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「食」に関する将来ビジョン検討本部（第１回） 

 

日時：平成２２年４月２７日（火） 

                         会場：農林水産省第二特別会議室 

                                                 時間：１５：３０～１６：４５ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

     １．開  会 

 

     ２．議事 

      （１）「食」に関する将来ビジョンについて 

      （２）その他 

 

     ３．閉  会 



- 3 -

午後３時３０分 開会 

○佐々木政務官 今、お見えになっていない法務、それから国交、防衛の方、遅れて来ら

れるというふうに連絡を受けておりますので、そろいましたので始めさせていただきたい

というふうに思います。 

 本日はそれぞれ政務官の皆さん方に、ご多忙中、また急なご案内にも関わらずお集まり

をいただきましてありがとうございました。 

 ただいまから「食」に関する将来ビジョン検討本部を開催させていただきます。 

 この会合の司会進行は、私、佐々木が務めさせていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

 本日の会議は、それぞれの皆さん方のご予定もございまして、遅くとも 17 時までに終

了するというふうに予定してございます。本日の会議は公開となってございまして、別室

にマスコミの方や傍聴される一般の方々が集まっておられます。そこにも中継されている

ということについて報告をさせていただきます。 

 それでは、議事も進めて参りたいというふうに考えますが、まず「食」に関する将来的

ビジョンの基本的な考え方について、本部長であります赤松農林水産大臣から説明をさせ

ていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

○赤松大臣 大変、各省の政務官の皆さん、またその代理の皆さん方、お忙しいところご

参集をいただきまして、心からお礼を申し上げたいというふうに思っております。 

 この会につきましては、実は先日の閣議で私の方からお願いをいたしまして、特に昨年

末に出ました新成長戦略の中で、安全・安心・健康で豊かな食生活を守るための方策や、

それを支える農山漁村の在り方について、広く横断的に検討する場を作りなさいというこ

とで、特に食に関する将来ビジョンを早急に策定するようにということが記されておりま

す。それに従いまして、私の方で食の将来ビジョンを作るのに、旧来の枠組みで農水省の

中だけでやっていても、これは多分そういういいものはなかなかできないんじゃないかと

いうことで、特に各大臣の皆さんにお願いして、そういう偉い人はもういいから、もう少

し若くていろいろな新しい発想ができる、そしてまた各省庁の枠を超えて大いに議論をし

ていただけるような、そういう方たちを是非出していただきたいということをお願いをし

まして、各大臣とも快く了解をしていただきました。 

 今、農業・農村については、皆さんご承知のとおりに、所得は 15 年前に比べて半分に

なるわ、あるいは高齢化が進む、過疎化が進行する、耕作放棄地が 39 万ヘクタールにも
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なるというようなことで大変厳しい状況にもございます。私どもが学生の頃は 73％あっ

た自給率が今やもう 41％と。このまま放置していたら、あっという間にこれが 30％台に

いってしまうというような中で、３月 30 日にお決めをいただいた基本計画の中でも、こ

ういう自給率も含めて、これからの農業について、将来方向について基本的な考え方をお

示しし、また政府としてそれを認めていただいたというところでございます。 

 そういう意味で、この「食」に関する将来ビジョンを検討するこの会を、大変恐縮です

けれども、農水省が一応中心になってやらせていただくということで、私自身が本部長、

佐々木政務官を副本部長として各府省の政務官の皆さん、そして特に今回は内閣の方から

も、小川補佐官とそれからもう一人、荒井補佐官、２人にも入っていただいて、まさに鳩

山内閣一体で是非これを取り組んでいただきたいということで、そんな構成で検討本部を

立ち上げさせていただきました。併せて各省庁から、外務省からも、あるいは文科省とか

国交省からも、それぞれいい先生方がいたら是非推薦して下さいということで、民間の皆

さんについては、そういう推薦人の方も含めて出していただいて、その方たちが受けてい

ただかないと困るものですから、それを今並行して、そういう推薦のあった先生方、例え

ば榊原さんだとか、あるいは寺島さんだとか、あるいは料理の服部先生だとか、それから

また、これは旧来からも入っていただいていますが、消団連の事務局長さんとか農業関係

の皆さんとか直接的に関係のある方、それからちょっと違う視点から見ていただいている

消費者の団体の皆さん、あるいは榊原先生のように、本来はそういうところの分野の方で

はないんですが、実際には地産都消なんていって、非常に消費自給率を上げるための、あ

るいは国内農産品の有効利用のためにご努力をいただいている、そういう先生方も含め

て、今、声をかけさせていただいていまして、この今日の政務官の皆さんを中心にした会

の後、第２回目以降からは、そういう民間の皆さんも含めて、そういう会を持たせていた

だきたい、このように思っております。 

 今回のこの検討本部の一つのテーマであります食料自給率についても、私どもは 50％

という意欲的な目標を掲げたところでございますけれども、これも関係者が最大限の努力

をするということを前提にして、あるいは我が国の持てる資源をすべて投入して初めて可

能になる数字でもございますし、また農山漁村の活性化についても、これまた高齢化、過

疎化が進む中で、生活基盤も含めた農山漁村コミュニティーの再生、地域資源を活用した

６次産業化、あるいは農村・漁村ばかりじゃなくて、まさに都市住民との連携ということ

についても必要だという視点で議論を進めていただきたい、このように思っております。 
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 今回の基本計画の中では、今、これは国家戦略だという位置付けの下にやらせていただ

いておりますし、それからまた各府省の壁と言うと大げさですけれども、そういうのも超

えて検討していかなければならない、そういう課題も多い。 

 それから、今度の委員の中にも、電事連の会長さん辺りも入って貰おうと思うんですが、

例えば小水力一つとっても、これ、いかに普及させようかと思えば、電力会社等の理解や

協力がなければ、これもやっぱり進んでいかないというようなことで、そういう企業のト

ップの皆さん、新日鉄の三村さん辺りも非常に食品関係に今貢献していただいています

し、新日鉄そのものも藻場の整備だとか、そういうことに自分のところの技術を使って大

変協力を今いただいていますけれども、そういう人たちも、民間の皆さんも含めて、この

検討本部の中で大いに議論をして、まさにここの議論が国の成長につながるように、しか

もその中身が、そしてまた出していただいた結果がインパクトのあるようなものになるよ

うに、是非そうした生き生きとした、そういう議論にしていきたい、こんなことを思って

おりますので、各政務官の皆さん方は今政治主導ということで特にお忙しい中ですけれど

も、是非ご協力をいただいて、よりよい議論、審議ができますようにお願いして、冒頭、

私からお礼とお願いのご挨拶にさせていただきたいと思います。 

 本日はお忙しいところお出かけいただきまして、本当にどうもありがとうございまし

た。 

○佐々木政務官 ありがとうございました。ここでカメラは退出をお願いいたします。 

（プレス退出） 

○佐々木政務官 今日、資料を３つ用意させていただいてございまして、資料１、資料２、

資料３というふうに書かせていただいてございます。最初に私の方から資料１について説

明をさせていただきます。「「食」に関する将来ビジョン検討本部について」「資料１」

と書かれたものがあるというふうに思います。 

 先ほど赤松大臣からもご挨拶がありましたとおり、昨年閣議で決定されました新成長戦

略（基本方針）において、「食」に関する将来ビジョンを策定することとされました。 

 このため、従来の農政の枠組みを超え、検討本部の体制が必要であるというふうに考え、

農林水産大臣を本部長として、そして私が副本部長となって全府省の大臣政務官を構成員

とする検討本部を立ち上げさせていただきました。資料１の一番後ろにメンバー表がつい

ているというふうに思います。ご確認をいただきたいというふうに思います。 

 さらにまた、今、大臣からもお話がありましたが、消費者、生産者、産業界等、各界の
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有識者も参加をいただきたく、今現在、調整をさせていただいているところでございます。 

 主な検討事項について申し上げさせていただきます。 

 １つには食料自給率及び食料安全保障、２つ目には農山漁村活性化について、大人やお

年寄りの視点も入れて検討調整を行いたいと考えてございます。具体的には、食料自給率

を 10 年後に 50％にし、食料安全保障に万全を期するための課題や解決に向けて検討・調

整をさせていただき、加えて食や農の基盤であり、国土保全、美しい自然環境の保全など

多面的機能を発揮される場である農山漁村の活性化を図るための課題の解決に向けての

検討・調整を行いたいと考えてございます。事務局は農林水産省が行わせていただきます。 

 なお、当面のスケジュールとしては、個別具体案を検討するために５月下旬に第２回、

そして中間報告を取りまとめるために６月中下旬に第３回の会合を予定しているところ

でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 続いて資料２というのが、横長の資料でございますが、あろうかというふうに思います。

これは今朝８時半から成長戦略会議が行われまして、今朝、農水省としてのプレゼンテー

ションをさせていただいたところでございますが、日本の成長戦略のための農と地域の発

展戦略について説明をさせていただきます。 

 資料の説明は事務方の方からさせていただきます。 

○末松政策課長 政策課長でございます。今、資料２、横長の資料がございます。これは、

今朝、佐々木政務官の方から、当省からの成長戦略に向けてのヒアリングの資料として作

ったものでございます。今回の会議に向けて農林水産省の立場というものをご説明させて

いただきたいということでございます。 

 ページをめくっていただきますと、まず最初のページに「「成長」戦略から「発展」戦

略へ」という題で書いてございます。 

 これまで行政は、ともすると農山漁村を食料を生産する産業の立地場所という捉え方を

していたんではないかということでございます。これを今後は、右側にありますように安

全・安心な食料を生産するという、そういう機能があるということでございますが、さら

に国土保全やきれいな景色などの多面的機能を提供し、さらには健康と生きがいを提供す

る場と捉えていくことが必要ではないかということでございます。左のところに模式図が

書いてございますが、例えば今、寝たきりの老人の方々には月 30 万ということで、年間

400 万円ぐらい費用がかかっており、その費用は増嵩していると、さらに寝たきりの割合

も増えているというような状況だそうでございます。生活保護の方も増えております。そ
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ういう人たちが伸び伸びと働くことができれば農業収入というのが生まれますし、さらに

生きがい、国土保全などの多面的機能も維持できると、それにかかる財政負担も少なくて

済むのではないかと、そういうようなことを進めていければどうかということでございま

す。 

 それから、下の方にございますのは、官民のこれまでに蓄積された発展の種が未活用の

ままであると、これをいろいろ組み合わせて、新たな発展産業を生み出すことができない

かということでございます。カイコの話が書いてございますが、カイコに関する研究はト

ップクラスでございまして、絹糸から人工血管を作ると、これまでどおり絹を作るという

ことであると、途上国の方の極めて安い労働力の中で養蚕業というのはなかなか立ち行か

ないわけでございますが、新たなこういう新しい技術、新しいものであれば出来るのでは

ないかということでございます。 

 それから、海外の技術協力については、途上国の支持を得たＣＩＴＥＳのマグロのよう

な例、これは今までの技術協力が評価されたものでございまして、こういうことを進めて

いくということでございます。 

 次のページに、２ページにございますのが「グリーン・イノベーション」ということで、

農山漁村にある太陽光や水力、バイオマスといった再生可能エネルギーを使い、そのエネ

ルギーの地産地消、さらにはそれを固定買取価格制度の下で都市にも供給していこうとい

うようなことが今後考えられるのではないかということでございます。 

 ３ページは「緑と水の環境技術革命」ということで、今申し上げましたカイコの話です

とか、あと木質から、木からリグニンを抽出することによっていろいろな炭素繊維を作っ

たりということで、いろいろなところに６兆円規模の新産業を創るとか、そういうことも

可能になってくるのではないかということでございます。 

 ４ページ目は「食とバイオのアジア展開プロジェクト」ということで、食品、食文化が

海外で高い評価を得ていると。さらに、これまで農業・農村インフラ支援、灌漑排水です

とか土地改良を協力してきたわけですが、こういう評価というのをされているのを踏まえ

て、さらに日本産農林水産物・食品の輸出促進、バイオエネルギー施設のシステム輸出、

それから食と農のビジネスに関するルール作りなどをどんどん進めていけるのではない

かということでございます。 

 ５ページでございますが、これは「森林・林業の再生」ということでございまして、森

林・林業につきましては、先般、森林・林業再生プランというのを作りました。これに基
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づきまして着々と政策を進めていくということでございます。 

 この再生に必要な施策というのがプランの概要でございまして、これを着実に進めてい

くことが必要だということでございます。 

 最後は水産でございますが、水産につきましても海洋国家日本にふさわしい豊かな国民

生活を実現するために、１つは水産資源の回復・管理、ウナギの完全養殖ですとか藻場の

育成を進めていくとともに、漁業経営を安定させていくために、漁業所得補償を中心とし

た新しい政策を導入していくべきではないかというようなことでございまして、農林水産

省としてもこういうことを検討しているということでございます。 

○佐々木政務官 今、資料２について、農林漁業と地域の発展戦略について説明をさせて

いただきました。ありがとうございます。 

 もう一点資料がございますので、これが今日のビジョン検討の課題を整理したものであ

りますが、「「食」と「農」と「地域」を取り巻く情勢と課題」という横長の「資料３」

と書いたペーパーについて、これも事務方から説明させます。 

○末松政策課長 今日はお時間の関係で、かいつまんでご説明させていただきたいと思い

ます。 

 １ページのところでございます。「「食」と「農」と「地域」を取り巻く情勢と期待」

ということで全体の状況を書いてございます。これは大臣が冒頭にご挨拶で申し上げたと

ころでございます。 

 ２ページのところにありますように、食料自給率 50％は政府全体の目標でございます

が、これはそのままで簡単に達成できるという目標ではなくて、各省連携していただいて、

政府を挙げて取り組む必要があるというようなことを書いてございます。 

 ページをめくっていただきまして３ページ目でございますが、「「食」や「農」の多様

な機能を活用した行政展開」ということで、教育現場での活用ですとか「食」や「農」が

有する文化機能・ソフトパワーの活用、そういうことがいろいろ進んでおります。 

 「食」や「農」が有する多様な機能に着目した取組が始まっておりますが、下に書いて

ありますように、各省連携の施策をいろいろな面で全国展開できないかというようなこと

を皆さんで是非議論していただきたいということで取りまとめてあります。 

 ４ページ目は、その面でのビジネスの掘り起こしということでございます。農業や食品

産業だけでなくて、幅広い産業界で食や農を基軸とした新たなビジネスが始まっておりま

す。 
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 これも一番下に書いてありますが、各省が所管する産業分野で、食や農とこれを通じた

食料自給率向上を起点とした新たなビジネスの掘り起こしに向けて、何らかの施策を講じ

られないかということ、また研究開発も政府としてどうやってやっていくかということで

ございます。 

 ５ページ目でございますが、５ページ目は、これに新たな課題ということで、最近、食

料自給率向上といっても、生産面においては肥料の話、流通・消費面ではライフラインの

確保とか、国際的な面とかいろいろな問題があります。こういうことについても各省連携

して総合的にやることが必要ではないかということでございます。 

 ６ページ目以降は「農林水産業・農山漁村が有する潜在力とその活用に向けての課題」

ということで、基本計画においても書いたんですが、この農山漁村活性化にはいろいろな

キーワード、ここに書かれているようなキーワードをうまく生かしていくことが大切であ

り、これは逆にその各々のキーワードを、教育とか医療・介護をしっかりしていくために

も、農山漁村というのを活用していただくということができるのではないかということで

ございます。 

 ７ページのところには農村コミュニティの話が書いてございます。この山間農業地域の

総人口の推移とか見ていただければ分かるように、そういう農業地帯においてはどんどん

人口が減っているというようなことでございます。危惧される集落も 1,400 集落とあって、

こういうところの中で高齢化・過疎化が進む中で何をしていけばいいかということをいろ

いろ議論していく必要があるということでございます。 

 右のちょっと上のところに「地域人材育成等への各府省の取組」ということで、各府省

でいろいろなことをしていただいておりますが、こういうのをさらに効果的にやることが

大切ではないかということでございます。 

 ８ページ目は「医療・介護の場としての農山漁村」ということで、左側の図にあります

ように、農業者率・有業者率が高い県ほど１人当たりの老人医療費は低い傾向にあります。 

 有名な徳島県上勝町のいろどり、これは農山漁村の方、元気に働きつつ、１人当たりの

老人医療費は県内で最低になるというようなことがありまして、このような機能に着目し

て農山漁村を医療・介護等の場として活用するとか、都市住民の受け入れも考慮に入れて

農山漁村の医療・福祉施設を充実するとか、そういうことが考えられないかということで

ございます。 

 ９ページは「教育の場としての農山漁村」でございます。右側にありますように子ども
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農山漁村交流プロジェクト、これを進めているわけでございますが、これは非常に各方面

で評価が高いわけでございますが、受け入れ側の農家民宿における農家の対応能力を考慮

して、120 万人の具体的な受入体制の整備を進めることとか、小学校、教育委員会とか、

いろいろなところとの連携が必要ではないかということでございます。 

 それから「観光・交流」についても、農山漁村への観光・交流需要は高く、これらの地

域の観光を促進する施策が必要ではないかということでございます。 

 11 ページ目は、先ほど申し上げたグリーンイノベーションということで、研究開発で

いろいろな分野、活用していくことができるのではないかということでございます。 

 12 ページは「再生可能エネルギー」のことについてでございます。 

 それから、最後のページに「環境・生物多様性」のことが書いてございます。里地里山

里海が育む多様な生態系をこれからどうやって生かしていくかということでございます。 

 生物多様性保全を重視した生産活動を積極的に推進、拡大すべきではないかですかと

か、排出削減だけではなくて、森林・農地土壌による吸収源対策による地球温暖化対策も

推進すべきではないかというようなことで、これは、今まで各省とも議論させていただく

中で、これから食と農と地域を取り巻く情勢と課題で、各省、連携して解決していく課題

はこういうことがあるのではないかといって事務的に取りまとめたものでございます。 

 以上でございます。 

○佐々木政務官 資料の説明させていただきました。 

 最初の会合でありますけれども、皆さん方から、いろいろこれから先の検討材料も含め

てご論議をいただきたいというふうに思ってございます。 

 自由にご意見をいただきたいというふうに思いますが、今日、吉良政務官とそれから高

橋政務官が途中退席だということでありますので、最初にお２人からご意見をいただけれ

ばというふうに思いますが。 

○外務省（吉良政務官） 資料３の１ページ目にございましたけれども、世界経済におけ

る新興国の台頭、経済社会のグローバル化という中で、総合的な食料安全保障の必要性と

いうことを書いておられます。 

 外務省は、今、政権で議論されているように、国を開いていく中で、成長を促進し、国

益を追求していくという立場に立っております。 

 そういう中で、今回議論の中心テーマになるでありましょう食料の安全保障について、

総合的な食料の安全保障が必要であるという考えは当然ながら全く同じ立場であり、その
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中で食料の自給率向上は、もちろん重要な要素であります。けれども、我々としてはそれ

のみならず、安定的に海外から食料を日本に持ち込める体制についても、総合的な食料安

全保障を考えた時に重要な論点ではないかというふうに思っております。 

 そういう意味で、世界全体の農業生産の増大、そして農産物の貿易拡大という論点、こ

れらがひいては我が国への食料の安定供給につながるということについて考えることが、

国内の食料増産を含めた自給率の強化と並んで、日本全体の食料安全保障ということを考

えた時に必要ではないかということを考えております。 

 より深い議論は次回以降させていただこうと思っていますけれども、今申し上げた総合

的な食料安全保障、そして海外から日本に持ち込むという論点も重要だという点でいきま

すと、平時の安定供給と、本当に緊急時の食料確保と、この２つの論点を分けて考えるこ

とが必要ではないかというふうに思っています。 

 そういう意味で、例えば、自然災害だとか海上封鎖というようなことで一時的に輸送路

が途絶えるというような場合、そしてまた、より長期的にその供給が途絶えるという本当

の緊急時、リスクがある場合、一時的な途絶に向けた短期的な対応、また本当の危機に対

応する長期的な対応というのが必要ではないかというふうに考えております。この辺につ

いては詳細にわたりますので、また次回、この食料安全保障というテーマが限定された時

にお話をさせていただこうと思っております。 

 先ほど言いましたとおり、国を開いていく中で、国内の大事な価値を守りつつ、経済成

長を実現していくと、これが外務省の立場であり、食料安全保障についても、今、私たち

の立場を少し述べさせていただきました。 

○経済産業省（高橋政務官） よろしいですか。 

○佐々木政務官 はい、どうぞ。 

○経済産業省（高橋政務官） 経産省の高橋でございます。 

 私はもともと農と食が専門でございますが、資料を見せていただいて、私、決定的に欠

けている部分があるなと思ったのは、出口対策があまりないんですね。いわゆる消費者サ

イド、どうやって売っていくのかという部分。私の家も農家で、私の家の周りは、今、田

植えが始まっておりますけれども、農家というのは大体が、これは林業に関してもそうな

んですけれども、作ることに関してはみんなプロ意識があるんですけれども、売るという

ことがなかなか不得手というか、ほとんどが素人の状態です。農水省も供給側の政策をこ

れまでずっととってきて、それはそれで大変重要なことなんですけれども、なぜ農業をや
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めていくとかというのは、もうからないからやめていくわけで、これをどうやって売って

いくのかということの対策をもっと考えるべきではないかなというふうに個人的にも思

っております。そういう中で経産省では農商工連携というのを農水省と連携をして平成

19 年 11 月からやっているわけでありますが、少し披瀝しますと、つい先週も新しい農商

工連携の採択が行われましたけれども、今年の４月 27 日時点で 375 件の計画を認定して

おります。農商工連携の予算で 22 年度は 137 億円ぐらいありまして、新商品の開発とか、

販路開拓とか、人材育成とかやっております。全国各地にいろいろ農商工連携ブロック協

議会というのを作って、マッチングフェア等が 21 年度で 500 回開催されたりとか、これ

で 17 万人ぐらい参加をしております。それから、特に植物工場は和郷園等もやっており

まして、今年２月にフォーラムをやっておりますけれども、いろいろ課題だとか、なかな

かもうからないとか、目標はいいんだけれども、どうやって導入していくのかとか、いろ

いろ課題はございます。そういう中で、引き続き農商工連携というのは経産省としてもや

っていくということで、インパクトのある先進的な農商工連携の取組のフォローアップと

普及とか、プロの農業経営法人の支援や新たな事業者の参入を促進する環境の整備、それ

からアジアの富裕層に向けた海外展開支援、それから国内における植物工場の普及・拡大

と植物工場プラントの輸出促進に向けた工作の検討とか、いろいろ農商工連携については

考えておりますが、現場におりますと、経産省にいるから言うわけではありませんけれど

も、この農商工連携に対して農水省の取組が、少し腰が引けている部分があるのかなと私

は個人的にも思っております。 

 つまり、冒頭に申しましたように農業、林業、漁業すべて含めて、高く売れて、たくさ

ん売れたらこれはもうかるわけで、その対策という部分が決定的にこれまでやられており

ません。野党時代、６次産業化ビジョンというのを出した中にも、これは入れさせていた

だいておりますけれども、この部分を考えていかないと、いくら補助金を出して一生懸命

頑張れ頑張れと言っても、実際には回っていきませんので、是非この部分についても、こ

の食については、きちっとビジョンを作っていただきたいと思いますし、経産省とすれば、

当然、農商工連携の観点から協力をしていきたいというふうに思っておりますので、是非

その点をお考えいただきたい。それを申し上げて私の意見とします。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 他、ご意見、順次いただきたいと思いますが、どうぞ。 

○文部科学省（後藤政務官） 冒頭、大臣からのご説明をいただきました。府省庁の壁を
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超えてというお話でありました。あと２回の中で中間報告まで持っていくというかなりア

グレッシブな目標でありますので、ただ、今日の時点では言いっ放しというよりも、少し

時間を数日いただいて、大臣がお示しいただいた主要検討事項にそれぞれ意見を是非出さ

せていただいて、佐々木政務官のところでまとめていただきたいと思うのですが、一部、

今の高橋さんのやつとも関係をするのですが、多分これから人口が減少し続けていけば、

今までの食というもの、林というもの、漁業というもの、それぞれの今までの定義だけで

市場を獲得するというのはやはりかなり乱暴だというふうに思います。通常、所得という

のは価格と数量の総体が基本的には農業所得になっていくと思いますから、その単価を上

げるというのは、逆に言えば数量が少なくならないと、今の市場の形成の中ではそういう

ものにはなりません。ですから、海外にどういうふうなということと併せて、この緑と水

の環境技術革命というところで、10 年後から 20 年後に６兆円規模の新産業の創設、多分

ここがキーになるのではないかなというふうに私は思います。 

 そういう意味で後継者、私も農業後継者ですが、それをしないのは、高橋さんがおっし

ゃるとおり、300 万も 400 万も１年間稼げないからそこに参入しないと、非常に簡単な理

屈であります。50％というのも、さっき吉良さんがちょっと話をしましたが、自給率とい

うのは、人口がどんどん減少して今の生産力を維持するだけで、量的には基本的には足り

るというのが逆説的には当たり前なので、この 50 という数字は現状の 41 から比べれば

10％増えるんでよかったなという反面、本当にそれがこれからの生産力、流通、そして消

費という部分の内需と外需を見据えたバランスのとれた食の将来ビジョンを見据える一

つの指標かもしれませんが、私はキーワードがないと実は思っています。 

 文科省では、多分お手伝いが一番できるのは、おカイコさんの話やいろいろな機能性の

お話がありましたが、まさに新しい技術開発研究というのは、かなり大学の農学部、医学

部を中心としたいわゆるライフというところでこの新しい産業の創出というのをかなり

今進められています。 

 ここにもありますように、実際シーズはあるものの、それが実現化していないというと

ころでありますから、それを現場で、農、林、漁という形でやられる現場の農家の方、林

家の方、漁家の方と連携をしていれば、かなり思い切ったものができていける、新しい素

材、機能性食品、バイオ、小水力というふうなこと、新しいものを付加していかなければ

いけないというふうに思っています。いずれにしてもそれぞれの検討項目に従って、期間

を区切って貰って結構ですから、是非きちっとした意見を言える環境を作っていただい
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て、専門家の先生もさることながら、５月の下旬でなくて結構ですから、それぞれの検討

項目に従って、よりよいものを大臣の指導の中で作っていただけるように是非お願いをし

て、他にもいっぱい山ほど言いたいことはあるのですが、このくらいに抑制をしておきま

すので、よろしくお願いいたします。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。他ございましたらどうぞ。 

○国土交通省（藤本政務官） 遅参しまして大変申しわけなかったです。総務委員会で答

弁をしていた関係で遅れました。ここに静岡茶がありますが、静岡県で、最近お茶の抽出

技術が大変発展したものですから、ほんのわずかのお茶でこれだけのものができるんで、

逆にお茶が売れなくなってしまいまして、我々としてはできるだけ急須でお茶を入れると

いうのが静岡県の県人でございますんで、要するに先ほど高橋さんが話していましたが、

どう売っていくのかというところを考えていくということが必要なのかなというふうに

思っております。 

 私どものところでは、例えば観光交流ということで取り上げていただいたんですが、国

土交通省でも、観光を一つのキーワードとした観光連携コンソーシアム、いろいろなそれ

ぞれの各省庁でやってらっしゃるようなものをやっぱり束ねていかないと、せっかくの相

乗効果が出てこないということになって、今、皆さんにも参加をいただいているところな

んですが、例えばグリーンツーリズムであるとか、先ほど上勝町の話題も出ていましたが、

これはそこに住む方々の健康だとか、それだけではなくて、そこを訪れる方々の健康面に

良いという、そういう意味でも農山漁村というのは大変価値のあるものだというふうに認

識をしています。多分、農水省で癒しの森プロジェクトなんかもやっていると思いますけ

れども、これも林業の発展ということだけではなくて、森を守るということ、それと同時

に観光客に来ていただいて健康になっていただくということ、そしてその地域の食材を食

べて貰うという一石三鳥、四鳥にも多分広がっていくことなんだろうと思いますので、こ

れは各省庁もやはり連携をしてやっていくという意味がとても大きいのかなというふう

に思います。 

 あと、日本の食文化ということですが、これも我々としては海外からとにかく日本に来

ていただきましょうということで国際観光振興を進めている中で、この日本の食、これは

非常に大きな売り物になるわけで、観光客にとっては食べ物がおいしいか、おいしくない

か、そこで決まってしまうという部分があると思いますので、まさに地域の大きな魅力的

な資源としてこの食を活かしていって、それをいかに売っていくのかというところをやは
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り考えていくということが大変重要なのかなというふうに思います。農山漁村のいわゆる

景観１つ、これだけでも大きな売り物になりますので、これは今後こういう主な検討事項

の中で、食料自給率の問題だけに関わらず、この農山漁村の活性化、６次産業化といった

ところで具体的に販売できる、売って魅力あるような、そういう連携ができればいいなと

いうふうに思っております。ありがとうございます。 

○佐々木政務官 法務省さん、何かありますか。 

○法務省（中村政務官） 正直、いただいたペーパーの中では、「「食」と「農」と「地

域」を取り巻く情勢と課題」の方の３ページの１.（２）の「刑務所出所者等が農業分野

で社会復帰できるよう、法務省・厚生労働省・農林水産省が連携。」、この部分だけで、

どちらかというと私たちが世話をしていただくことだけ触れられているので、特に他のこ

の中でのコメントというのはそれぐらいで、こちらが何かできることがあればというふう

に思っておりますが、１つ触れられていないところで指摘しておきたいのは土地の問題で

す。 

 ご存じのように、これは法務省の予算ではほとんどきちっとできていなくて、国土交通

省や農水省の予算で地籍の整備を行っていただいております。そこの中で農水省と関係し

ている部分であれば、農地や林地、つまり耕作放棄地と間伐放棄地の権利関係について、

果たして私たちに何かするべきことはないのかというようなことは、今日テーマを見させ

ていただいて思いました。この部分について今まで縦割りの中で、農地法や都市計画法等

の土地利用法の、もし省庁間の壁でそれがなかなかできなかったのであれば、総合的な土

地政策ということを政権交代したのだからこそしていって、そしてその農業の生産基盤を

きちっと整えていくというもしその方針を出されるのであれば、そこに対しては、微力で

すが、協力していきたいと。また、土地の場合は当然所有権の問題が出てきますので、所

有権の制限をどのようにやっていくのか等に関しても、これはかなり大きないわば明治以

来の大きな課題になってくるかと思いますけれども、そういったことをもし取り込まれる

ようなことになるのであれば、それには協力したいと思っております。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 政務官の皆さん方には一通りご発言をいただいたかと思うんですが、他、各省からのお

いでの方々でご意見があればいただきたいと思います。 

○赤松大臣 ありがとうございました。さっき後藤さんから話があったように、しっかり

と、機会としては何回ということになるかもしれませんが、しかし私どもは一応中間の取
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りまとめぐらいはそこでやりますが、実際には年末まで、皆さんの日程が許されれば、そ

ういうきちっとした議論をしていきたいというふうに思っております。 

 これを何か作って、例えばいついつまでにまとめて本を出さなきゃいけないとか報告書

出すとかいうものとは違って、これからの農林水産行政全体をやっぱり見直していくと、

あるいはより中身のあるものに豊富化させるというのが目的でございますので、元農水省

の高級官僚もいらっしゃるし、それからまた、実際に高橋さんのように農家をやっていら

っしゃる、そういう方もお見えになるし、いろいろな立場の方に本当に入って貰って良か

ったと思っていますし、中村さんからもお話があったけれども、別に法務省の枠を超えて、

これは各省庁代表でもちろん政務官クラスの方に来ていただいているんですが、その枠で

しかしゃべっちゃだめだということじゃないものですから、どんどんといろいろな分野に

でも口を出していただいて結構でございますので、是非そんな形で内容を豊富化させてい

ただきますようにお願いしたいというふうに思っています。 

 今、皆さんの話を聞いていまして思いましたのは、やっぱりこういう議論が出れば出る

ほど、本当に各省の枠を超えてやらないと解決しないような問題が多いんですね。 

 これは厚労省やそういうところと関わってくると思うんですけれども、例えば長野県辺

りも平均年齢で言えば、男子は一番ですかね。女性は沖縄だと思いましたが、しかしそこ

が国民健康保険で言えば一番黒字化しているということで、年寄りが多いにも関わらずな

ぜそういうふうなのか。それはもうやっぱり医師会や、あるいは地域の農協や、あるいは

自治体が一緒になって、元気なお年寄り、特に農業中心にした 65 歳以上の働く人たちが

多いものですから、みんな元気に畑で頑張っていると。 

 そういうことは単に農業を振興するということばかりじゃなくて、やっぱり地域の振興

や活性化や、そういう日本の成長、地域の成長にもそれはつながっていくということで、

まさにそういう意味で言えば、厚労省の皆さん方とも一緒にやりながらやっていくという

ことだと思いますし、それから文科省の皆さんとはこれは事業仕分けで大分額は減らされ

ましたけれども、例の農村や漁村に体験をやるということで、これは総務省、文科省、農

水省、３省が一緒に、できれば将来的には 120 万人、１学年全員をそういう１週間なり

10 日間なり集団的な体験をさせるようにしよう。みんな百姓や漁師になるわけじゃあり

ませんけれども、しかしそれはやはり人間として大きく成長するための必ずプラスになる

んだということにもつながっていくと思いますし、そんなことを今ご意見を聞きながら感

じました。 
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 また、技術開発等については、これはいろいろな分野、全部関わってきますけれども、

そういうことですし、それから、さっきもちょっとご指摘があった６次産業化ですね。こ

れは農商工連携というまた違った視点からの見方もありますけれども、これなんか今一所

懸命取り組んでおりまして、やっぱり何人かの方からご発言あったように、単に今の状態

で農業所得だけ倍にしようといったって絶対にこれはできないんです。いくらそれは戸別

所得補償で我々が予算措置をしても、これは絶対に倍には増えない。 

 では、それはどうしていくか。これはやっぱり６次産業化して、流通、加工、販売、そ

して付加価値を高めて、総合的には所得を上げていくと、新しい雇用をそこに創り出して

いくということは、これは農水省だけではできませんし、是非皆さん方のいろいろご指導

や各省庁連携したやっぱり取組が必要だということでございます。 

 ただ、１つだけ今紹介しておきますと、今度の戸別所得補償制度を実はやりかけまして、

あの有名な大潟村、もう一番減反に従わずやりたい放題やってきて、秋田県としても一番

予定数量以上に作ってきたところですけれども、ここが今回、いろいろな皆さんの努力も

あって、今度は生産数量目標に従いますと、是非これに入れて下さいということで、ほぼ

９割以上の方たちが、造反していた人が全部この制度に入ります。僕は、ではそのあまっ

た水田、今まで 100％作っていたところが今度 50％ぐらいになっちゃうわけですから、半

分あまったらどうするんだと、それ。本当にちゃんと守るかと。いや、守るんですと。そ

こで、今度は例の８万円が付きますから、それで米粉を作ります。そして、単に作るだけ

じゃ何ともならないんで、ではそこの横に工場を今度作りますと、６月ぐらいにできるん

で、竣工式をやるんで僕に是非来いと今言われているんですが、そしてそこに米粉工場を

作って、そしてそこでスパゲッティ、パスタ系のものだとか、あの米粉を材料にしたそう

いうものを作って、将来的にはヨーロッパやそういうところにも輸出したいと。取りあえ

ず 20 人から 30 人ぐらいの新しい雇用を生み出して、近くの人たち、若い女の子か何か雇

って米粉工場でやっていきたいというようなことが、これは成功を是非して貰いたいと思

っているんですけれども、そういう新しい形が今できつつあると。 

 それから、先ほど国交省の方からもお話がありましたけれども、まさにグリーンツーリ

ズムで、そういうところにいろいろな交流、そして観光というような意味で、そこにまた

新しい価値を作っていくということも、これも関係省庁の皆さんのご協力なくしてはでき

ませんので、そういう意味で食料安全保障ばかりではなくて、やっぱり成長戦略としてど

うこの第１次産業である農業を位置付けていくか、そこで何ができるのかと。今までどお
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りやってきたのではうまくいくわけがないわけですから、どういうふうにそれをやっぱり

再生させていくのか、価値を生み出していくのかということを、できるだけ時間もきちっ

ととって、皆さんに発言をしていただける場もきちっと作りたいと思いますので、できれ

ば次はこういうテーマでやって見たいとかいうようなことを出しながら、その次の時まで

に考えてきて貰う、あるいはペーパーで出して貰っても結構ですから、そういう議論でや

っていきたいなと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 

○佐々木政務官 今、大臣から若干のコメントをさせていただきました。 

 防衛省さん、既に始めさせていただいてございますので。 

○防衛省（楠田政務官） すみません。遅くなりました。 

○佐々木政務官 いえいえ、来ていただきましてありがとうございます。 

 まだ若干時間がございます。今朝の成長戦略の会議に行っても同じような指摘を受けた

というか、ご意見をいただいたんですが、もうかる農業、もうかる農業、あるいは輸出を

しろというようなお話をたくさんいただいたんですが、これは非常に実は微妙なところが

ございまして、誰かにターゲットを絞るような施策にしてしまうと、今度またそこでは新

たな選別を農水省自らやらなければいけないというようなところになっていくというよ

うなところが、実は今までのことから戸別所得を入れた時に、できるだけ先を広げようと

いうこともやって、自然的に選別はされていくわけではありますけれども、そんなことも

必要なのかなというふうに思っておりますのと、実は今、大臣からもお話がありましたけ

れども、土地の問題ですけれども、実は我々が野党時代ですけれども、考えた時に、農地

法と都市計画法と一体にならないかということを実は考えまして、ヨーロッパなんかはそ

うなっているんですね。一筆方式じゃなくてゾーニング方式になっていて、それは地域の

人たちに作らせるというようなシステムが導入されているんですけれども、これはその分

野分野で、政務官同士で論議をするなどということも今いろいろやられておりますので、

もしそんな機会があればというふうに思っています。 

 それから、テーマ毎にいろいろやったらいいんではないかというご指摘をいただきまし

たので、我々、今３回という提案をさせていただきましたが、ある程度テーマをいくつか

絞って、関係する府省の皆さん方とその分さらに詰めるというようなことも少し検討させ

ていただければというふうに思っているところでございます。 

 それから、実は私は北海道に住んでいて、富良野とか美瑛とかいうところがあるんです

が、そこの美瑛町というところのキャッチフレーズは、景観がごちそうというのがキャッ
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チフレーズになっていまして、今ご指摘いただいたようなところを既に実践しているとこ

ろもございますが、本当に地域自体が癒しになっているというところは、むしろ売りにな

るんだろうというふうに思っております。 

 まだ若干の時間がございますが、ご意見をいただければというふうに思いますが、いか

がでしょうか。どうぞ。 

○防衛省（楠田政務官） どうも大変遅くなりましてすみません。防衛大臣政務官の楠田

大蔵です。 

 すみません。今までの議論を聞いていなかったものですから、重複があったら大変失礼

をいたしますが、我が省としてというより、私個人的なもともとの思いなんですが、もち

ろん農業が産業として成り立つ等々、また地方の多面的な機能等々というのは、もちろん

私も、村なんかも地元選挙区にありますんで非常に認識をしてきたわけでありますが、や

はりもう一つ食料安全保障という観点から、日本の自給率がこれだけの状況で、何かしら

有事の時にどうなのかと、備蓄体制等が本当に整うのかと、また自給率と需給力との関係

等もあると思いますが、そうした観点から、もっとこの食の部分、農林業の部分に国全体

として光を浴びるようにしていくと、そうした観点が非常に重要ではないかなと考えてお

りますんで、そうした少しまた違った観点から何らか考えるような方策があれば、私自身

も積極的に関与して参りたいなと、そうした思いであります。 

 まずは以上であります。 

○佐々木政務官 それぞれ事務方でご出席をいただいている皆さん方もありますが、農水

ですから、業と地域と食と３つテーマがございますので、それぞれ関連するのではないか

というふうに思いまして、もしご意見があれば一言だけでもいただきたいというふうに思

いますが、いかがでしょうか。 

○総務省（椎川大臣官房地域力創造審議官） 総務委員会が開催中で代理出席で申しわけ

ありませんけれども、今日の成長戦略会議の中で原口大臣からも申し上げておりますけれ

ども、私ども、ＩＣＴ維新ビジョンと、それから緑の分権改革という２本柱で成長戦略を

組み立てていこうということで、この緑の分権改革というのが全く農林水産省さんの考え

ておられるこういう問題と共通の視点がございます。せっかく地方に豊かな水だとか土地

だとか太陽だとかいった再生可能な資源があって、それを生かす人間の知恵や技術もこれ

まで営々として培われてきたものがうまく富を生み出す仕掛けになっていないものです

から、それを今縷々ご説明がありましたようなことで富を生み出すようなシステムに変え
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ていく。その時に、もちろん市場で戦って勝っていくということも必要なんですけれども、

クリーンエネルギーの問題のように市場万能、あるいは都会への効率優先、そして環境負

荷が非常に大きいものを目指すのではなくて、やや少し昔の日本のいいところに立ち返っ

て、非市場的なアプローチも含めて考えていくということが必要なんではないかというこ

とでクリーンエネルギーの全量固定価格買取制度の問題をやっていただくことになって

いますけれども、これから山の問題とか、あるいは賢い消費者を育てていくというような

問題、あるいは子ども農山漁村の問題、すべてそうですけれども、そういうアプローチも

非常に重要なんではないかということで、そういう点については我が方も十分協力できる

面があるんではないかと思っていますので、一緒にやらせていただきたいと思っておりま

す。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 厚労省さん、お願いします。 

○厚生労働省（生田政策評価審議官） 足立政務官、国会の関係で来られませんで申し訳

ございません。 

 まず、成長戦略との関わりでは、私ども、雇用人材戦略というのが非常に大事だという

ふうに思っておりまして、とりわけ雇用の場をどういうふうに創り出していくのかという

のが非常に重要だと思ってございます。この農業の分野あるいは林業の分野につきまして

は今後非常に大切な分野だと思っておりまして、緊急雇用対策の関係では、重点分野の雇

用創出事業だとか、そういった形で、自治体でいろんな工夫をして雇用の場を創り出して

いただくようなことについての支援だとかをやっておりますけれども、そもそも恒久的な

措置としましても地域雇用開発促進法という法律がございまして、それに基づきまして農

山漁村の雇用の場の創出についての支援策というのを講じておりますが、そういったもの

につきまして、こういった対策を今後さらに工夫をしていくといったようなことが必要で

はないかと考えてございます。今後またご相談をさせていただきたいと思っておりますけ

れども。 

 それから、もう一つは、少子高齢化への対応というのは厚生労働省にとって非常に大き

なテーマでございます。とりわけ農山漁村はこれが典型的に現れている地域だというふう

に考えてございまして、我々として本来やるべきことをきちんとそういった地域でやって

いくということが重要ではないかというふうに思っております。 

 それから、資料の関係では、医療・介護の場としての農山漁村ということで、働いてい
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る方が多い農山地、特に長野の例が書かれてございまして、これはそのとおりだというふ

うに思っております。高齢者の就業が進んでいる地域につきましては健康な方が多くて、

こういったことが健康作りにも役立つというふうなことはそのとおりでございますけれ

ども、我々として非常に気にしておりますのが、僻地といいますか、医療に携わる人が少

ない地域を解消していかないといけないという問題でございます。こういった問題につき

まして、さらに努力をしていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、もう一つ資料に書かれてございます新型感染症発生時の食のライフライン確

保という問題でございます。これにつきましては、事業継続計画を策定している事業所も

まだあまりないということでございますけれども、こういった問題につきましては一緒に

なって取り組んでいくべき課題だと考えてございますので、こういった点につきましても

ここでご相談をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 他、どうでしょうか。 

 では、環境省さん、お願いします。 

○環境省（三好大臣官房審議官） ありがとうございます。大谷政務官、ちょうど今、環

境委員会で温暖化対策の基本法の審議ということで欠席で、代理で参っております。 

 この資料でも、既に温暖化対策あるいは再生可能エネルギーという観点でありますが、

生物多様性という観点、ご指摘をいただいておりまして。まさしく環境省でも成長戦略の

中でも訴えていくこととしておりますし、今申し上げました温暖化の基本法でも、環境と

経済成長、これを好循環させていくんだということで、新しく小沢大臣の指導の下、強く

打ち出していきたいというふうに考えておりまして、まさしくそういうところで軌を一に

して効果的な対策を打っていって、25％削減目標も達成しながら経済成長していくという

社会をどうしても創り上げていきたいということでございますので、そういう観点で積極

的にこの会議にも貢献をさせていただければというふうに思っております。 

 それから、ここに出ていないことで今お話の中にもございましたけれども、私ども、エ

コツーリズムということで、これは各関係省庁さんと連携して進めさせていただいている

施策がございまして、まさしくそういうことで、農村、山村、そういうところの観光とい

いますか、そういうところに親しむということが環境教育という観点からも重要だという

ことで施策を進めてさせていただいております。またこの辺りの連携もとらせていってい
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ただければというふうに考えております。よろしくお願いをいたします。 

○国土交通省（藤本政務官） 自由な意見交換ということなんで、自由にということでお

話しさせて貰うと、先ほど厚生労働省さんからもお話があったことでちょっと思い出した

んですが、長野県の信濃町というところに、これは、癒しの森のプロジェクトも結構盛ん

なところなんですが、病院がありまして、この病院はお医者さんが増えているんです。こ

れは何で増えているのかと地元の方に聞くと、そこの方々が結構健康だったり、外から来

るとストレスが解消できたりとか、森の効果あるいは農山村のいわゆる景観とか、そうい

うところも含めて森の効果があって、そういうところの何か実験といいますかモデルケー

スを研究したりとか、そういうことで結構増えているというような話もあったりするの

で、何かプラスアルファのそういう効果があるのかなというふうに思いました。 

 先ほどグリーンツーリズムのお話をさせて貰ったんですが、例えばイタリアなんかの場

合は、いわゆる日本の兼業とは違って、そこで生産をしながら、全体収入のうち農業生産

が２分の１以上であれば、グリーンツーリズムとしてきちっと認めて、そこのいわゆる宿

泊とか、そういうところを推進できるような仕組みをとっているという、そういうことも

ありますので、ただ単に生産をしてグリーンツーリズムで呼ぶということだけでなく、付

加価値を付けていくというような形の中で、それとあと、そこの地域でとれた、生産をし

ている食べ物を何％以上は絶対食事で出さなきゃいけないとか、そういうある意味ちょっ

と別な規制をかけていきながら地産地消を育んでいくという、そういうような具体的な取

組なんかも今後ちょっと検討しながらいければいいかなというふうに思いました。 

 それと質問を最後に。 

 この進め方なんですが、テーマ毎にというお話だったので、できればその本当にテーマ

をいくつか分けて、全省庁が関係していないかもしれないので、全省庁が一緒になってく

るとなかなか日程調整も大変だと思いますから、そのテーマによって関係しているところ

だけ、４つか５つか分かりませんが、そんな形で進めていただけると、出る側も負担がな

くても済むのかなと思いました。 

○佐々木政務官 是非参考にさせていただきたいと思います。 

○赤松大臣 政策課長のところで事務局をやりますので、例えば今言ったようなそういう

グリーンツーリズムに関わるところは主にこの省だなとか、それからさっき中村さんから

も出た例の土地の地籍なんていうのも、実はこれは、今、林野庁の関係でやっているんで

すけれども、４割ぐらいなんですよね。地図を見ると、もう読めないぐらい細かい字で書
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いて、何でこんな書類になっているんだというと、昔の入会権がそのまま書類に変わっち

ゃってそうなっていると。それをやらないと路網整備だ何とかだといったってできないも

のですから、これはもう国交省さんが予算をとってやってくれているんですが、僕らとか

権利関係で言えば法務省も関係あるかもしれませんし、そういうようなことをどう進めて

いくかとか、いろいろ課題は出てくると思うんですね。 

 さっきも何人かの方からお話があった、例えばあまり国内ばかりじゃなくて輸出みたい

なこともということで、これはジャスコの岡田社長なんかと話していても、いや、中国へ

行ったらリンゴはすごい売れるんですよとか、ただ、なかなか受け入れてくれないんです

とか、これは関税とかということでなく、むしろ検疫の問題だったり、桃は非常に中国人

というのはおめでたいものみたいなことで、１個 1,000 円だとか何かでも飛ぶように売れ

るらしいんですが、ただ、なかなか検疫がうるさくて持ち込めないと。 

 これは、今度向こうの検疫じゃなくて今度こちら側の検疫で、例えばこの間も境港へ行

ったんですが、そこから高級魚のトロだとか何かじゃなくて、サバとかアジだとか、そう

いうのが上海に、おい、今日持ってこいみたいなことでどんどんやると。そんなものをど

こで売るんだと言ったら、やっぱり向こうのくるくる寿司が今 100 軒ぐらいあって大好評

でと言うんですが、それは神戸まで、例えば検疫の許可をとりに行かなきゃいけないんで、

費用もかかるし、時間も今日の明日というわけにいかないみたいないろいろな課題もある

と思うんで、これは誰がいいとか悪いとか、そういう話じゃなくて、より流通をよくする

ためにどういう規制緩和をしたらいいのかとか、外務省を通じて、ではどういう対中国、

対アジアとそういう関係を作ったらいいのかとか、いろいろな課題が出てくると思います

ので、せっかくこれだけの人たちが集まっていただいて話をするわけですから、単に言い

たいことだけ言ってきたということではもちろんなくて、何か具体的な形で、仕組みとし

て結実してくるようなあれに是非したいと思っておりますので、今日のお話だけでも本当

にいい話をいろいろ聞かせていただきましたので、日程の調整だとか課題毎のあれだと

か、来てから何というよりも、むしろ課題が決まっていれば、ではそれについてこの省と

しては、あるいは自分としてはこういうことを一回話してみようとかいうことがあった方

が、限られた時間でも、より中身の濃い議論になると思いますので、是非そういう進め方

をしたいと思いますから、よろしくご協力をお願いしたいというふうに思っております。 

○佐々木政務官 それでは、今、大臣の方からのお話もございましたので、やや結びのよ

うな形になってございますので、今日はこの程度にとどめさせていただきたいというふう
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に思います。 

 次回の予定については、今ほどいろいろなご論議をいただきましたので、テーマをいく

つかに絞ってご論議をいただくというようなことも含めて考えさせていただきたい。その

時には事前にできるだけ早くご連絡を差し上げて、それぞれご意見をいただけるような仕

組みも考えていきたいというふうに思ってございます。 

 さらに、有識者のお話も先ほど冒頭、大臣からお話がいただきましたが、その会議も並

行して論議をさせていただきたいというふうに思いますので、是非またよろしくお願いし

たいと思います。 

 今日いろいろご論議いただいた中で、農林水産業あるいは村、食というテーマが各府省

庁との関わりが非常に強いということを改めて認識させていただいたところでございま

す。そういった意味では、今後とも皆さん方の参加をいただいて、しっかりしたビジョン

に作り上げていきたいというふうに思ってございますので、是非またご協力の方をよろし

くお願い申し上げたいというふうに思います。 

 本日はこれにて閉会をさせていただきます。 

 大変お忙しい中ご参加をいただき、ご意見をいただきましてありがとうございました。 

○赤松大臣 どうもありがとうございました。 

 ご協力、よろしくお願いします。 

午後４時３９分 閉会 


