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平成25年度 農林水産省行政事業レビュー 公開プロセス 

No.１ 果樹・茶支援対策事業のうち茶対策 

 

日時：平成25年６月14日(金) 9:00～9:55 

場所：農林水産省 本館 ７階 講堂 

（外部有識者）太田 康広 委員、沖本 美幸 委員、伊永 隆史 委員、藤原 道子 委員、 

二村 真理子 委員、吉田 誠 委員 

（事務局）今井 敏 大臣官房長、後藤 正之 政策評価審議官、山口 英彰 予算課長、 

三浦 正充 評価改善課長 

（説明者）大杉 武博 総務課長、森 健 地域作物課長、白井 正人 地域対策官、 

岡本 武史 課長補佐 

 

後藤審議官：それでは、１番目の事業から始めます。お手元の資料の５ページ目からになりま

す。「果樹・茶支援対策事業のうち茶対策」につきまして、担当から説明をお願いし

ます。５分程度で簡潔にお願いいたします。 

森課長：おはようございます。生産局の地域作物課長です。私から、この茶対策につきまして

御説明をさせていただきたいと思います。 

       まず、レビューシートの今５ページを御覧いただいていると思いますが、この事業

は、お茶の優良品種への転換、高品質化を加速化するために、産地ぐるみで改植等を

実施した際の経費への支援を行う事業です。 

       お茶につきましては、皆さん、御存知のとおり、和食を構成いたします基本的な食

材です。また、中山間地域を初めとする地域の農業、産業を支える重要な作物になっ

ております。例えば各県の農業算出額を見ますと、静岡県では第１位、京都府では第

２位を占める作物です。また、必ず工場での加工を経て市場に供給されるということ

から、地域経済面、雇用面においても重要な産業です。 

       ちなみに、お茶の生葉、荒茶の生産額は約1,100億円ですけれども、 終的な茶飲

料、製茶いたします茶飲料に至る販売総額は、１兆2,000億円を超えるというふうに

見積もられているところです。 

       こうした重要性に鑑みまして、平成23年には、お茶の振興に関する法律が制定され

ているところです。 

       ただ、レビューシートの事業目的欄にありますとおり、お茶の価格につきましては、

いわゆるペットボトル茶の売り上げが増加しておりました平成16年ごろまでは上昇傾
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向であったわけですけれども、その後、価格が低迷し、農家の経営状況も不安定化し

ているという状況です。 

       他方、茶の経営をめぐっては、茶園の老園化と栽培品種の偏りという問題も指摘さ

れております。お手数ですが、資料の11ページをお開きいただけますでしょうか。こ

の左上にグラフがございます。現在、茶園面積の約３割を樹齢30年以上の木が占めて

おります。この３割という数字につきましては、このデータ自身は、データ提供して

いただいた県の分を積み上げたものということで、このデータをいただけなかった県

も含めますと、おそらくより高い割合で、４割以上が30年以上ではないかというふう

に我々としては推定しているところです。こうした老園化と申しますのは、お茶の収

量ですとか品質の低下を招くものです。 

       また、左下のグラフにありますとおり、茶の品種が、約８割が「やぶきた」という

品種に集中しております。この「やぶきた」自体は、非常に優良な品種ではあります

けれども、特定の品種が多いということで、作業がある時期に集中する。それにより

まして、摘み遅れが起きて、品質が低下する。あるいは、加工場に一時に運び込まれ

ますので、加工場の過剰投資につながるといったような問題も生じております。 

       こうした問題を解決する上で、改植を行ってきて、定期に改植を行っていくという

ことが重要なわけです。こういう改植はいわゆる生産装置の更新ですので、本来です

と、長期的な経営計画に基づきまして各農家の自助努力の中でなされることが望まし

いわけですが、ただ先ほど申し上げましたが、価格低迷が続きまして、茶経営が全体

的に不安定となる中で、いわば当初、植え替えの数年にわたって収入が減ってしまう

というこの改植への取組意欲というのが低下しているところです。その結果、逆に改

植が健全に進まないことで、収量ですとか品質の低下が起きて、さらに収入減につな

がるといういわば負のスパイラルみたいなものが、近年、発生していたという状況で

す。 

       こうした茶産業全体の縮小にもつながりかねない負のスパイラルに歯どめをかける

という観点から、生産者グループが、茶園の若返りや優良品種への転換に計画的に取

り組む場合に、この改植に伴う経費、収益のない期間中の育成経費の一部を助成する

事業を平成23年度に開始したということです。 

       この11ページの下の右に、産地の事例を紹介しておるところです。例えば鹿児島県

の霧島市の茶業振興会では、本事業を活用いたしまして、老齢化した茶園を全て早生
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の品種に改植するという計画で取り組んでいます。そういった意味で、本事業が産地

再生のきっかけとなっているわけです。 

       また、この事業を活用しまして、マーケットが、非常に健康志向が強まっておる中

で、例えば機能性成分の多い品種の導入を図っているという産地もあります。こうし

た取組を拡大することで、農業、農家、産地のみならず、お茶屋さんですとか、茶飲

料も含めた産業全体の活性化につなげるということが重要ではないかと考えておりま

す。 

       ちなみに、先ほど紹介いたしましたお茶の振興に関する法律でも、「国は、お茶の

生産者の経営の安定を図るため、茶樹の改植の支援等の施策を講ずるよう努める」と

されております。 

       レビューシートの５ページにお戻りください。具体的な事業概要欄ですが、改植に

要する経費として10アール当たり12万円、また未収益期間に対する支援として４万円

×３年などを交付しております。この単価は、おおむね経費に対する２分の１相当額

ということになっております。 

       成果目標欄を御覧いただきますと、経済樹齢を超えた茶園の解消面積を成果指標と

して、2,000ヘクタールということで取り組んでいるところです。23年度の実績は達

成率12％でしたが、24年度につきましては33％まで向上しております。25年度につい

ては、24年度を上回る面積となる見込みです。 

       また、その下の活動指標欄、改植等実施茶生産者数としております。これにつきま

しては、先ほど申し上げました本事業の効果が生産段階だけではなくて、より産業全

体に広がるということを考えますと、この点、果たして適切であるのか、そこは検討

していく必要があるというふうに考えております。 

       レビューシートの７ページの点検結果欄ですが、今、申し上げましたような達成率、

執行率がやはり伸びていない理由ということを分析いたしております。 

       ３つ目の黒丸です。大きな要因としては、農家としては、改植が必要だということ

は認識しておられるのですけれども、その事業初年度から、原発による風評被害が起

きまして、これが払拭されないで、事業回復に不安があるということですとか、やは

り経営が不安定な中で改植経費の自己負担分あるいは未収益期間中の経営悪化への懸

念があるといったようなお茶経営をめぐる展望の不透明さというのがありまして、本

事業があっても、なお改植が進まないという結果につながっているのではないかとい
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うふうに考えております。 

後藤審議官：大変恐縮ですけれども、予定の時間になりましたので、また質疑応答の中で御説

明をお願いいたします。 

森課長：わかりました。よろしくお願いします。 

後藤審議官：それでは、続きまして予算課長から、この事業につきまして論点の説明をお願い

いたします。 

山口予算課長：予算課長の山口です。よろしくお願いいたします。 

     本事業の論点について御説明いたします。３点あります。 

       １点目は、成果目標の設定と達成状況についてです。成果目標として、今年度まで

に、経済的に生産可能な樹齢を超えた茶園は2,000ヘクタール解消するということに

しておりますが、24年度までの達成状況が658ヘクタールと低調です。この成果目標

について、今年度中に達成できるのかということが１つ目の論点です。 

       ２つ目は、茶の改植を国が支援する理由についてです。今も御説明がありましたよ

うに、茶の木が古くなれば、収量、品質が低下し、改植が必要になるということは、

茶という作物の性質上避けられないということですが、そのような営農のサイクルの

中で国が支援するというのが、どういう意義、理由があるのかということが、論点の

２つ目です。 

       後に、事業内容についてです。24年度予算が15億円のところ、執行額は７億

7,000万円であり、執行率は51％と低調でした。このことから、事業内容が、生産者

や実務者のニーズに合致したものとなっていないのではないかという論点があります。 

     以上です。 

後藤審議官：それでは、委員の皆様から御質問をお願いいたします。基本的に一問一答形式で

進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。御意見、御質問等、あります

でしょうか。 

     それでは、伊永委員。 

伊永委員： 初に確認させていただきたいのですが、23年度243件、24年度415件が改植あるい

は進行中と理解しましたが、これは、それぞれの茶農家の持続性はどうなっているの

かを教えていただきたいのですが、つまり、ちゃんとここで国が公費を投入して改植

しても、非常に老齢化して、継続性が怪しいというようなケースがまざっていないか。

そこの年齢構成とかはどうなっているのか、データを示していただきたいのです。 
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森課長：ありがとうございます。取組農家の年齢構成というデータについては、今、整理はま

だできていないわけですが、この事業につきましては、個々の農家を対象とするとい

うよりは、いわゆる荒茶加工場に出荷している単位での複数の農家でグループをつく

っていただいて、それを対象とするということにしております。 

     事業採択に当たりましては、産地計画という形で、その荒茶加工場単位で、これだ

けの改植をこれから今後、何年間で行っていくという計画を立てていただいて、審査

して採択しているという状況ですので、改植そのものというのは、これは、我々でそ

の初度的経費を支援するわけですけれども、一度植えますと、そこは何年にもわたっ

てその農地を茶という形で利用していく、さらに自分で経費を負担してやっていくと

いう覚悟のもとで、手を挙げていただいておりますので、個々の農家がどう残ってい

くかということまでは、正直、我々も審査はできておりませんが、やはりグループと

して、例えば相補いながらグループとしてその荒茶加工場を改植も含めて、維持して

いくという観点で申請はしていただいているということです。そういう意味では、持

続性というのはあるのではないかと思います。 

伊永委員：申請は、単独の農家では認めなくて、加工場全体でなければ認めないという仕組み

になっているわけですね。 

森課長：そうです。 

伊永委員：じゃ、その中身ですが、少なくとも改植したら20年ぐらいはお茶でやっていくわけ

ですから、やはり年齢構成というのは非常に重要だと思うのですが、そこに踏み込ん

だ募集要項になっているのかどうかは知りたいのです。 

岡本補佐：事業の実施要領、あと公募の要領、募集要項については、そこの部分については、

記述がないのが現状です。そこは、先ほど課長から申しましたように、当然お茶の経

済樹齢は34年ですから、例えば、10年、20年で、もうお茶はやめて、野菜とかほかの

ものをつくるというのはまさにこの事業の無駄遣いですから、我々も、そこの部分が、

対象としてどれくらいのターゲットをしているのかというのが、要領上担保されてい

ないのが、まさに反省点だとは思っております。 

伊永委員：今年度で一旦終了するわけですから、もしもこの事業をさらに続けていこうという

ようなことになるのであれば、今の点を募集要項にきちっと明記していただいて、持

続性を確認するということはお願いしておきたいと思います。 

森課長：そこは大変重要な観点での御指摘だと思っておりますので、そこは、もし続くのであ
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れば反映はしたいと思っています。 

後藤審議官：沖本委員、先ほど挙手されていました。どうぞ。 

沖本委員：事業が分断されているので、この事業、レビューシートに書いてあることだけで判

断するのは非常に難しいと思います。 

     課長が先ほどおっしゃっていましたけども、やはり静岡県にとって、お茶の裾野が

どれだけ大きいかということも全て把握した上で、この補助等の重要性を考える必要

があるのではないかと思うのですけども、いかがでしょうか。 

森課長：ありがとうございます。まさに、そこは御指摘のとおりです。正直、このレビューシ

ートの中に、そこを書き込めなかったところがありまして、申し訳ありません、先ほ

ど口頭での御説明ということになってしまいましたが、我々がこのレビューしていく

中で、今おっしゃられたような裾野まで含めて考える、あるいはマーケットも含めて

考えるという観点というのは、当然、必要だろうと思います。そこは、また今後のや

り方の中で、そこはきちっと反映できるようにしていく必要があるんじゃないかとい

うふうに思っております。 

沖本委員：生産者だけ考えるのではなくて、マーケットへのアプローチをどのような施策で行

うかとかいうことの要点をレビューシートに簡潔に書いて頂かないとこの事業を単体

で評価するというのは非常に難しいと思うのですが、いかがでしょうか。 

森課長：そのとおりです。今御説明してもよろしいでしょうか。 

沖本委員：はい。 

森課長：まず、基本的には茶の需要をどう見込んでいるかという話からおそらく始まるのだろ

うと思います。実は、先ほど御説明いたしましたお茶の振興法に基づきまして、農水

大臣が24年３月に「お茶の振興の基本方針」を制定しております。その中で、茶の需

要見通しとしては、近年の消費の減少ですとか人口減も踏まえますと、トレンド的に

は、例えば平成20年から32年にかけて１割ぐらい減少するのではないかということを

見込んでいますけれども、ただ、一方でこの見通しの中では、消費拡大等の施策を通

じて、その結果としては、１割減ではなく、平成20年に10.1万トンの需要に対して、

平成32年に9.7万トンという需要を見込んでいるということです。こうした需要見込

みを現実的なものとしていくためには、需要の拡大というのがやっぱり大きく必要だ

ということです。 

 私どもの部局は、基本的に生産、それから消費、加工も含めての担当ですが、まず
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はその生産の段階でいった場合には、その需要拡大を現実的にするために、品質を向

上させて、お茶消費者のニーズに応えるような品質向上、これは、茶園の若返りとい

うのも必要だろうと思います。 

     それから、先ほども少し申し上げましたが、健康志向のような消費者の志向に対応

するような品種を導入していく。あるいは、将来的には、国内需要ではなくて、輸出

も視野に入れて、例えば欧米からの有機栽培ニーズに応えられるような品種を育てて

いく。あるいは、今、紅茶飲料なりにとられている市場、紅茶の茶葉というのは、基

本的に輸入ですので、こういったもの、いわばそういう分野に参入していけるような

発酵用のお茶というようなものの導入といったようなことに、戦略的、総合的に取り

組んでいく必要があると思っております。そういう意味では、生産面でいいますと、

それへの品種転換、改植というのは、基本的な戦略の一つだと思っております。 

 あとは、消費拡大は、消費者へどうアピールしていくか、さらに輸出を拡大して

いくという加工業者、それから流通業者と連携して、どう茶生産者が取り組んでい

くことを支援していくか、これはまたこれで、別途、戦略としてやはり考えていく

必要があると思っております。 

後藤審議官：それでは、吉田委員、先ほど挙手されていたかと思います。 

吉田委員：今のマーケットの需要と供給の話は非常に重要だと思うんですよね。先ほどから何

回か話が出ていますけども、需要が低迷している。トレンドとしては、減少傾向にあ

る。そこから先なんですけども、基本的には、供給過剰状態には陥っているわけです

よね。その原因分析が、多分この事業の評価を分けるところだと思うんですね。今後、

本当に、その施策を打てば需要が回復していくのか、もしくは減少をとめられるのか

というところが１つですね。 

 だから、ここでお聞きしたいのは、需要低迷、それから需要の減少、供給過剰に

陥っている現状の本当の原因、肝の部分、本当に人口が減っているからなのかとか、

一時期多過ぎたのか、その辺、どこまで分析されているのかをお聞きしたいという

のと、もう一点は、もし手だてを打つにしても、その原因次第では、そんなに一旦

縮小した市場を復活させるというのは我々民間でも至難のわざですよね。今、幾つ

か輸出であるとか新しい発酵系の茶葉であるとかという新マーケットの創出みたい

なこともおっしゃられましたけども、だったら、この今回の事業が、そのマーケッ

トイン、ターゲットマーケットに応えるための事業である、これにも役に立つ、あ
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れにも役に立つという話ではないはずなんですね。 

 基本的には、経営上困っているから、改植の支援をして、生産力をアップして、コ

ストダウンさせて、なおかつ茶葉の多様化も進めるということなんですが、それが、

それぞれのさっき言ったマーケットの開拓もしくは確保にきちっとつながっていると

いうことでないと、なかなか効果を生まない。しかも、実績からすると、なかなかそ

こまで理解を得られていない状況にある。 

 そもそも、先ほど幾つか質問がありましたけども、需要低迷の中で、もうお茶で

は飯が食っていけないということで、離農される方がどの程度なのかとか、その辺

もひっくるめて、原因と戦略のところをこの事業につながるような説明していただ

ければと思います。 

森課長：需要の減少につきましては、やっぱり一世帯、１人当たりに、いわゆる茶葉の消費と

いうのが、近年、例えば平成14年あたり、１世帯は、1,100グラム程度あったんです

けれども、10年後の平成24年では約900グラムということで、２割減になっています。 

 いろんな原因は指摘されていますが、農水省が消費者に対して調査したような結果

を見ますと、お茶をなぜ飲まないのかというと、入れるのが面倒くさい、手間がかか

るということが指摘されております。現実に、急須がない家庭もふえているというよ

うな話もあります。 

 それをお茶の、いわゆる急須での減を清涼飲料の形で、ペットボトルのような形

での消費が補ってきた面はあるんだろうと思います。ところが、その清涼飲料につ

いても、いわゆる健康志向が進む中で、お茶が唯一独壇場であったゼロカロリーの

分野に、ほかの炭酸飲料ですとか、コーヒーなんかも含めて参入してきているとい

う中で、お茶飲料の消費も伸びていないという状況、これが、基本的にやっぱり需

要の減というものの原因だろうというふうには思っています。 

 そういった意味で、先ほど幾つか需要拡大の方策を申し上げました。新たな他の

飲料に食い込んでいくというようなことですとか、輸出に取り組んでいく、あるい

は健康志向みたいなものに食い込んでいく。それから、もう一つ、吉田先生がおっ

しゃられたように、この事業自身、収量も上がりますので、コストダウンにも将来

的にはつながる事業です。そういった意味では、この茶飲料の原料としてより使っ

てもらえるような茶を供給して、茶飲料業界とタッグを組んでいくといったことと

つながる形で、この事業を生かしていければなというふうには思っているところで
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す。 

 以上です。 

白井地域対策官：白井と申します。補足させていただきます。 

 今の吉田先生の御指摘、マーケットの問題、大変重要な視点と思っています。需要

が低迷した理由というのは、先ほど課長からありましたように、このドリンク原料、

今、先生方が飲んでおられるドリンク原料、そちらにシフトして、つまりリーフを飲

まなくなったということがある、それは事実です。 

 ドリンク原料が増えたことに関しては、リーフが面倒くさいと思っていらっしゃる

方に対して、新しいアイテムを提供した。それは、大体、今ざっと日本全体の茶葉の

消費量の恐らく２～３割ぐらいがドリンク原料になっていると言われています。とい

うことは、かなりリーフというものがドリンクに使われている。それは、新しいマー

ケットを開拓したということで、大変それは、消費者にも当然プラスになっています

し、当然、生産者にとってもプラスだという事実です。 

 その流れの中で１つありましたのが、原料原産地の表示を厳しくするといった制度

改正が以前ありました。先生方が飲んでおられるのにも、「国産茶葉100％」と書か

れていますけれども、それなんかはまさに原料原産地制度によるものです。 

 それから、商標法が改正されまして、地域団体商標というのが導入されていまし

て、今、例えば狭山茶とか宇治茶といったブランドがちゃんと法的に保護されると

いうことが、これもまた１つ、消費者に対して、アピール、ブランド価値を高める

ということになっています。 

 もう一つ、輸出でして、輸出でも新しい取組、かつて明治から大正にかけては相当

の量が輸出されたわけです。戦後、かなり激減しましたけども、ここ10年ぐらい大体

数百トンぐらいのオーダーだったのが、昨年の輸出を見ると、2,300トン強輸出され

ています。かなり増えています。これは、各事業者の努力によると思いますけども、

新しい日本茶のマーケットが広がってきている。 

 それから、もう一つ、先ほど 初に課長から、茶の産業規模、大体１兆2,000億程

度とありましたけども、これはあくまで茶葉とドリンクの生産額でして、その中間の

ロジスティックスとか、それから問屋業、流通業、それから小売業といった数値は含

んでいない数字です。こういった川中、川下に対する経済効果というのは、かなりの

ものがあります。その中に、新しい輸出マーケット、それから、それにプラス、お茶
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というのは嗜好品という性格もありますので、茶器とか、あとお菓子といったいろい

ろ裾野が広いものの性質があります。例えば、 近はフランスにかなり日本茶が輸出

されているようですけども、南部鉄瓶の例といったことがありました。 

 長くなりましてすみません。 

後藤審議官：すみません、あと10分ほどでコメントシートを回収いたしますので、記入しなが

ら議論をお願いいたします。 

森課長：あと、農家戸数の関係です。 

吉田委員：一言だけ、太田さんにすぐ渡します。 

 認定作業は、この事業は25年度で終了なんですが、今後のことをもし考えられるに

しても、多分このままの事業では、どうかなと思うんですが、２点だけぜひ注意して

ほしいのは、１点は、机上で需要量を試算するのではなくて、本当に輸入とか他品種

に切りかえるにしても、マーケットというのはやっぱり競争なので、既存商品と置き

かえるか、全く新しい市場をつくるかということになりますが、これは非常に難しい

ことなんですよね。だから、マーケットインした計画に落とし込むことをしてもらい

たい。 

 それから、もう一つは、産地を守るというのは、もう今の日本では、生産量を増や

していく、イコール産地を守るということにはならないと思うんですよ。やはり産地

といっても、一経営体の集まりですから、その経営体が、先ほど伊永先生も言いまし

たように、経営の持続性が、しかも今よりよくなるという状況に落とし込めるという

事業を打たない限り、全く逆に首を絞めることになりますよね。供給過多の状態で、

供給量を増やすという作業するわけですから、だから、この２点の視点は必ず検証さ

れて、次の施策を考えてやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

後藤審議官：お待たせしました。太田委員、お願いします。 

太田委員：手短にお伺いします。国が支援する理由は何でしょうか。 

森課長：国が支援する理由ということです。説明の中で、１つは、茶産業のいわゆる経済に占

める大きな位置づけということは 初に御説明いたしました。 

 それから、茶という作物そのものが、特に中山間地域を初めとする地域の農業を

支えている重要な作物だということ、例えば静岡県で見ますと、中山間地域の農地

で栽培されているいろんな作物の面積の６割をお茶が占めているというようなデー
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タもあります。そういった意味で、農地の保全、中山間地域の農地保全のためにも

茶の生産というのは重要だということで、その重要な茶生産あるいは茶産業の中で、

実は、近年、先ほど申し上げたような改植が進まず、品質が下がり、収量が下がる

というような状況が、非常に顕著化しているという中で、このいわゆる負の連鎖み

たいなものを政策的に一旦とめる、一旦歯どめをかけるということはする必要があ

るのではないかというような認識に至っております。 

太田委員：重要な産業だと、支援しないといけないのですか。 

森課長：経済を支えている産業が……経済を支え、あるいは地域環境を支えている面というの

は、国としても、その維持、その振興を図っていくというのは、一つ、役割だろうと

思っておりますし、これは、平成23年に成立しました茶振興法でも、ある意味、国が、

そういうものに努めるということが定められているということで、私どもとしては、

それに従って取り組んでいく必要があるということかと思っております。 

太田委員：もちろん、行政の現場のお立場としては、法律に書いてあるからやらざるを得ない

というのはごもっともな御説明なんですが、根本的に需要が減ってきているわけです

ね。新たなマーケットをつくらないといけない。それは、民間のお茶を実際に経営さ

れている方が考えることで、実際にそういう方が、将来の需要の増加に確信が持てな

い、そういう状態で設備投資ができていないという問題ですよね、改植が進まないと

いうのは。 

 それは、非常に恐らくは、一番お茶産業の実情に詳しいであろう農家の方が、こ

のままだと改植しないほうがいいかもしれないという判定をして、徐々に生産量を

調整されようとしている、あるいは新しい品種にかえていくケースを考えていらっ

しゃるところで、国がお金を入れると、本来ならば改植しないほうがよかった茶畑

が、改植されてしまうはずなんですよ。 

 そうなると、将来、本当は適正に生産量が調整されているはずのところが過剰供給

になって、もし適正にそのまましていたとしたら、値段が高どまりして、経営が成り

立っていたものを供給過剰で、値段を崩してしまうことによって、多くの農家をます

ます厳しい状態に追い込んでしまう可能性はないですか。 

森課長：今の御指摘は大変重要なところで、まさに政策なり予算というものが、市場をゆがめ

るとか、あるいは農家の合理的な経営判断をゆがめるということがあってはならない

というのは、それはまさにおっしゃるとおりで、私どもとしても、それは常に考えの
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中のまず第一に置いて、いろんな政策を検討し、実施している面ではあると思ってい

ます。 

 このお茶の関係につきましては、確かに需要が減る中で、価格が上がらない。風評

被害なんかもありまして、なかなか将来性が見えないという中で、農家が投資を控え

てしまうという状況が、今、起きている状況ですけれども、ただどうもこの状況が

徐々に進むということであれば、いわゆるソフトランディング的な構造調整というこ

とだろうと思いますが、恐らくこれが、今、急激に進んでいる。ここの時期を逃しま

すと、いわゆるお茶産業なりお茶の面積、お茶の農業生産というのが、がくっと減っ

てしまうのではないか、ある意味、崩壊してしまうのではないかというような懸念、

危機感というものは、この事業をつくりましたときには強くあったということかと思

っております。 

太田委員：激変緩和というような感じを趣旨としてされている。 

森課長：ええ、永続的なものではないだろうというふうには、当然、いわゆる改植が、一時的

に少し迷っている農家の 後の背中を押してあげる。背中を押すという言い方はいい

のかわかりませんが、背中を押してあげる、その経費の一部を支援するというのが本

事業の役割です。そういった意味で、このサイクルが、経営し、お金をため、さらに

改植していくというサイクルがうまく回るようになれば、当然そこは、政策としての

役割というのは終えるものだろうというふうには思っています。 

太田委員：減るのが、適正なところ以上に減ってしまうというような何か根拠があるんですか。

市場が縮小しているので、減っていくのは当然だと思うんですけども、それが適正水

準よりもさらに減ってしまうというのは何か…… 

森課長：今の茶樹の年齢構成を見てみますと、やっぱりいわゆる昭和50年前後、50年代までの

経済成長あるいはその需要が伸びていた時代に拡大して植えたもの、これが大体その

経済樹齢を超えた形になってきているものですから、これを一回超えて改植が行われ

ないと、がくっと減ってしまうというのは、茶樹の構成上からは見えるというふうに

思っております。 

太田委員：ただ、昭和50年代とおっしゃって、今、改植ということなので、非常に長期、今後、

何十年かの需要を予測して判断しないといけないというのは、やはり公的機関が背中

を押さないで、本当にリスクをとって、自分の経営のことを考えているプロの方が判

断するのが適正で、それを政策的にゆがめるべきではない。まさに、読めないと思い
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ますので、それが実際に過剰投資になって、後で経営体が困ったときには、責任はと

れないわけですよね。 

 そうすると、まさにこういう設備投資の長期の判断をゆがめるような政策というの

は、かなり慎重に行わないといけないようなイメージがあるんですけれども、何か積

極的に、データで、これは絶対改植を進めるべきだという根拠、データがあるんでし

ょうか。 

岡本補佐：おっしゃるように、もともとこの事業は23年からやっていますから、今までにどう

やっていたか、まさに経営者の自助努力でやっていた側面はありますよね。まさに、

みずから将来的な考え、経営、将来を見て、改植するべきか、しないべきかという判

断は個々の経営体でやっていた。ただ、先ほど課長から言いましたように、昭和50年

代、高度成長を背景にして、急激に、新植、改植になって、経済樹齢を迎えた茶樹が

多いというのは事実です。 

 やはりそれに加えて、原発事故の影響、先ほど激変緩和的な話もありましたけれど

も、そういった事情、あとは、何かをやっていきたいんですけども、急激に消費が下

がって、価格が下がっていった部分がありますので、この事業をのんべんだらりとや

るつもりはなく、頑張っていく人の背中を後押ししていくといういわばキックオフ的

な事業で、23年度から始めているという部分はあります。 

太田委員：激変緩和であれば、こういう設備投資を後押しするんではなくて、一時的な経費補

助を直接するほうが、ゆがみ方が少ないと思うんですよ。この場合、投資させてしま

うということになるので、本来であればされなかったであろう投資してしまう。その

分、将来、供給過剰になる。 

 それは、同時に、お茶の値段を下げることによって、ほかの飲み物、例えば、水、

ミネラルウオーターであったり、あるいはコーヒーであったりというところの生産ま

でゆがめていくわけですね。特に、ほかの飲料をつくっている業者に比べて、お茶の

生産農家だけが援助されないといけない理由というのは何かあるんでしょうか。消費

者が、これを飲みたい、お茶を飲みたい、水を飲みたい、コーヒーを飲みたい、何か

炭酸飲料を飲みたいという判断の中で、適正に決まってきているところで、特にお茶

だけ消費者にたくさん飲んでもらわないといけない国策としての何か根拠があるんで

すか。 

 例えば食料自給率を上げるという話であれば、カロリーベースですと、これはゼ
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ロなので、食料自給率を上げるという目的のためには、この事業は役立たないわけ

ですね。ほかの飲料に比べて、特にお茶だけみんなが飲むべきだ、あるいはお茶の

生産農家だけが、ほかの飲料と比べて、特に国策として後押ししないといけないと

いうデータは何かあるんでしょうか。 

森課長：そこは、今まで少し出てきましたが、裾野の広さと申しますか、川上から川下までの

ここにかかわっている方々の幅の広さですとか、特に川上の部分で言いますと、やは

り農地、いわゆる中山間地を中心とした農地は有効活用してつくられたもの、それを

加工する人たちがいて、さらに飲料という形で出てきて、その裾野の広さというのが

あるのだろうとは思っています。 

太田委員：申しわけないんですが、それは先ほどの質問なんですけども、重要な産業だと後押

ししないといけないのですか。重要な産業が民間でうまく回っているとしたら、それ

は、重要な産業だという理由で、税金を投入しないといけないんでしょうか。 

森課長：そこは、どのような形で税金を投入していくかという判断は、いろんな考え方がある

のだろうと思いますが…… 

太田委員：基本的には、多分、うまく回っていたら入れるべきではないと思うんですよね。う

まく回っているのだったら、さわらないべきだと思うんですよ。何らかの理由によっ

て、外部的な効果が大きい場合に、初めて税金を入れるとか、あるいは民間だけでう

まくいかない場合に何かするということなんですけども、ちょうど需要が減っていっ

て、民間が投資を手控えているというのは非常に普通のことで、そこで特に投資しな

いといけないというか、後押ししないといけない理由は、全く今のところ私は、説明

を伺った感じではわからないんです。 

森課長：先ほど彼が申し上げましたけども、この事業ができるまでは、こういった改植支援と

いうものについての政策支援というのは行われていないという状況にありまして、私

の説明が拙いわけですけれども、やはりいわゆるお茶の生産、お茶の生産段階の状況

が、危機的状況を踏まえて、いわば緊急避難という言葉をもし使わせていただければ

使いますけれども、緊急避難的に国費を投入するという判断に至ったということだろ

うと思っております。 

太田委員：緊急避難的にやるのであれば、投資の補助というのは、筋が悪いということを先ほ

どからコメントさせていただいているんですけども、緊急避難的に、本来、健全にい

くべき農家が、一時的な理由によって経営が傾いてしまうのであれば、資金ショート
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が起きないように融資するなり、一時的に経費補助するなりすればいいんですけれど

も、これは、何十年にもわたる投資を過剰にするように後押しするという話ですよね。

本来、全額負担であったらやらない投資をするように、補助を出すわけですから、過

剰投資を後押しするわけですよね。それだけマーケットはゆがむ、将来は、需要に対

して供給が多いので、値段は下がる。そして、ほかの飲み物をつくっている業者も、

利益が減るわけです。税金を使って、それを後押しする理由は何ですか。 

後藤審議官：沖本委員、どうぞ。 

沖本委員：今の話に関連しても、やっぱり説明が足りないと思います。何が足りないかという

と、非常に細かい個人ベースの茶葉の農家の話がありましたが、それを集約して、長

い目で見て生産を継続できるような茶農家をつくろうということが目的であったと聞

きましたけども、その説明もない。 

 やはりこのレビューシートだけで説明できないので、ちゃんとその問題とかを明確

にし、そのためにこのような施策をやって、個別の投資をコミットさせるのみならず、

持続性も考えているんだという説明がないとわからないんじゃないですか。 

後藤審議官：藤原委員、挙手されていましたけれども、よろしいですか。 

藤原委員：募集の段階で、例えば優良品種の作付けとかを奨励するというならば、条件として、

例えば、早生種であるとか、やぶきたでは認められないとか、そういう条件づけを出

して、募集しているんでしょうか。 

森課長：この品種につきましては、各県が推奨品種というものをそれぞれ県の実態に応じて定

めておりますので、その品種への転換、植えかえであれば補助するというような仕組

みにしております。 

後藤審議官：吉田委員、どうぞ。 

吉田委員：先ほどの太田先生の質問にかぶせてなんですけども、これは極めて資金調達をどう

するかという話なんですけども、農業改良資金であるとか、金融公庫のＬ資金である

とか、この改植事業は対象になっているんでしょうか、なっていないんでしょうか。 

岡本補佐：融資資金関係は、具体的に何をやるというのが、定めがないのでして、いろんな経

営の前向きな発展について使えます。 

吉田委員：使えますよね。そこなんですよね。この事業に限らずなんですけども、基本的には、

今まで補助金を全然打っていなかった分野に、３年ばかりで、はっきり言って皆さん

は、承知の上で、劇薬の補助金を打ったと思うんですよね。 
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 本来は、やはり産業政策ですので、融資、それから融資に関する利子補給、これも

補助金ですけども、そういった形で後押しするべきなんでしょうけども、それを投資

事業に対する直接の補助金にしたということは、よほどの理由がなければ、そういう

選択はしないはずなんですよね。だから、そこら辺の理由というんですか、なぜ補助

金という形式を支援策として選ばれざるを得なかったのか、そこの説明はできますか。 

岡本補佐：お茶の場合、ほかの品目と違って、精製品を加工、出荷するに当たって加工もしな

きゃいけない。当然、加工の工場も生産者側で持たなきゃならないという経営上のリ

スクというのは存在します。 

 あとは、先ほどの需給が下がって、価格が下がって、今の経営体でやっていくため

にはというと、やっぱり規模拡大とか生産コストの低減とかというのを強力に進めな

きゃならないんですね。ある意味、集落営農的な法人化とか、要は生産サイドのコス

ト低減努力、生産サイドの経営強化の努力というのをやっていかなきゃならない。そ

こには、生産サイド、経営体の自分の産みの努力とかは必要です。 

 そのために、あえてなぜ補助金を使って、融資とか、本来、経営自助努力でやる

べきだという部分があっても、今そこをやっていかないと、将来的には、もういわ

ばマーケットに委ねるとか、もう産地に委ねるとかという政策にはなるのかもしれ

ないですけども、今それをやっていかないと、今後のお茶の生産規模、農業規模か

ら考え、一定の規模を持っているという日本国内の影響も考えれば、この時期にこ

の施策を投入するという判断に至ったということです。 

森課長：１つ、お茶の特徴という部分はあります。いわゆる農業について、各農業生産、やは

り農地の利用を改めて、機能を含めて評価する上で、いわゆる農業の生産の安定、経

営の安定を図っていかなければならないという課題に応える上で、いろんな作物によ

っていろんなやり方があります。 

 例えば、多くとられているのは、いわゆる戸別所得補償のような形をとった経営安

定対策、価格と生産費の差額を補塡する、あるいは価格が変動した際に、変動部分に

ついて補塡するというような仕組みがございます。 

 お茶については、いろいろ例えば、一番茶、二番茶といったことによって値段が大

きく違ったり、煎茶をつくるか、玉露をつくるかで、値段が違うといったようなこと、

あるいはさっき言いましたように、葉っぱの生産だけを行う農家もいれば、加工まで

やる農家もいるということを踏まえると、なかなか生産者段階のいわゆる補償基準価
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格的なものを定めるのが難しい、極めて困難という状況があります。 

 そういった観点もありまして、お茶については、茶の価格低下ということではなく

て、いろいろいわゆる農家が持っている共通課題は何だろうかと考えたときに、老園

化ですとかという課題があるじゃないか。では、いわゆる価格対策のようなものによ

って経営安定対策を打つのではなくて、この何回かに、何年かに一回やってくる投資

機会といいますか更新機会、これを一部支援してやることで、経営安定を図っていく。

ただし、それも、限定的に、みんなに配るのではなくて、これからまさに、20年、30

年、お茶は続けていこうという覚悟を持った農家であれば、その一部の初度的経費を

負担してあげましょうというような仕組みでの経営安定ということはとったというこ

とです。 

太田委員：その場合、意欲があって、能力も高いお茶の農家の努力をかなり無駄にする面がな

いですか。もしうまく自分のところは、オペレーションは効率的にやって、コストが

低くて、市場に受けるいいお茶をつくっている農家があるとしますと、ほかのところ

が、自主的に投資をやめて、供給が減ってくれば、お茶の値段も上がり、評価も上が

って、経営体が続いていくはずなのに、ほかのところが過剰投資してしまうせいで、

お茶の値段が下がってしまって、一生懸命に頑張っているのになかなか報われないわ

けなんですよね。 

 これは、コスト的に採算がとれない農家を支援することによって、コスト的に採算

をとってうまくやっている農家に、非常にディスカレッジするというか、やる気を失

わさせる、そういう補助金になっていないですか。 

森課長：そこは、そういう見方もあると思いますし、私どもの見方……これは荒茶加工場単位

でやるということで、例えばその荒茶加工場のもとに複数の農家がいる中で、１軒は

ものすごくやる気があってやろうとしているけれども、ほかの２軒がもうやめてしま

うということであれば、荒茶加工場自身の稼働率も、がくっと下がって、このやる気

のある農家も含めて、生産が継続しないという状況が起きる、そういう意味では、や

る気のある方々を救う仕組みにはなっているんだろうと思います。 

太田委員：それは、過去のその加工工場の投資が過剰だったということですよね。 

森課長：いや、今の３軒の農家…… 

太田委員：稼働率が下がってしまって問題だというのであれば、それは、設備が過剰だという

ことなので、需要に対して設備が過剰だということなので…… 
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森課長：需要に対してといいますか、いわゆるやる気のある農家とその加工場を使っている別

の農家……加工場は、いわゆる共同的に使います。 

太田委員：それは理解しているんですけれども、現状の加工能力が過剰だということですよね、

もしそれがマーケットの需要に応じて廃業していったら、使われていないということ

なので、そうしたら、それは縮小していくのが自然なんじゃないですか。 

森課長：縮小していく場合に、その加工工場の稼働率の悪さをもって、いわゆる農家自身、や

る気のある農家であっても、経営が立ち行かなくなってしまうというところは、やっ

ぱり考えなきゃ…… 

太田委員：それは、ポイントがあれなんですよ、今ここで投資を支援すると、将来の供給能力

が過剰になるわけですね。過去に、行われていないにしても、意思決定の結果、需要、

マーケットと合わなくて、工場が過剰になっているのに、ここでまた供給能力を過剰

にしたら、将来、もっと過剰になってしまうわけですね。 

森課長：それは、例えばこの事業の規模もあるんだろうと思います。全面的に、改植するもの

を全部この事業で見てやるということであれば、本来、残らない人まで残るというよ

うなことを加速するということになるかもしれませんが、私どもの今これは、３年間

に2,000ヘクタールという規模については、全体が、大体４万6,000ヘクタールを経済

樹齢35年で割っていった場合が大体1,300ヘクタールぐらいになりますから、３年分

で4,000ヘクタール、今の規模をずっと回していくためには、３年間で4,000ヘクター

ルというのが当面には…… 

太田委員：でも、マーケットが縮小しているので、今の規模は回さないほうがいいんじゃない

ですか。 

森課長：ですから、それで私どもの事業は、３年分で2,000ヘクタールということで、全部を

この事業で見るというような発想でやっているわけではない。 

太田委員：わかりました。水かけ論になっている。質問を変えます。 

 これは、途中で廃業した場合には、補助金だとすると、返さないといけないんです

か。 

岡本補佐：事業要領上は、３年間、その茶園が継続されているのを事業実施主体が確認するこ

とになっています。途中でやめたら、返していただく。 

太田委員：とすると、撤退すると、自分で全額やっていた場合以上にコストがかかるわけです

よね。とすると、採算がとれないからやめたいと思ったときに、なかなかやめさせて
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もらえないわけですね。赤字であって損しても、補助金を返すよりは、やったほうが

いいというラインがあるので、もう全然採算がとれていなくても、補助金はもらった

がゆえに、赤字であっても続けないといけないわけですよね。 

森課長：この事業で見ている部分というのは、それほど大きな全体の例えば経営費の全部、半

分を見ているとか、そういうことではなくて、厳密にはいわゆる苗の２分の１相当額

で、この単価についても、別に実際に投資したものの半分ということではなくて、全

国でいろいろ調査して、一番安い苗木の半分というのを定額でやっております。 

 それから、３年間のいわゆる未収益期間に対する支援も、その木を育て、育成管理

していくための例えば農薬だとか肥料なんかの投資、これも安いものの半分相当とい

う形で算定しておりますので、その農家で…… 

太田委員：具体的な対応じゃなくて、構造上、設備投資とか、何年も使うものに補助して、そ

の期間やらないと返せということは、 初の投資をする意思決定は、すごく、余り採

算がとれなくても、補助はもらっているからいいやということで、採算性をそんなに

考えないで、投資を割に見切り発車でさせがちで、背中を押してしまうわけです、ま

さに先ほどの話で。押してしまう上に、しまった、これは投資を間違ったといってや

めようというときに、やめると補助金を返さないといけないので、間違った判断しが

ちであると同時に、したときに、それを引き返しにくくしてしまうわけですよ。 

 非常に筋が悪いと申し上げたのはそういうことで、経費の補助であれば、すぐやめ

るということも可能なんですけども、間違ったと思ってもやめられないんです。そう

すると、過剰投資した上で、やめにくくするというわけなので、まさに供給過剰を推

し進めてしまって、将来のお茶の価格を下げてしまって、意欲あるお茶農家にとって、

値段が下がってしまって、ビジネスがうまくいかないということになりかねないとい

うことで、構造上、非常に問題のあるつくりになっているんじゃないかと思います。 

岡本補佐：そこは、たしか冒頭、伊永委員が言ったこの事業をやるに当たって、いわゆるター

ゲット、若い人からお年寄りまでいる中で、ではどういう人をターゲットにしている

かという話とつながると思うんですね。 

 この事業自体は、将来的にお茶を頑張る人以外には、やはりやっていただく必要は

ないとは思っています。ただ、そこの部分が、事業執行上、公募上、担保されていな

い部分というのは、冒頭お話しさせていただきました。 

 ただ、事業をやるに当たっては、事業実施者が、向こう３年間で、一応、産地計画
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というのをつくった上で、事業実施者が、具体的にやるべき人やらない人というもの

を考えてやっています。全てのお茶農家に対してこれをやっていただくということで

はなく、向こう少なくとも20年、30年、これから頑張っていく人に対してやっていた

だくという性格の事業です。 

後藤審議官：議論はまだ続いておりますけれども、評価結果がまとまってまいりましたので、

とりまとめ役の沖本委員からお願いいたします。 

沖本委員：「果樹・茶支援対策事業のうち茶対策」の評価結果については、「事業内容の改善」

３名、「事業全体の抜本的改善」３名という結果になりました。この公開プロセスの

結論としては、「事業内容の改善及び事業全体の抜本的改善」としたいと思います。 

 その中で、主なコメントを紹介しますと、「事業全体の抜本的改善」を選択した

委員３名からは、茶生産の構造的な改革につながる政策に変えるべき、基本的には、

民間の自助努力を促す融資等の施策に切りかえるべき、次は、人口減少等、経営の

持続困難性を踏まえ、25年度、事業終了後は廃止すべき、仮に継続するなら、マー

ケットの拡大策をセットで行わなければ効果がない。事業目的が不明、国が関与す

る意義がないのではないか。積極的な支援意識が見つからない限り、廃止とすべき

といったコメントがありました。 

 「事業内容の改善」を選択した委員３名からは、輸出品として重視されつつある

ものであり、今後も持続的に発展させていくことが望ましい分野、マーケットのア

プローチと一体で考えるべき、事業の継続性の確保は重要であり、その際、老齢農

家のやる気をそぐことのない工夫も必要、茶産業全体を見た政策の位置づけは踏ま

えて、改植後の持続性の検証が必要というコメントがありました。 

 この取りまとめ案について、何か意見がありましたらお願いします。 

二村委員：先ほど沖本先生もおっしゃったことなんですが、経営の効率化に、将来的につなげ

ていこうというような意識がおありかどうかというのを確認したいんですね。 

 恐らく現在の状況というのは、小規模農家が多くて、経営効率化といっても、う

まくできる範囲が限られている。その改植が必要だということはわかっているんだ

けれども、なかなかリスクの負担ができかねる。どうしようかと思っているところ

の多分、後押しだというふうな御説明だったと思うんですが、後押しした結果とし

て、例えばその小規模農家をおやめになる方がいらっしゃった場合、将来的に農地

をまとめていって、大規模化して、効率化して、高品質で、しかも安いものをつく
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っていこう、そして需要も伸ばしていこうというような意欲的な、そういうような

目的がおありかどうかというのを確認させてください。 

森課長：わかりました。この事業、先ほどから申し上げておりますとおり、当然、１回この投

資、投資といいますか、改植すれば、その農家は、毎年の経営費なり、当然、自己負

担分も含めて、20年、30年にわたって、その農地を使っていくということの覚悟のも

と、リスクを負いながら取り組んでいくというわけです。 

 そういった意味で、この20年、30年を見通していったときに、今、言われたよう

なやめていかれる農家の農地をいわゆる担い手に集積していくとか、そういったよ

うな集積されるような担い手の方々に、この事業をぜひ活用していただいて、今な

かなか苦しい経営を持続的に続けられるようにしていきたいというのがこの事業の

目的でして、地方自治体、例えば静岡県なんかでも、ある意味で、いわゆる茶経営

の法人化を進める中で、この事業をその一つのてことして活用していくというよう

なことで取り組んでおられますので、私どもとしても、そういう地方自治体とも連

携しつつ、事業の装置としても、そういう将来の担い手の育成につながるような形

で、続けさせていただけるのであれば、事業はやっていきたいというふうには思っ

ております。 

二村委員：すみません、そうなったときに、恐らく「効率化する」という言葉だけではなくて、

今後その事業公募を続けていかれるときには、何とか効率化の指標なるものを一本立

てていただかないと、やはりなかなか今、予算も厳しいところですから、効率化を目

指すという目標が明確に見えてきますと、恐らく国の戦略が見えてきて、この事業に

も少し理解が深まるのかなというような気がいたしました。 

 以上です。 

森課長：ありがとうございました。 

沖本委員：ただいま二村委員からコメントいただきましたが、このコメントを受けて、ご自分

が選択した評価を変更される方はいらっしゃるでしょうか。 

 いらっしゃらなければ、 終的な「果樹・茶支援対策事業のうち茶対策」の評価結

果は、「事業内容の改善及び事業全体の抜本的改善」とさせていただきます。本取り

まとめ結果を尊重の上、予算要求に向けた検討をしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

森課長：ありがとうございました。 
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後藤審議官：以上で、この事業につきまして、議論を終了いたします。ありがとうございまし

た。 

 

以上 


