
平成 21 年６月 22 日 

大 臣 官 房 政 策 課 

 

食料・農業・農村政策審議会企画部会 

第１回現地調査 意見交換会 議事概要（確定版） 

 

１．日 時：平成 21 年６月 11 日（木）13:35～16:15 

２．場 所：JA みやぎ登米第一会議室 

３．出席者：鈴木部会長、荒蒔委員、岡本委員、古口委員、玉沖委員、平田委員、深川

委員、藤岡委員、生産者 11 名 

４．概 要：生産者から意見陳述、自由に意見交換 

 

○鈴木部会長 

・それでは生産者の皆様から３分程度ずつお話をいただきたい。３人ごとに区切って

意見交換をしたい。 
 

○生産者 

・「食料自給率」という言葉に対して意見がある。我が国がどれだけ世界に食料を依存

しているかということを国民に情報発信をしていくべき。そのためには「依存率」と

いう表現が良いのではないか。 

・我が国のフードマイレージは世界の中でダントツに高い水準にあるということも積極

的に情報発信が必要。 

 

○生産者 

・食料・農業・農村基本計画の見直しは５年に一度行われることになっているが、見直

しのサイクルが短い。５年では水稲だと５作しかできない。10 年ぐらいにしていただ

ければ農家も方向性が見えてくる。 

 

○生産者 

・生産調整の在り方が議論されているが、ご覧のとおりこの地域には田んぼしかない。

誤った見直しが行われると地域社会が崩壊することになるので、その点を肝に銘じて

いただきたい。 

・今の米価の水準では、我が国の「自給力」がもぎ取られてしまう。 

・消費者がより安い水準を望むのは分かるが、通常 2,200 円／５㎏程度で販売されてい

るものが、特売日には 1,800 円／５㎏で販売されると、消費者は特売日を狙って購買

することになる。これでは生産者の所得が上がらない。 

 

○荒蒔委員 

・先ほど食料・農業・農村基本計画の見直しが５年ごとでは短いという意見があったが、



５年ごとにどうしても見直しが必要な施策がでてくるので、そういった点を少しずつ

見直していくということは必要だと考えるがいかがか。 

 

○生産者 

・そのような高度な問題はよく分からない。 

・私はきゅうりの専業農家だが、きゅうりの価格は大手スーパーが決めている。某量販

店の幹部と話をした際、安全・安心な食品を安く売りたいと言っていたが、安全・安

心なものを安く売れるはずがなく、結局、生産者がその分を負担させられることにな

る。消費者が過度に安いものを望んだ結果が中国の冷凍餃子のような事件を発生させ

ている。基本的なことを着実に行っていくことが大事。 

 

○平田委員 

・「依存率」という表現の方が良いという意見はごもっとも。 

・農業をやりがいのあるものにするため、国に何を望むのか御意見を伺いたい。 

 

○生産者 

・食と農業、生産者と消費者、都市と農村のそれぞれが乖離し、顔が見えなくなってき

ているので、いかに見やすいものにしていくのかが重要ではないか。 

・生産の情報源は新聞、テレビ、ラジオ、雑誌であるが、例えばＪＡがスポンサーとな

り、食と農業をテーマとしたバラエティー番組を週１本でも２本でも放映し、情報発

信をしてくことが大切なのではないかと考える。 

・観光農園への助成も必要。 

・また、教育の中で食と農業の取扱いが足りない。農協青年部で市内の小学校３年生に

バケツで稲を作ってもらう取組をしているが、その程度しか行われていない。小中学

校で食と農のつながりをきっちり教えていくべき。 

・学校給食における米飯を 100％にすることを国の政策として実施して欲しい。パン食を

させるのであれば米粉を使用してもらうようにすべき。 

 

○岡本委員 

・米価の話が出ていたが、生産者としてどの程度の水準で売りたいという希望はあるか。 

・ご飯と田んぼとの関係がつながらない子供が実際にいるようになったので、農業体験

は重要である。子ども農産漁村交流プロジェクトですべての小学５年生 120 万人に農

業体験をさせることとしているが、受け入れが可能なのか心配しており、受け入れが

可能かどうかお聞かせ願いたい。 

 

○生産者 

・米価の最低ラインは 16,000 円と考える。 

・食農体験が必要なことは同感であり、地域で役割を分担すれば受け入れは可能である。 

・子供に生きた情報をしっかりと伝えていくということが重要であるが、発信するアン



テナを持っていない。我々からの情報がゴミにされるというか、最初から聞く耳を持

たない方々もいるので、生きた情報の伝達は重要である。 

 

○鈴木部会長 

・小売り段階での安売りについての指摘があったが、この点はこれまでの政策では踏み

込めていない部分と認識している。飼料価格が高騰している中での牛乳の安売りが問

題になったが、生産コストが上がっても生産物の価格が上がらない状況で生産者が御

苦労されたと承知しているので、小売りサイドの市場支配力の問題にどう踏み込んで

いくか検討してまいりたい。 

・コメの生産調整の見直しがカギだという御意見があったが、もう少し具体的に聴かせ

て欲しい。 

 

○生産者 

・一つは生物多様性の問題。水田フル活用によって調整水田がなくなると生物多様性が

失われることに繋がらないか危惧している。 

・また、所得補償がしっかりなされる必要がある。生産調整はある程度強化していかな

いと価格が維持できない。コメの需要を拡大するための施策も必要と考える。 

 

○生産者 

・私は平成 17 年に 13 戸の農家で集落営農を立ち上げた。集落の 22ha の転作田をどうい

う形で活用するかということで立ち上げた。その時は、品目横断という形で小麦を作

付けしていたので、その中での立ち上げとなった。今は 22ha の転作田のうち４ha ほど

を野菜に転換して耕作している。内訳は小麦が 15ha、大麦が３ha となっている。野菜

４ha の中で、今、そら豆の収穫中である。野菜４ha 耕作するのに、一年間、雇用をし

ようということを目指して野菜づくりをして４年目になる。昨年は思うように価格が

伸びなかったため、米だけではなく野菜にも保護をしていただきたい。初年度にはト

ウモロコシが１箱 2,200 円したものが、２年目には 1,200 円という中で生産している。

国が、一生懸命集落営農をやればこうなる、ということで推し進めたわけだが、思う

ようにいかないのが現状だ。ただひとつ良いところは、自分達に技術が身についた。

今まで野菜づくりをしたことがない我々が、野菜づくりのプロを目指すまでになった。

１年目より、２年目、２年目より３年目というように、高いハードルに挑戦するとい

う意気込みが出てきた。 

・これからは、認定農業者だけでは食べていけない。４ha で生活していけるのか。おそ

らく、10ha でも無理だと思う。農地を集積すれば、するほど認定農業者は苦しい。な

ぜなら、設備投資をしなければならないから。そして、その土地をもらうのではなく、

借りる。一生、自分にものにならない。先ほども出たが、米１俵が２万円にでもなれ

ば暮らせるのだが、今の１万２～３千円では経営的には厳しい。その中から地権者へ

の小作料や改良区費などを払わなければならない。規模拡大したことによって、設備

投資は増えるし、手取りはますます少なくなる。もう少し大きな農水省のバックアッ



プを願う。生産調整だが、我々はきっちり守っている。ただ、守らない者の罰則が何

もない。その辺もきっちりやってもらいたい。  

 

○生産者 

・私は米づくりが主の農家である。４年前まで会社勤めをしていたが、家庭の事情もあ

ったが、初めて本気になって野菜づくりを始めた。初めて取り組む作物に当たって、

初期投資がかかる。この間の支援があればと思う。設備投資だけではなく、１年目で

いいものを作るのはなかなか難しいものがあるが、その底入れという形の施策があれ

ばと思っている。私の住んでいるところは、先代が水害と戦いながら、農地をまもっ

てきたところである。 

・生産性がどうこうではなく、米を作ることによって先祖伝来守られてきた農地を守る、

そういう文化に近いものがある。そういう中で、昔の食管法のように米の価格を決め

るわけにはいかないが、米を作るに当たって、再生産が可能な施策なりを考えていた

だきたい。 

 

○生産者 

・私は水稲 13ha、牛 96 頭、水稲のうち 12 年前からエサ米２ha を耕作している。頭の中

にあるのは、いかに継続的に農業を続けられるシステムができるか。それは、後継者

の問題であると。後継者をいかに育てていくのか、これから食料を国民に与え続けて

いく上で大切なことと考える。 

・いただいた資料の中には、納得できる内容がたくさんあるが、これをどのように、国

民に伝えていくのか、輸入依存型の食料に消費者は染まっているので、なかなか我々

の意見が浸透しない。お願いしたいのは、国民にコマーシャル、メッセージなどで施

策を浸透させていただきたい。生産者側、消費者側、政治の面からもお願いしたい。 

・食の安心・安全の面では、狂牛病が出た時はひどい目に遭った。しかし、それがトレ

ーサビリティーに発展し、最近のポジティブリストなど、世界に名だたる安心・安全

を勝ち取ったのである。しかし、牛に関して、30 か月齢の検査撤廃という話が出てい

るが、金で買えない安心・安全を世界に発信した唯一の国だと自負していたが、金を

出してもいいから、今までの検査体制を維持して安心・安全を消費者に訴えていきた

い。牛だけではなく、穀物、野菜などすべてに影響してくると思う。 

・再生産が可能かどうかであるが、米の価格はいくらが妥当なのか、私も手取り２万円

を目指し、10 年ほど農薬を使わない環境保全米を作っている。環境保全米を作付けし

て良いことは、転作カウントの２割がもらえる。それを活用しながら、土地を 100％有

効利用している。始まった当初は高値で販売できたが、だんだん価格は下がってきて

いる。しかし、水稲部会の努力もあって、再生産可能な価格帯は維持されている。生

産現場の努力は相当なものだが、安心・安全な米を作る上では納得済みである。牛に

関しても、飼料価格が安定してきた矢先に、また投機が始まり、燃料が上がってきて

いる。そして、バイオ燃料の方に穀物が流れ、中国、インドなどでは、国が直接仕入

れている。そういう中で、輸出国も採算ベースを考えるため、我々にしわ寄せがきて



いる。食料を考える上で、いかに海外に依存しているか。口に入れるものを含めて非

常に危険な状況にある。衣食住の中の最も重要な「食」がいかに大切かを、国民に広

く周知し、我々と一緒に食料を生産しているのだという気構えを持っていただきたい。 

 

○藤岡委員 

・私も農業者の代表なので、皆さんの話は切実に分かる。６人の話で共通している部分

は再生産できる価格で販売されているのか否かである。流通の段階が不透明であり、

納得できないという話もあったが、私が住んでいる秋田でも生産者に渡るのは１万

2,300 円である。市場小売価格の白米の価格は約２万 4,000 円である。生産者手取り価

格と一般の白米の小売価格との差があまりにも大きい。ほとんどが、農協、全農、卸、

中卸、小売といくわけだが、今の米の取引の現状をみると、ほとんど卸が牛耳ってい

る。農協といえども自分達で値段を設定できない状況である。卸が価格の決定権を持

つのではなく、農協の発言力を強め、流通を変えていかないと価格の上昇は難しいの

では。野菜にしても、市場に野菜を出して、市場で価格を付ける。今まではそれが最

も平等だと言われてきたが、買い手にとっては良いことかもしれないが、売り手にと

って、市場で値段を決めることに、皆さん納得できますか。 

 

○生産者 

・私はきゅうりを全部市場に出している。きゅうりを作って 35、6 年になるが、過去に

は市場で物が無かったら、すぐ値段が上がった。今は 1週間とか 10 日の値決めで価格

が決定されている。今は八百屋の元気がないため、この地域の生産者の分すべてを買

えるバイヤーが何人もいる。今は市場ではセリは行われていない。すべて値決めであ

る。値決め先の元に大手スーパーがあり、取れようが取れまいが関係なく、値決めを

している。それが現状だ。市場法が改正されても、市場手数料 8.5％など何も変わらな

い。ただ、生産者の手取りだけが減っている。 

 

○藤岡委員 

・前の審議会の資料でも示されたとおり、15 年の間に農家の所得は半減している。莫大

な国の予算を使ってきたにもかかわらず、こういう状態になったことはただならぬこ

とだと思っている。生産者の努力も大事だが、今の農産物の流通のしくみを、生産者

も農協も本腰を入れて考えないといけない。まさに、生産者の一人負けになっている。

皆さんも、これから現場で行政などとも相談しながら、流通のしくみについて良い提

案があれば教えてほしい。 

 

○生産者 

・その通りと思う。農業者と消費者の二人負けだと思う。私はイチゴを作って販売して

いるが、規格の種類が多すぎる。消費者として、食べる側として、そういう規格が必

要と思うか。イチゴで 20 もの規格があるが、私達は独自に大、中、小、それに贈答品

用としてキング、クイーン、スーパーデラックスなど６規格にして独自に販売戦略を



立てて、市場に頼らず、「いたがき」という販売先と取引している。輸入野菜などは、

さまざまな流通経路を経ないで、直接企業の方にいっているので、その点は我々とし

ても改革が必要であるが、国としての流通改革も必要と考えている。 

 

○生産者 

・卸が儲けているという話があったが、実は我々が卸と一体となって、ユーザーに届け

るという交渉の場を持っている。卸もイオン、ヨーカド－、生協などがあるが、生協

は一括仕入れになっている。全国的に一括で仕入れて他社に対抗しようとする経営意

識をみると、決して卸だけが儲けているようには思えない。全国の産地から米がスー

パーの棚に乗るわけだが、その中で、値段を高く付ければ、翌年の取扱量が減ってし

まう。安売り合戦などを仕掛け、その棚をキープするために各産地が激戦を繰り広げ

ている。棚に乗せる卸側も競争で値段を下げて乗せるという、その流通のシステムに

誤りがあるのではと感じている。 

 

○深川委員 

・規格は普通の消費者にとっては、大、中、小の三つあれば十分では。クオリティーも

大体分かればいいのであって、20 もの規格はどう考えても多い気がする。御指摘のと

おり、これから魅力ある農業後継者をどう育てていくかを考えないと、今やっている

ことが実現ができなくなる。持続可能でなくなってしまうので、結構深刻な問題であ

ると思う。例えば、生産者、消費者ともに相当不満を持っている流通システムに、ど

ういう人材がいれば良くなるのか。あるいは生産者側にそういった人がいった方が良

いのか。流通業は反対で改革を進めるべきなのか。その辺の御意見を伺いたい。安全・

安心という面では、安全保障会社によると、お届けできるのは安全であって、安心は

保障のかぎりではないと。この二つは農業において、区別して考えるべき。安全は農

薬やトレーサビリティーなど、かなりの程度改善できるが、安心まではそれぞれの価

値観が違うためどこまでやれるのかと思っている。そういう人材確保が農業の側でど

こまでできるのかを含めて農業の人材の話について伺いたい。 

 

○生産者 

・今後、農業は大規模化を進めざるを得なくなると思う。そうすると、今の半分の人数

でやれるようになるだろうと思う。そうなると、後継者は何人必要なのかと。今の 20

才台の者に継がせるのが後継者だろうと思う。また、魅力ある農業といわれるが、そ

の魅力とは何か。自分なりの魅力とは食えるか食えないかだと思う。逆に、委員の方

は後継者にどのようなイメージを持っているのか聞きたい。 

 

○平田委員 

・今、言われたように生産原価というものがあるが、少なくても生産原価プラス利益だ

が、生産原価を下回る価格で販売されてはならない。こういった歯止めは必要である。

皆さんが１年かけて作られた米が、利益よりも販売するまでのコストが多いなど考え



られない。もう一点は、設備投資で、今、鉄の値が上がっており、ハウスなどを建て

るにしても非常に高くなっている。それを再生産可能な所得が無い中で、返していく

というのは、今の現状では難しいのではないか。そういう面での国からの助成が無い

と、農業がこれ以上発展するのは難しいという気がする。  

 

○生産者 

・登米市で、日本で一番多い兼業農家の妻で、花を作っている。 

・トルコギキョウ、スターチス、ストックという 3品目を回転させて栽培している。 

・花も以前のように、作れば売れるという時代ではなく、いろいろ部会とも相談しなが

ら市場に出向いて、小売店さんの意見も聞きながら良い花を作って届けている。 

・その中でも一つ疑問に思っている点がある。農薬のことだが、スターチスという品目

がハイカビという湿気にとても弱い品目で、農薬で防ごうとするが、その農薬の水分

にも弱く、その水分でまた病気がひどくなって、また農薬をかけ増すようなこともた

びたびあるが、そのなかで、野菜で登録のあるクエン剤という水分の少ない農薬があ

るのだが、それはなぜか野菜には使えるが花には使えないことになっている。メーカ

ーのデータが無いなど理由があると思うが、食べ物にも使えるので、花は普通に使用

できるようにしていただきたい。 

・先ほど伊藤さんがおっしゃった子どもたちの農業体験のことだが、去年から登米市の

「カキョク会」で花育ということで市内の小学校で花育の活動を行っている。 

・今年は登米市内の３校で、花に親しみながら思いやりのある子どもになってもらおう

という想いからフラワーアレンジメント教室を始めようと計画している。 

・計画の上で大変なこともあるが、花は見るだけでも心を安らげるということもあるの

で、小さいうちから親しんでもらえればいいといつも部会で話をしている。 

 

○生産者 

・私は集落営農組織の代表ということで参加させていただいている。登米市は昭和５０

年代後半に圃場整備がされた地域で、特に泥濘地帯なので湿田が多い、その中で国が

進めてきた減反政策に、地元としては非常に苦労しながら取り組んできたのが現状。

そういった中で、昨年飼料用米という作物が出てきて、従来から農家の保有している

機械そのものを利用でき、再投資しなくても生産できる品目ということで、昨年から

飼料用米作りを始めた。 

・昨年初めて作付けし、手探り状態の作付けなのであまり収量も上がらなかったのが現

実であるが、それらも踏まえながら今年から２年目ということで、もう少し収量を上

げられればと思っている。そのような中、やはり価格が非常に安く設定されているこ

とから、生産意欲がなかなか湧いてこないというのも現状。私たちが作った米を鶏、

豚、牛などに供与し、循環型で最終的に人の口に入るということを考えていただきた

い。価格に対する反映の在り方を切に要望したい。 

 

 



○生産者 

・先ほど不耕起直播の圃場を見学していただいた。私は登米市認定農業者協議会の代表

ということで、今現在 976 名ほどいる。その中で経営そのものは認定農業者でありな

がら営農組織にも加入して先ほどの業務もやっている。 

・経営的には水稲、転作、和牛繁殖。和牛繁殖は御存じのとおり景気が悪く、肉牛が売

れなくてその子牛も当然売れないので、子牛の方も安いということで完全に暴落しき

っている。今まで農業経営やってきてこういう危機的状況になったのははじめて。お

そらくそれはみんな感じていると思われる。特に登米市の認定農業者協議会で登米市

の食材祭りを開催している。これは５回程やっていて、イベントとしてやっているが、

消費者に対してどういう形でＰＲしたらよいかということで始まった。登米市になっ

て２回ほどだが、その前は旧迫町時代に３回ほどやっている。消費者の方が市内外あ

わせて 200 名ほどきており、おととしの記念講演で呼んだ講演の人にお話ししてもら

ったが、登米市の米価の価格からすると、今いろんな形でパートとかにすると最低限

640 円ほどとなっているが、おととしの米価の価格にすると 1万ちょっとということか

ら、パートの時給で計算しても 230 円ほどにしかならない。そういう我々の生産状態

である。当然再生産できる価格ではない。そういう形で食材祭りのとき、消費者の皆

さんにそういう情報を発信ということで話をした。ところが消費者のみなさんはそう

いう状況がわからない。そういう状況なら消費者が出さなきゃいけないという声が多

かった。先ほどからいろんな形で話しているが国民に対していったいどの程度、農林

水産省も含めて国、政治も含めて本当に浸透された情報発信をしているのか。我々を

含めて日本農業は危機的状況。先ほど話した通り、今までにないそれこそ我々ではど

うしようもない、いくらコストを下げても生産量も得ない、利益も得ない状況でどう

にもならない状態。それがこれから本当に後継者も含めてどういう形で救っていただ

くのか、これが大事。むしろ私のほうから自給率 40％、それを 45％に上げるらしいが、

本当に可能なのか。我々はそう感じる。いまでさえ 40％、おそらくこれ以上上がらな

いという様な状況がくる。私が思うのは、やはり今の我々の農業経営が安心して経営

できる価格設定、そして頑張ればもっと所得ができる価格設定、そしてどういう形で

も普通にやっていても採算がとれる価格設定が必要。そしていろんな形で国民から支

援してもらう形は食料安全保障的に国民にも認められる話であるから、国民に振って

いろんな形でそういう形を作っていく。そして我々の生産量が、第一次産業が 70 万～

80 万する。ところがある企業のパナソニックなんかは 12 兆もする規模の中で、我々す

べての農業生産者が含めても７兆円、８兆円程度ですから、いかに第一次産業がそれ

に押されていると。その辺を踏まえてもう一度日本農業そのものを考える中で現状を

踏まえてもっと食料保障ということを真剣に考えていただきたい。 

 

○生産者 

・女性部の部長として皆様の御協力いただきながら頑張っている。 

・個人的な問題としては、減反。その減反で野菜を作って、市場出荷しているが、肥料、

農薬、資材をはじめ農機具、運賃、手数料が高騰しているが、反対に販売金額はとて



も安価。今年の冬にカブを出荷したが箱代にもならないような、そんな状態があった。

先ほど藤岡委員から話があったが市場価格の設定については本当に疑問に思っている

し、減反に対しての補助金も野菜は安い。真面目にコツコツ努力をしている人たちが

認めてもらえない、そんな憤りを感じる。また収入が少ないので作るのがばからしい

という気持ちも半分ある。これでは作る人がいなくなって自給率の向上どころか自給

率が逆に向上につながらなくなる心配もある。米の減反に対しても、作る自由、売る

自由で減反に協力しない人もいる。集落のそういう人間関係というか、あの人は作っ

て業者に直接販売して検査なしに一等米で売っている人もいて、集落の人間関係もぎ

くしゃくしているのが現状。教育の遅れが伊藤委員さんから提案されたが、私も同じ

事を感じている。農業というのは農業の持つ多面的機能というのは地域、国として、

そして地球規模からも大変重要であって、どうしても次世代につなげていかなければ

ならない。その中の一つでもある。現在教科書から農業という文言が消えてから 30 年

以上たつと聞いている。農業高校が普通高校になったり、農業短大が４年制の大学に

吸収されたり、そんな中で４年制の大学にしても、研究とか公務員の養成が主体とな

っているように感じる。やはり担い手として、全部が全部公務員の要請というわけで

はなく、立派に後継者としてがんばっている方もいるが、やはり私たち底辺からみる

と公務員的な感じを強く受ける。もう少し農業に対する理解があってもいいのではな

いか。そこで食農教育についても実施しているが、国の責任において多面的機能とか、

食や農の大切さを伝えていくことを、教科書で、学校でがっちりと教えたらいいので

はないかと考えている。このようなことについてどうなのか、逆にこちらからお聞か

せいただきたい。 

・やはり農業に誇りを持てるような、農業で生活して後継者もできる、そのような安定

した農業収入がほしいのが一番。それが一番の解決策であるし、自給率の向上にもつ

ながると思われる。 

・「老い一人残し故郷といえますか」これは私の大先輩の川柳。近隣の方々から見ると

農業では食べていけないので、せめて自分の子供達はということで、食べるものも食

べない、着るものも着ない、見るものもみないで一生懸命がんばって借金もして、子

どもを学校に出して、それが皆都会に行って地元に帰って来ても仕事がないというこ

とで都会にでてしまうと老いた両親だけが残ると、そういったことで大変な生活とい

うこと。 

・私たちの集落でも限界集落という言葉が聞こえるようになった。精一杯正直に生きて

いて、農業に夢と希望を持てるような、正直者がバカを見ないような政策を是非お願

いしたい。 

 

○生産者 

・青年部代表として参加させていただいた。 

・私の家でも水稲プラス肥育牛という経営をしている。今では水稲だけで 10 町歩以上の

経営をしていないと食べていけないという。私の家でも、約 20 年前一俵あたり二万円

のときに、このまま水田を集積し続けたら経営が成り立っていけると思い集積した。



しかし今は農産物の価格低迷の中、生産コストだけが高くなっている状態なので、農

業所得も減っている。やはり皆様が言っている通り１俵あたり二万円という価格で売

れたらと思っている。また、先ほど伊藤さんからお話をいただいたが、青年部活動を

通じて食農教育の一環としてバケツ稲作りを通じて、初めて土に触れ稲の苗に触れる

子供たちに、将来農業に携わっていきたいなと思われるように普及していただけたら

思っている。 

 

○玉沖委員 

・先ほどから話題になっている、みなさんが作られたものの値段が流通価格に左右され

ているという話だが、私も１年の半分強は農村か漁村で仕事をしており、日本全国の

農家の方や漁師さんが同じ事を悩んでおられる。 

・ある県庁で実際に始めた事業として、それぞれの生産者が自分で販路を開拓しに行っ

たり、商品のパッケージを見直したり、チラシのようなものを作ったり、自分で飲食

店に取引をお願いしに行ったり、といったことへの支援をする事業をやっている。代

わりに売ってきてあげるのではなく、自分で売りにいけるようになるには何が足りな

いのか、どうすればいいのか、多少、販路は県と私たちの方で見つけてきて紹介や支

援はしているが、そういう支援のしかたについてはどう思われますか。 

・築地の値段の決められ方も、イオンさんなど大手の流通米も、１年後もこの値段の決

められ方は変わらないかもしれない。それじゃあ自分たちで何か開拓するものを作っ

ていこうという発想で始まった事業。いろんな専門家の人にアドバイスを得ていく、

そういった費用を県庁が負担し、参加する方たちは生徒さんのような形で参加し、多

少材料費を支払っていただくが、そんなに莫大な金額ではない。こういった支援を官

公庁が行う、もしくはみなさんがしてもらうということはあまり発想としてはないの

でしょうか。 

 

○生産者 

・それは小ロットなら可能だと思う。地域全体の底上げをする一つの手法論としてはい

いと思うが、それで全体が潤うには非常に時間がかかる。また、今はＰＬ法という法

律があり、非常に商品管理に関しては消費者のクレームも多いことから、そういう対

策をしっかりしないと、一度信用を失うと怖い部分があるので、リスクもかなりある

のではないかと感じる。確かに必要なことだとは思うが。 

 

○古口委員 

・私は栃木県の中山間地の町長をしている。皆さんのお話を聞いていて私自身が責めら

れているようで、政治と行政がもっとしっかりしないとダメなのではないかと感じた。 

・先ほど公務員並みのという話があったが、農業をやって公務員並みの所得と老後の安

定的な生活が得られれば、随分（農業を）やる人だっていると思う。そういうところ

をちゃんとしないところがダメなのであって、みなさんの話を聞いていると私が町民

にお前何やっているのだと言われているようで、つくづくこれは政治と行政の問題な



のではないかと思った。政治と行政も頑張らなければダメだし、今の政治家を見てい

ると農業なんかやっている政治家はいない。もっと現場に入って、何が問題なのかと

いうことを取り上げた政治をやっていかないとダメだと思う。 

・もう一つ、コマーシャリズムの話が随分出ているが、もっとメディア戦略を使って、

農業にはこれだけお金がかかるのですよというようなこともやらなければいけないだ

ろうし、農業の魅力って何なのかと言われた時にもっとわかるようなことをやってい

かないとダメなのかもしれない。 

・みなさんの話を聞いていて、行政をあずかるものとして胸が詰まる思いがした。しか

し、文句ばかり言っても仕方がないので、何か一つでも次の国の政策に入れられるも

のがあるとすれば、みなさんと一緒に考えていきたい。帰りの新幹線の時間が決まっ

ているようだが、私は今日中に帰れればそんなものはどうでもいいと思っている。た

ぶん全部の委員がそう思っていると思う。ですからどんどん（意見を）言って下さい。 

 

○生産者 

・今、国や市が悪いというか、意識していないというような話があったが、一番ダメな

のは農家。後継者を作れないような、口を開けて補助金を待っているような状況の農

業ではダメだと思う。 

・私の家には後継者がいるが、それは小さいうちから洗脳教育をしてきたから。ある程

度自分の意思を持ってから農家に残れと言っても残らない。残れという言い方をする

のではなく、自ら残りたいと言わせる教育をすればよいと思う。しかしそのためには、

自分の仕事に誇りを持てるような内容をやっていかないとそうはならない。 

・また、そういう体系を作っていて、例えば規模を拡大しようとするときに、実際、資

金を全部出しては農業経営ができないことから、市や国の補助的なものが必要。そう

いうものがないと、いくらこれからやろうと思っても、やれないのが現実である。そ

して、意欲のない人にも補助金を出していくのは絶対に間違いだと思う。 

 

○平田委員 

・専業農家の方も何名かいらっしゃるが、ほとんどが野菜や稲との複合経営。それは複

合の方がいいと思っているからなのか。それとも複合をやらないとうまく利益が上が

っていかないのか。 

 

○生産者 

・私は複合も大切だと思うが、１つの作目なり種類で十分食えると思う。食えない人は

そういう努力をしない人だと思う。現実問題、いろんなものに手を出して、朝早くか

ら夜遅くまで働くなど、みんなより努力をしない限りは農業はやっていけない。我々

の規模では、みんなより余計働かないと収入に結び付かないと思う。農業は好きでな

ければできない。そういう苦労に徹する感覚が農家自身にあってもいいのではないか。

補助金をあてにして口を開けて待っているような人はこれからますます廃れていくと

思うし、もう生きられない世界になっているのに気付かないだけだと思っている。 



○鈴木部会長 

・帰りの新幹線に乗り遅れても１時間ぐらい延長したいと思う。 

 

○荒蒔委員 

・実際に農業で生活しているいろんな人の声を聞くと、大変だというのが非常に伝わっ

てくるが、今は他の産業もみんな大変である。そういうことを考えると、食料確保と

いうものに対して国がどういう形である程度長期的に政策を用い、資源を統括するか

ということをこの審議会の中からもそろそろはっきり出してもいい時期なのではない

か。毎回そういう議論はされているが、結局、他の産業も大変だよねという話と、エ

ネルギーは 90 何パーセントよそから来ており、食べ物だってエネルギーがなければ確

保できないのではないかということも極論とすればある。やはり安全保障という視点

から食料というものを国としてどう捉え、どこまでを最低限やっていくのか。そのた

めに何をやるのかというところを審議会の中から一つの意見として発信すべきではな

いかと感じている。 

・食料やエネルギーの政策というのは日本という国が存続していくために絶対に必要な

基幹要素だと考えたときに、どこまで国の政策としてやらなければいけないという提

案ができるかどうかというのが、非常に大きな問題だが必要だと思う。 

 

○藤岡委員 

・おそらく農業ほど日本の政治の中でも様々な問題を抱えていて、長年やってきたが、

なかなか解決策がみえない。特に農業問題＝米問題のようになっているが、私もこの

審議会の中でも何回か言ってきたが、産業としての農業と農村を維持していくという

農村施策とを一緒にすると、いつまで経っても結論が出ないのではないか。将来自立

して農業をやっていくという法人・個人にはきちんとある一定の所得補償をして育て

ていく。そのかわり家族農業や兼業農家など、どうしてもこの人数がいないと集落の

維持管理ができないというところには別建ての、農業政策ではない国土保全・環境保

全のような観点から農村政策を打たないといつまで経っても選別はできない。思い切

って産業と農村政策とを分けるべきと私は個人的に考えているが皆さんはどう思う

か。 

 

○生産者 

・農業をやる後継者をこれから作ろうとする過程で、きちんと選別した中で作るために

は、それは必要だと思う。やはり専門にその職業という形で（後継者を）作っていく

必要があり、そして小規模、いわゆる兼業農家の方は集落を守るという二本立てが必

要。先ほどの話にもあったようにこの辺も限界集落という形になってきている。地域

を守るという形の政策ということも必要だと思う。 

 

○生産者 

・私も藤岡委員の意見に賛成。この資料の中で、農村の中に年金という金を入れた中で、



農業を維持しているところが出てきたというのを見たときに唖然とした。私たちは常

に自分たちの農業生産の中で生活をたてていくということを頭の中に入れ実行してい

るが、年金も含めた中で生活を維持していかなければならないという部門も確かにあ

る。それを考えた時に、やはりこれからは専業でしている人たちと区別していかなけ

ればいけない。併せて、農村の融和とか、農村社会を作る上での大きな問題が発生す

ると思うが、その時にどうそれを対処するかというものの方に労力を使っていかなけ

ればいけない。今の状況下では各集落の中に個人で販売等をしている人も確かにいる。

減反に反対している人もいる。そういう人たちは確かにきちんと物を売って生活して

いる。しかしながら地域社会の中ではどうしても黄色い目で見られる。それが現実で

あり、そういう大きなギャップがある。それもこれからきちんと私たちは整理してい

かなければならない時期に差し掛かっているのではないかと思う。 

 

○生産者 

・非常に難しい問題だと思う。線を引くということ自体が大変な作業になるのではない

か。農業だけでなくそこに住む方々がいろんな産業に就いており、地域後継者である。

職業は異にしても、よほどの理由がなければこの地域からは去っていかない。地域社

会全体が農業を支えており、一人ひとりが支えあって初めて集落・農村が成り立って

いるというのが現実。だからお互いに地域の環境を守るときは非農家も含めて道路掃

除をしたり様々な活動をしている中で、企業的発想で飛び出していくと、どうしても

みんなと違うことをやっていたりする。その人がきちんと自分の地域でやるべきこと

をやっていれば問題はないが、なかなかそうはいかない。彼らも例えば組織から離脱

して自分で起業し、様々なマーケティングをし、その努力というのはたぶん半端な努

力ではない。生産から販売までやっていくということが非常に厳しいがゆえに、どう

しても集落から離れてしまうというのがケースとしてよくある。それをしっかりと支

援していくということは大変な作業だと思う。しかしそれをしなければ、やる気のあ

る人間を時として芽を潰すことにもなるので、線引きは必要だと思うが、慎重にやっ

てほしいと思う。 

 

○古口委員 

・生産調整をもし堅持するとすれば、不公平感があるということでいろんな問題がある

が、罰則を設けるとかいろんなことはあると思うが、今のままではみなさん納得しな

いと思う。例えば具体的に生産調整を堅持して、さらにこうした方がいいのではない

か、あるいはこうすべきではないかと思うことがあればお聞かせ願いたい。 
 

○鈴木部会長 

・今の話に関連して、米の価格が下がり過ぎているということにどう対応するかという

ことがあったが、今は「ナラシ」の対策で収入を後で補てんする形で支えようとして

おり、これは生産調整とセットになっているが、これをどう評価しているのか。ある

いは仮に生産調整を強化して、価格をなんとかもう一回引き上げるということが必要



だと思うのか、価格がある程度下がっても、「ナラシ」のような所得補てんの部分を

充実すべきなのか、そのあたりのやり方も含めて生産調整に絡めて発言して頂けたら

と思う。 

 

（休憩） 

 

○鈴木部会長 

・先ほど古口委員の方から質問のあった点を中心に意見を頂きたい。 
 

○生産者 

・生産調整について、我々は作るのが仕事である。食料を供給する、それが仕事である

ので、とにかくそれを供給するような再生産があうように、政府、農水省がシミュレ

ーションしてもらえれば、それにこしたことはないのではないか。なぜそういうふう

にいうかというと、実際我々はコンプレックスを持っている訳ではないが、高校しか

出てないので、東大出た方々がこういうふうな言葉を並べた、数字を並べた、私はピ

ンとこない。ただ我々は食料を供給するのが一つの使命というような形の中で進んで

いるので、生産調整がこうなったらいいのではないかということはあまり私自信の頭

の中に置かないで、とにかく農家が再生産できる、なにも貯金するくらいもらわなく

てもいいので、再生産できるだけの所得補償があれば私はそれでいいのかなと単純に

そう思う。だから生産調整は国の方で、どこでもいいから、農家自体がとにかく真面

目に農家やっているので、安全という表現が、消費者の方々が安全、安心と言うけれ

ども、農家だってさっき言ったトレーサビリティーを守ってやっている。ただ途中で

おかしい方向に行くような形になっているが、とにかくそういう形の中で真面目に生

産者は食料を供給しているので、私自身この生産調整は口を挟みたくない。ただ一言

だけ言うと、米を生産して農協にだけ売っている我々であるが、生産して消費者に直

接売る方々、そういう人たちは絶対転作しない。カードがあるから。そして農協に売

るより価格が高い。そこのシステムだけを考えてもらえればいい。あまり多くは言わ

ないが、再生産が合う価格、補償であれば、私は、生産調整はどのような形でやって

もらってもかまわないと思う。 

 

○生産者 

・生産調整に対しては堅持してほしいと個人的にはある。その反面、自分も農家だし、

米を作りたいというのはある。やはり各個人の考え方なりでやむを得ないだろう。た

だ不公平感はある。一方で作る自由もあって、罰則規定もなかなかとれないというの

が現実だと思う。その辺がうまくなればいい。収益減少緩和対策の話で、過去 5 年間

の米価の中で高いのと安いの、３年間の平均で補填する形では、段々と階段式に下が

っていけば、間違いなく下がる。再生産ベースとして、1万 5千円であれば 1万 5千円

ベースを守るのだというような収入減に対しての政策を盛り込んでほしい。 

 



○生産者 

・私も基本的には現状維持。というのは長いこと減反政策をやってきて、ある程度、麦・

豆・大豆体系、野菜体系で転作での有効利用をしている。例えば今年だが、若干の転

作緩和があった。そうするとまたその地域のシステムが崩れていく。ほんの少しの面

積緩和になっただけで、また田んぼを作るなど、今まで大きなスーパー団地など団地

形成をしていたものが崩れていく。むしろ足腰の強い農業をしていくためには大豆・

麦などの生産の中にきちんと再生産できるシステムを組み入れてもらった方が、併せ

て食料の増産体系、そして将来的な、世界的な食料危機問題もあるし、そういうとこ

ろを踏まえた上では、生産基盤をきちんと守って生産した方がいいと思う。現状維持

の方がいい。 

 

○生産者 

・生産調整については当然 5 年前に米価は市場原理で価格がどんどん下がってきた状況

で生産調整が増えてきているという状況だ。我々も農業に米生産も含めて、本当に使

命感を持って生産しているつもりだ。これからもそういう使命感を持ってやりたいと

思うが、生産調整そのものというのは、今の米価そのものを再生産できる価格設定は

絶対崩れない方法でやらないと、次にまた生産できる価格でないと崩れる。当然それ

に見合う生産調整以外の水田フル活用の米粉・餌米、特にこの地域は畜産・園芸もや

っており、畜産から出た堆肥を田んぼに還元できるというサイクルができているので、

私が思うに全国レベルで同じペースで減反の率を持って行くこと自体が大きな間違

い。例えば九州と北海道では米作りもそうだが、どんどん暖かくなり、米の食味も落

ちてきている。量も落ちてきている。新しい品種を作ってやろうとする力もあるが、

やはり地域の特性の生産調整の仕方をきちんとやっておかないと、最終的にはきちん

とした生産量ができないという状況となる。全国同じようなやり方、方法、作り方を

するのではなくて、地域の特性を含めたそういう目安の仕方をやるべきだと思う。そ

れによって再生産できる所得確保というのができてくるので、一番大事なことだと思

う。 

 

○生産者 

・一つはＷＴＯの問題、ミニマム・アクセス米の問題がある。長期的に見ると世界の食

料が逼迫していくというのは皆さんが危機感を持っている通りだと思う。生産調整に

ついて、特に米粉については主食を米粉にするべきだと思う。政府が買い上げて、そ

れを備蓄して確保し、なおかつこれを何年か経過した後に米粉にしていくと。そのこ

とによって初めて食料逼迫の中で対応できる日本の備蓄のあり方も考えられるのでは

ないかと。ただそのことが国民合意形成の中では許されないという視点があるのかも

しれないが、今はそういう時代ではなくて世界の食料が逼迫する中で日本がきちんと

備蓄すべきところがあるのではないかという中で、生産調整も必要だろうと思う。も

ちろん米が命をつなぐという部分は必要だ。田んぼも様々なことから維持しておかな

いと、いつ何時食料が消えてなくなる可能性もあるので、ただ地域性があると思う。



ここは海抜 10ｍに満たない地域で、畑に添加できる場所ではないので、そういうとこ

ろには米をきちんと作らせて、それが餌米だったり、そういったことにしていけばい

いと思う。少なくとも需要と供給のバランスなので、できるだけ需要を高める努力を

しながら、生産調整をきちんとしていくことが価格維持に繋がると思う。 

 

○生産者 

・生産調整の問題、減反政策の問題、撤廃というような話はあるが、米余りの問題、や

はり価格の問題が大きなネックになるかと思う。農水省が分析したデータ的に見ると

まだまだ私的に見れば甘いと思う。ここ喫緊の米消費を考えた中でのデータ山積とし

か見えない。これから日本の国は団塊の世代の人たちが20年くらいたって亡くなって、

人口が減少していく。そういった中で子供も少子化時代を迎えるとなったときに、今

のこの分析した消費動向ですむのかと、私はもっと落ち込むと思う。現に 30％くらい

の生産調整をやっているが、日本国の 30％の面積をやると十分日本の国民を賄える食

料ができる。それぐらいの厳しさを持った中でしっかりと対応していくことが基本的

な問題。こういった政策提言ではちょっと問題がある。その反面、世界的に見れば人

口は 68 億人、ここ 100 年で 4 倍に増加している。2050 年まで 90 億突破している。そ

の中で日本は１億 3000 千万人近くだが、栄養失調、栄養不足で悩んでいる人が資料か

ら見ると 8 億人を超え、９億６千万人ぐらいになっている。こういうことを考えると

我々の国土でありながら、もっと世界の人たちに対しても食料援助なり、そういった

ところも国として、政策としてやっていくことが生産調整も踏まえた中でしていかな

くてはならない。 

 

○鈴木部会長 

・今二人の方から世界への食料の援助・支援を絡めて、米の備蓄というものをどういう

ふうに位置づけるかという指摘があった。確かに世界的にも米の備蓄量はフィンラン

ドの主食で一年分、スイスで半年分ということからすると、日本の場合は少ない。そ

ういう中で余ったときにだけ買って、価格を上げようとするとして問題となったが、

そういうことではなくて日本の世界貢献、国家戦略として日本の米をどう位置づけて、

備蓄ルールをどう決めて運用していくのかと、飢餓人口に対してどういうふうに日本

の潜在力がある米を使っていくかという大義名分の下に、水田フル活用の中で米粉と

か飼料米とともに、備蓄をもう一つの位置づけとしてやっていけないかという大きな

視点に立って検討すべき点だと思う。 
・先ほど担い手に対する産業政策と地域政策というか多面的機能を勘案した農村政策を

分ける必要があるという話があったが、これは 2 年前の農政改革の時に品目横断的経

営安定対策、これが担い手向けの政策で、それと農地・水・環境保全向上対策、中山

間地域直接支払は前からありますけれども、こういうものを「車の両輪」としてしっ

かり位置づけると。今農地・水・環境保全向上対策に対して非常に有効なものである

という指摘もあったが、そのあたりをもっと充実・拡充すべきなのか、今の農地・水・

環境保全向上対策等で十分機能しているのか、そのへんを教えてほしい。 



○生産者 

・非常に有効だと誰しもが分かることだが、非常に手続きとか、書類の煩雑さが大変で

あることと、これを維持するということは今の制度では地方自治体はパンクしてしま

う。お金がない。市にもないし、県にもお金がない。ここに当てる部分があったら本

来はしっかりと別な部分が充実させることができるが、逆にこれが自治体の負担が大

きくて、正直言ってこれをずっとやられたらむしろ地方は大変なのかと思う。お金の

出し方を国の方で県と市の肩代わりをしてもらえればよい制度だと思う。 

 

○古口委員 

・書類は随分と今後簡略化される。 

 

○生産者一同 

・まだまだ。現場からすれば。 

 

○生産者 

・大変な書類の量だ。そこに携わる役員等はボランティアだ。夜の夜中までやっている。 

 

○鈴木部会長 

・他の制度でもそういう点があったら指摘してほしい。例えば、農地・水・環境対策、

水田の関係の事業でもそういう問題はないか。 

 

○生産者 

・例えばスーパーＬとかいう資金借りとか、かなり簡素化されたといいながらも、かな

り日数・時間、いろんな聞き取りがまだまだある。例えば１ヶ月以内で融資ができる

体制が最低限必要と思う。本当に最初の頃は、6ヶ月はかかったようだ。今は短くなっ

て２～３ヶ月ぐらいだが。そういう点と全て国からくる書類そろえるのも含めて、も

っともっと簡素化しないと、我々農業者だけ簡素化しているといっても、そういうき

ちんと行政が簡素化しないと同じレベルでついてこられないと思うので、その辺をお

願いしたい。農地・水に関してもそうだが、市も県もお金がないから新規ができない

状況だ。その辺も農水省も考えないと、さっき言った地域の守りというのはできない

ので検討してほしい。 

 

○生産者 

・農地・水・環境保全向上対策に関しては非常に現場からすれば非常にいい制度だと評

価している。ただ、現在共同活動部分と営農活動部分がある。現在登米市でもともと

営農活動部分をやれるわけだが、なかなか伸ばせない。なぜなら、それは県にお金が

ないからだ。現場からすればやりたいけれども、県の規制がかかってなかなか展開で

きないということが現実にある。それから資料の煩雑さ、おそらく農水省からはそこ

まで資料請求来てないと思うが、面積を拡大させないがためにいろいろな注文、要求



を突きつけられた資料がどんどん出ている。当初にはなかったものがどんどん出てい

るというのが県庁である。その辺をお繋ぎだけしておく。それから各種農業政策等で

も様々補助政策、補助金がらみの畜舎であったり、鉄骨ハウス等があるが、まだまだ

おかしいと思うのは、補助対象事業をやると建設費・事業費が大幅にアップする。国

の基準と言ってしまえばそれで終わりだが、もっと低レベルのものでも建てられるの

で、価格を下げて基準も下げてもらった中で、事業展開してほしい。何名かで、３名

とかそういった補助事業が多いが、認定農業者一人でもできるような補助政策が必要。

一人でも地域に後継者が育てば、やはり地域の雇用体制等の受け皿となるので、是非

新たな補助事業の展開としてやってほしい。 

 

○鈴木部会長 

・個人にお金が出せないのは日本の財政ルールで、財務省の団体でないと出せないとい

うルールが影響されるので、クリアしにくいところだが、農水省でもいろいろ工夫し

て実質個人に出るような形にしている事業もある。最終的には、財政ルールについて

の国の考え方をどうするかという問題が出てくる。 
 

○生産者 

・登米市では環境保全米は 90％近くで、全国一位で、頑張っている地域には環境保全型

としての補助金なり助成金なり然るべき措置はしていただく必要があると思う。そし

て、ＪＡＳ有機栽培を行っている方、減農薬栽培を行っている方、Ｃタイプを行って

いる方、すべて作業能力的にも違うので、調整体型を組んでいただき、しっかり農地・

水・環境対策がらみでもいいし、政策はしっかりとっていただきたい。 

 

○生産者 

・自給率 40％について、これから 10 年後に 40％にするという話がある。ただ、消費者

の皆さんに自給率はわかりますかと聞くと、ほとんどの方がわからない。ある程度、

食材のイベントでは伝えているが、一般の方々はほとんどわからない。農水省を含め

てどの程度国内で自給できて海外からどの位入っているということは、一応やってい

るつもりだと思うが、普及される深度が薄いと思う。いろんな角度から消費者に、国

民に伝える流れを作らなければならないと思う。それと同時に、自給率を上げるため

には我々生産者ではどうにもならない。輸入品が入ってくるので、商社が入って安い

ものをどんどん仕入れて、スーパーに売り込みをする。輸入品に負けるのは当然。国

内自給率を上げるためには消費者の理解も必要だが、なにか食い止める方法はないも

のか。そして、海外に日本自ら輸出する際に援助をするとかいろいろな方法でやって

いかないと、いつまでたっても生産者の所得の確保は難しいので、委員の皆さんに自

給率を上げるにはどういう方法があるかを伺いたい。 

 

○鈴木部会長 

・自給率については、従来は 45％が目標であったが、今度は年末に農水省から 50％を 10



年後くらいの目標にするというイメージが出されていて、それをきちんと議論して来

年の３月にどういう形でやっていけるのかを議論するのも企画部会の大きな役割。残

念ながら、自給率目標はこれまで到達したためしはないので、それについては今回ど

んなふうに考えるのかというのは非常に重要な点。 

 

○荒蒔委員 

・いまの高橋さんのご質問に対して、食生活というものの見直しをいろんな角度から、

ただおいしいから食べるのではなく、健康維持とかそういうことを含めて総合的に動

かしていかないと依存度は上がらない。お米は少なくとも日本で食べる以上のものが

とれるわけなので、お米だけは自給率は 100％超えている。ただ、今のエネルギーベー

スの 40％というのは、大部分が油の部分と動物性タンパクの飼料として入ってくる部

分が大きいので、食生活を今の形から、本来の日本人のものに近づけていくような努

力というものをしていかないと、生産体制だけで解決できる問題ではないと思う。 

 

○生産者 

・1960 年代に 70％だった自給率は、現在いろんな条件があって 40％まで下がっている。

日本では約 1,900 万トンの食品廃棄物が発生していると聞いた。まずは食べ残しを減

らすということも大事ではないかと考える。これも国が真剣に取り組んでいただけれ

ば大変ありがたい。 

 

○深川委員 

・行政がやれることは限界がある。例えばよく言われることだが、地域できめ細かくと

あるが明らかに現場の方から上がる情報がないと、行政の側から御用聞きというのは

なかなかできない。キャパシティ的にも無理だし、条件も違う。一つは行政の対応を

細かくすることと、それと同時に農家の側からも情報発信を強烈にしないと、なかな

か消費者の側に伝わない。プラットホームを必ずしも行政に求める必要はなく、みな

さんがやってもいい。放っておくと例えばせっかく虎の子で開発したブランド（種と

か）をコピーされたりとか、とんでもないことが起きているわけで、だいたい情報を

日本の身内からやっている。身内の中に情報を取り入れればもっともっとやれること

がたくさんある。伺いたいのは、どういう情報チャンネルがあるか。どういう情報を

あげていく、直接農業側から消費者に働きかけていく情報をどう考えているか。最後

に、輸出の可能性にどれくらい自信や希望をもっているか正直なところを伺いたい。

日本の持っているブランド力は非常に高いので、だから産地の偽装などがある。某国

の消費者に聞くと、「うち国のスーパーのものを食べると絶対に危ない、日系のスー

パーで買いなさい、上の人たちはみんなそうやっている。」と言われる。実は日本人

の固定的な考えは、日本以外のアジアはみんな途上国という昔ながらの発想を強く支

配しているが、所得格差が大きく、上の方はものすごくお金をもっている。そういう

人たちは安心のためならいくらでもお金は払うので、破綻しかけたこの国の財政に頼

るよりそちらの方々を頼った方が確実ではないかと思うので、是非輸出の可能性につ



いて伺いたい。 

 

○生産者 

・先程来出ている直接所得補償について、政治の中でいろいろ問われているが、今の時

点でいいので伺いたい。 

・輸出に関しては、 牛肉の分野でどうしても経済がこのような形で、中国なりロシアな

り香港系経由で仕掛けている。現実的にも香港に出している。ただし、単発的に終わ

っている。米に関しては年々若干増えているようだが、畜産物については広がりがも

てない。ただそれには、全国に処理施設が限定されていて衛生管理の中でそれをクリ

アしなければならない。それでいま、身近なところで仙台食肉市場の改築が検討され

ているが、出来上がるまで５年かかる。５年間の中にどのような形で輸出に取り組ん

でいくのかと考えると非常に難しい。 

 

○鈴木部会長 

・所得補償の問題について私の個人的な見解も含めて述べる。ひとつは、農村の現場で

経営者として努力されている皆さんの創意工夫がどんどん発揮されて、経営の能力が

最大限発揮されるような環境を整備することが重要で、政策が農家を縛るのではなく、

農家にとって選べるような形が重要である。その場合に、価格自体を高く維持するの

が困難とすれば、価格が下がる場合においては、しっかりと所得が確保できるような

セーフティネットを組み込まなくてはいけない。もうひとつは、担い手をどう考える

かであるが、担い手は規模だけで区切れるのか。経営戦略はさまざまで、規模だけで

切れない可能性があるので、担い手という定義をどう考えるのか、もう一度検討すべ

きである。さらに、それでも担い手とそうでない人が出てくるので、担い手でない人

も含めて、産業政策としての担い手の皆さんへのセーフティネットとは別に地域政策、

農村政策、社会政策的な側面での多面的機能を重視した直接支払を、今の制度をさら

に拡充する形できちんとした車の両輪に位置づけなくてはいけない。つまり、経営選

択の自由度は高められるだけ高めて、皆さんの努力が最大限発揮されるようにする一

方で、所得を最低限維持する。こういうための施策がセットでなくてはいけない。そ

れに加えて、中山間等への別の意味での直接支払の充実がセットでなくてはならない。

かなり個人的な見解が含まれているが、以上が私なりの整理である。 
 

○古口委員 

・農業に食料生産のほかに安全保障や多面的機能、コミュニティの維持などを求めるの

であれば、そこにきちんとお金で補償していくべきだと私は考えている。直接補償制

度はこれから考えなければならない重要な論点だと私は考えている。ただ食料生産だ

けを求めるのであればそこまでやらなくてもいいと思う。 

 

○岡本委員 

・私も必要だと思っている。ただし、みなさんが簡単に国、国と言っているが、それは



結局私たちの税金からできているということを考えると、やはりきちんと伝えて納得

してもらわないと難しいのではないかと思う。私は農業の多面的機能や廃棄物の話等

を実際にお子さんとか大人の方に話をするようなことが多いが、子供さんに関して言

えば、食料がないという経験が全くないので、実感として掴めてもらえない。危機感

が伝えられないということが私にとってはすごく怖いと思っている。 

・農林水産省は、農業者の方とは農業を指導するとか補助金があるとかパイプがあるが、

一般の人への情報のルートが少ないように思う。食の安心・安全についてはあるが、

多面的機能の話は伝える人が少ないという状態なので、そういうところを伝える人が

増えてほしいと思っている。 

・また、全く関係ないが、女性という立場は損だと思いますか。男性と一緒にやってい

こうとするには生半可なことではないことはわかるが、女性の立場は良くなってきた

とかその辺のところはどうですか。 

 

○生産者 

・農業をやっていて男の人たちと同じものを生産している中では、女性だからこういう

ことができないとかということはなく、むしろ女性の方が細かい所に気が届くので、

ラッピングがきれいだとか、荷姿がきれいだとか褒められることが多い様な気がする。 

・しかし、先ほどの担い手の話があったが、花卉部会でも新規就農者を勧誘しようとし

て、種代をタダにしますがどうですかと案内をしたときに、最初の年は結構入ったが、

同じ企画を２年、３年とやっているうちに、去年は１人しか入る人がおらず、やはり

新しい就農というのは難しいことなのかなと実感した。 

 

○生産者 

・私は 40 年前に農家に嫁いだ。その時は不安な面が沢山あったが、何とか今日まできて

おり、農家に嫁いで良かったと思っている。 

・先ほども教科書の話をしたが、私が小学生の頃の社会科だったと思うが、農業という

のは国民の食料を作っているのだよというような文面があったし、日本は狭い国土で

努力しながら生産をがんばっているのだよということで、段々畑だったと思うが、そ

れがまだ脳裏に残っている。私たちも現場で食農教育を頑張っているが、学校教育に

は勝てない。是非、教科書に農業の素晴らしさ、農と食の大切さ、多面的機能といっ

たような役割があるということを載せてもらうよう、なんとか教科書委員会のような

ところに働きかけてもらいたい。そうすると自然に農業に対しての理解も深まるので

はないかと思う。 

 

○鈴木部会長 

・まだまだ話を聞きたいところだが、今日こういう機会を設けて頂き、みなさんとこう

やってお話しできたことに本当に感謝している。 

・ これからも企画部会としてしっかりとした、みなさんの声を反映した議論を展開して

いきたいと気持ちを新たにしたところである。引き続きよろしくお願いします。 

(以 上) 


