし、もっともっとこれを機会に消費

者の方に目を向けて――大臣がいらっしゃるので直訴のような形ですけれども、ぜひその

ような施策をお願いしたいと思っています。

○八木部会長 坂本委員、どうぞ。

○坂本委員 「食の安全と安心の確保」の大きな焦点になっております『「食の安全運

動国民会議」の発足』という言葉がございますが、これについて言葉の使い方でちょっと

ご質問申し上げたいのです。再生プランの三つ目の『「食の安全運動国民運動」の発足』

のところで最後の方に「消費者が食の安全性など自らの食を考える国民会議を発足させま

す」とございます。

安全と安心の言葉の使い分けなのでございますが、安全な食品というのは、生産者ある

いは食品企業、それぞれをまた監視される国のシステム、そういうところから安全性を確

保して消費者へ提供しておられるのだろうと思っています。ですから、消費者は安心を得

るために、国から、あるいは企業から提供された食品を安心して食べられるということが

条件になるわけで、食の安全というのは与えられるものだと消費者は考えているだろうと

思うのです。安心というのは、消費者自身が学習して得る感覚ではないかと思います。こ

ういうものを安全の教育という形でとらえる場合に、食の安全をどうやって子供に伝える

か、教えるかということになるのですが、子供の安全教育というのは学校でどのような扱

い方をされるかというと、安全の自己管理の方法が教育の内容なのです。ですから、食品

が目の前にある。それを自分の口に入れるときに、私たちはこれをいかにして安全な形で

摂食するかというのが学校における安全教育であろうと思っているのです。

したがって、食の安全を教育する安全運動というのは、全く 100％安全な食品はないだ

ろうと思うのです。生産性向上のために農薬も使うし、いろいろな操作がなされるだろう。

そういうことを十分国民に理解してほしいという安全運動であるのか、あるいはこれは

100％安全であって、外国から入ってくるのもこういうチェックをして、トレーサビリテ

ィが完全にされているからこれは安心して食べられるよという啓発をして国民に安心をも

たせる国民運動なのか、私はそこら辺が文字面だけをみるとよくわからないのですけれど

も、どういうことが主眼になって国民運動の内容を構築しておられるのか、ちょっとご質

問させていただきたいと思います。

○武部農林水産大臣 まだありますか、皆さん方。発言があれば聞いて総括的にやった

方が時間の節約になると思います。

○八木部会長 では黒河委員、どうぞ。

○黒河委員 「食」と「農」の再生プランというのは全体的にはいいと感じました。た

だ、北海道からみていますと、例えば特区という概念が具体的に農業においてどういうこ

となのか。とくに、専業地帯においてどのような影響を受けるのか、わからない。

もう一つは、農業内の法人化という話なのか、農外資本の参入ということなのか、真意

が伝わらず、現場で非常に変な議論をされているという懸念があります。

また、それに関する農地法の問題です。戦後、自作農主義そして耕作者主義という基本

的精神が一貫して続いていますけれども、これをどこまで踏み込んで議論させようと思っ
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ているのか。

この三つがお互いに絡んでくると思いますけれども、より正確な情報を現場にきちんと

おろせば、専業地帯なら専業地帯、中山間地帯なら中山間地帯なりの議論をそれぞれがで

きると思うのです。全国画一的な情報で流れるものですから、各地域の現場は非常に混乱

しているという印象を受けており、懸念されるということです。

○八木部会長 増田委員。

○増田委員 私からはお願いなのですが、農林水産行政全般にわたって、広報をどうか

心を砕いてやっていただきたいのです。と申しますのは、ＢＳＥ問題のときに一番端的に

現れてしまったと感じたことです。それは、農林水産行政というのは国民といかに遠かっ

たかということを消費者側が痛感したことです。

私はこれを今いただいて驚いたのです。これは私どものメディアで説明に使う図表です

が、実によくできています。どこかのテレビ局にこのまま放送してほしいぐらいよくでき

ています。こういうわかり易い表現を用いた広報というのはとても有効です。

坂本委員の先ほどのご意見にもありましたけれども、安全と安心の言葉の行き違いもあ

ります。またこれから大きなテーマになっていくと思うリスク評価とリスクコミュニケー

ション、トレーサビリティ、それらの理解を得られぬまま消費者の反発を呼ぶようなこと

になってはよくない結果になってしまうと心配です。そこで広報とか報道とのコミュニケ

ーションのとり方にどれほどのことをお考えか、質問を含めてお願いでございます。

○八木部会長 浜委員。

○浜委員 再生プランの方向としては、私もまことにすばらしいと思います。大臣がお

っしゃられましたように、スピードアップも今、本当に必要なことだと思います。ただ、

一つ、お願いしたいことがございます。それは現場の隅々にまで、そうした考え方がきっ

ちりと行き渡るようにしていただきたいということです。

私はこれまで、全国の３分の２の市町村を現実に歩いてまいりました。そこで実感する

のは、すばらしいプランが打ち出されても、非常に画一的なために、現場の人たちに中央

の意図が伝わらず、なかなか理解されにくいというような状況があるということです。そ

のために、現場がひどく混乱を来してしまうこともございます。そうした経験から、この

再生プラン実現のためには、ぜひ、よきリーダーシップを進んでいっていただきたいと思

っております。

といいますのも、グリーンツーリズム一つとっても、言葉が一人歩きしているような面

もあり、それぞれ受け止め方が異なっているような状況です。私は福井県のわずか11戸の

三森に家を設けて、田んぼや畑を営んでおりますが、私の住んでいる町ですら、行政がグ

リーンツーリズムをまだ理解していないというのが現状なのです。

現実に、法の整備も未だ充分ではありませんし、チャレンジしようとする方々が理解で

きるような内容にもなっておりません。

私自身、グリーンツーリズムが目指す「都市と農山漁村の共生」は今後さらに重要なも

のになっていくと、心から確信しています。そのよりよい実現のために、画一的にではな

く、それぞれの地域の特殊な事情も受け止め、進めていっていただきたいと思います。

特に、耕作放棄地、中山間地域、条件不利地域の中には、荒廃がひどく、待ったなしで

即刻、手を打たなくてはならないと実感させられる場所がたくさんあります。棚田一つと
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っても、オーナー制度だけで解決できるわけではありません。マスコミでオーナー制度が

美しく報道されても、それだけでは足りないというのが現実なんですね。

上からおりてきたからやらざるを得ないというのではなく、住民の方々と行政の方々が

共に話し合い、それぞれのグリーンツーリズムを積極的に選択していくようになってはじ

めて、根本的な解決策の一つになりうるのではないかと思います。

そのためにも、増田委員がおっしゃるように、広報、そして教育というのはとても重要

です。私は全国の女性のネットワークづくりをしておりますが、個々人はとても優秀な方

が多いのですが、こうした方々にも正しく伝わっていないことがございます。これまでの

広報活動が充分でないという認識の下、さらに広報に力を入れ、現場を分かりやすくご指

導いただけるような再生プランであってほしいと思います。

会議で話すことは机上の空論になりがちです。けれど、このプランがそうなってはなり

ません。常に、日本の農業の未来を見据え、その再生のために、心の通ったプランを実践

していくということを、強く強くお願いしたいと思います。

○八木部会長 他に何かご質問等ございますでしょうか。――では大臣、一括してよろ

しくお願いします。

○武部農林水産大臣 総理大臣でなければできないような幅の広い問題提起が数々あり

まして、私が短い時間でお答えしたりコメントすることはできませんが、本当に貴重な数

々のご意見、それぞれの立場なり角度からございましたことにつきまして、私どもは、こ

れを今後早急に勉強させていただきたいと思っております。また、必要と思われることに

つきましては、議事録だけではなくて、私どもの考え方についても、その中でできるだけ

のことをお示ししたいと思っております。

今いろいろのご意見がございました。豊田さんからお話のありましたことにつきまして

も、先ほど江頭さんのお話にもございましたが、グローバルスタンダードと我が国の国内

スタンダードを一つにしていく努力をしていかなければなりません。例えばＢＳＥにつき

ましては、私どもはデータの蓄積をしっかりやった上で、我が国の場合にはこういうこと

でやりたいと言っていく必要があります。例えば疑似患畜については、生産者からは「危

険部位もとってるんだし、全頭検査もしてるんだし、それでなおかつ殺処分して検査しな

きゃならない。どうも解せない。」というお話があります。しかし、死亡牛の検査すらま

だ全頭やっておりません。しっかりした蓄積を、国内でそういった科学的な知見を一定水

準まで積み上げて、自信をもって国際機関にも我が国の立場をきちっと訴えていく、主張

していく、そしてそれを一つの国際的なスタンダードにしていくという努力が、今後我が

国にとりまして大事だと思います。

それから、田島さんから非常に貴重なご意見ありがとうございました。これは坂本さん

ですか、お話がありましたように、「食育」ということの考え方ですね。私どもは、「食

育」と「リスクコミュニケーション」を分けて考えています。しかし、それに共通するの

は、お話がありましたとおり、ゼロリスクということは今後考えられないわけです。従っ

て関係者といいますか、国民一人一人が賢くリスクに立ち向かっていくためには、私ども

が、あらゆる情報を的確に伝えていくということと同時に、それに立ち向かっていくため

の知恵をみんなで考えていくことが大切です。基本的には離乳食を食べるときから、ある

いは妊婦が検診に行くときから、生命、健康、環境、教育といったこと。私は農水省の仕
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事というのは健康と環境と教育、もう一つそれに経済があるのかなと思っておりますが、

そういったことを早いうちから国民みんなで考えていきましょう、もう一度原点に戻りま

しょう、というようなことが一つあります。

安全と安心については、私自身が一番厳しい体験をしました。安全と安心の間にこんな

に距離があるとは思っておりませんで、これも増田さんのお話がありましたように、やは

り我が省、コミュニケーションとかコミュニケーターといったものが欠けていたのだと思

います。

今般、農林水産省報道官というのを設けました。それから、消費者行政に軸足を移すと

いうことで、食品安全委員会ができますから、それに対応した業務組織の見直しをやりま

す。リスク管理の面も産業振興と分けて考えようといっているのですから、そのような組

織が必要でありますし、消費者行政を扱うような組織もつくりたいと考えております。

時間が過ぎておりますので的確に皆さん方に答えられませんが、黒河さんから、特区が

わからない、農内か農外か、農地法の改正はどこまでやるんだ、というお話がありました。

特区については、政府にも指針はありません。ただ、特区構想が本格化する前に私どもの

「食」と「農」の再生プランでは、いろいろな規制がある中でなかなか一遍に変えられな

いというようなところについては市町村条例をつくって、そういったものを基本とした農

地等の利用の方法論があるじゃないか、ということで検討してまいりました。農林水産省

の調査では、特区については90くらいの提案が出ています。しかし、特区になれば財政的

支援が受けられるかというとそうではありませんで、これも中身は決まっておりませんが、

今後の課題でございます。

私は、農業はやる意欲のある人、能力のある人に対しては、誰にでも門戸を開きたいと

思っています。特に生産という観点からいたしますと、農業を産業として考えるなら、力

のある人、やろうという意欲のある人なら、誰でもいいじゃないかと思っています。今の

農村に住んでいる担い手だけを相手にするわけではありません。しかし、健康・生きがい

型の農業とか、農村景観とか、農業の多面的機能とか、そういったものをだれが守るんで

すかということについてしっかりした考え方をもたなければならないと思います。農村が

荒廃しては困るわけですから。これは一つの地域政策と農村の活性化ということで、農林

水産省だけでは考えられません。

法人化については、坂本さんが言うように、法人経営がスムーズにやれるようにどんど

ん規制を取っ払ってくれというだけの視点では考えておりません。農村の少子化、高齢化、

こういった状況を法人化によって――今みんな農村ではアウトソースしているわけですね。

酪農家もヘルパーを雇ったり、牧草なんかはまた別な人に頼んだりしているのですけれど

も、これは法人化すれば自分たちの中でできるわけです。あるいはまた、都市の人たちの

中にも農業をやりたい人達はいます。あるいは農村で生活したい人達はいます。そういっ

た人達にいろいろな資材を提供したり、種苗を提供したり管理してあげたり、いろいろな

サービスを提供したり、いろいろなビジネスチャンスはあるわけですから、そういったお

互いの利益のために、法人経営というのは別な形で期待感があるのではないかと私は思っ

ております。

浜さんからいろいろ厳しいご指摘もございましたが、私はこれは農林水産省だけではで

きないと思います。田島さんのお話、井上さんのご指摘もいろいろございますけれども、
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農水省におんぶに抱っこなんていうのを求めてもらっても無理な話でして、自己責任原則

といいますか、もっと地域が強くならなければだめだと。だから、農水省の補助事業も、

これから統合補助制度に大きく変えていこう、地方が選択できるようにしましょうと。沖

縄から北海道までいろいろあるわけですから、それぞれの地域でそれぞれの地域の特性に

合った農業経営ができるような努力をしていかなくてはいけません。小泉内閣もそのこと

に力を入れていこうとしているわけで、特区なんかの発想はそういうところにもあるのだ

ろうと思います。

それから、井上さんは非常に貴重なことをおっしゃいましたね。トレーサビリティ、ブ

ランド・ニッポンなんていうことになれば自給率アップなんてあきらめたのではないかと。

自給率アップはあきらめていません。自給率アップはあきらめていませんで、そういうも

のを実際に前向きに実現していくためには、今申し上げたようなことを着実にやっていか

なければならないということであります。しかし、言葉を選ばなければならないかもしれ

ませんが、やりたくない人にまで頼むからやってくれ、車買ってやるから農業の跡を継い

でくれ、そういうことはいたしません。本当に積極的に農業の重要性を認識し、農業をや

ろう、この村のために頑張ろうという人達にますます意欲をもってやってもらえるように、

そういう意味では選別といいますか、本当に意欲や能力ややる気がある人達を支えていこ

うということです。都市に住んでいる人々であっても、あるいは今他の事業を営んでいる

ような人達でも、そういった人達が活躍してくれるような環境づくり、条件づくりをして

いきたいと思っているわけでございます。

しかし、最後に申し上げますが、私どもは農山漁村というのは非常に大事だと思ってい

ます。ですから、都市と農山漁村の共生・対流、「食」と「農」だけではありませんで、

「食と農と美の国づくり」に向けた「食農一環政策」、理想論かもしれませんが、それを

掲げて取り組んでいきたいと思っておりますので、これからもまたいろいろご指導をお願

いしたいと思います。

○八木部会長 まだご発言されたい方、いらっしゃいますでしょうか。

○武部農林水産大臣 森地さんにはまた追って説明いたします。大事なことをご指摘い

ただきました。

○八木部会長 それでは、予定の時間も過ぎておりますので、この辺で終わらせていた

だきます。

これをもちまして第２回企画部会を閉会させていただきます。どうもありがとうござい

ました。

閉会


