
第３回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録  

   

   

日時：平成１６年１月３０日（金）１４：００～１６：２５  

   

場所：日本郵政公社本社２階共用会議室Ａ～Ｄ  

   

   

○皆川企画評価課長  それでは、議事に入ります前に、１月 13日付の人事で農林水

産省の事務次官が交代しておりますので、ご紹介申し上げます。  

○石原事務次官  石原でございます。よろしくお願いいたします。  

○八木会長  それでは、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第３回企画部会を

開催いたします。第４回食料・農業・農村政策審議会において、企画部会の委員の構成

についてご一任いただいたことを受けまして、私の方で企画部会の委員の構成を決めさ

せていただき、本日皆様にお集まりいただきました。  

 なお、本企画部会のメンバーはお手元にお配りしてありますとおり、委員 14 名、臨

時委員４名、専門委員７名の計 25名でございます。  

 本日ご出席の皆様をご紹介させていただきます。  

 まず、私が会長の八木でございます。よろしくお願いいたします。  

 以下、50 音順に紹介させていただきます。安髙委員でございます。大木委員でござ

います。会長代理の生源寺委員でございます。豊田委員でございます。中村委員でござ

います。長谷川委員でございます。増田委員でございます。森野委員でございます。森

野委員は、本日は所用のため中途でご退席の予定であります。  

 続きまして、臨時委員の皆様をご紹介させていただきます。杉本臨時委員でございま

す。永石臨時委員でございます。西山臨時委員でございます。山田臨時委員はまだお見

えになっていませんが、すぐに見えると思います。  



 次に、専門委員の皆様をご紹介いたします。秋岡専門委員でございます。安土専門委

員でございます。坂本専門委員でございます。立花専門委員でございます。村田専門委

員でございます。森本専門委員でございます。横川専門委員でございます。  

 なお、本日は、江頭委員、大庭委員、古賀委員、新開委員及び平野委員が所用により

ご欠席となっておられます。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 63 名の方から傍聴の申し込みがあ

り、本日お見えになっておられます。  

 また、資料、議事録等につきましては、すべて公開することになっておりますので、

よろしくお願いいたします。  

 それでは、まず議事の進行に先立ちまして、当部会の部会長を選出していただく必要

がございます。食料・農業・農村政策審議会令第７条第３項の規定により、部会長の選

出は委員の互選によることとされております。つきましては、部会長について、委員の

方の中で何かご意見ございますでしょうか。――特にございませんようでしたら、私の

方から提案させていただいてよろしいでしょうか。  

     （「異議なし」の声あり）  

 食料問題、農業問題、また農村問題について幅広いご見識をお持ちであり、本審議会

の会長代理でもあります生源寺委員にお願いしてはいかがかと思いますが、いかがでし

ょうか。  

     （「異議なし」の声あり）  

 ありがとうございます。ご異論がないようでございますので、部会長には生源寺委員

が選出されました。  

 それでは、生源寺委員、部会長席にお願いします。  

 それでは、ここで、生源寺部会長からごあいさつをいただきたいと思います。  

 なお、これからは生源寺部会長に議事をお進めいただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。  

○生源寺部会長  ただいま企画部会の部会長に選任いただきました東京大学の生源

寺でございます。よろしくお願い申し上げます。  



 昨年の８月 29日の大臣談話、また昨年 12 月９日の審議会での諮問を受けまして、こ

の企画部会が持たれるわけでございますけれども、この部会は農政の深い見直しといい

ますか、これを総合的かつ迅速に行う、これが任務だと、こう理解をしております。  

 また、農政の見直しにつきましては、広く国民に開かれた場で検討され、また方向づ

けられる、こういうものかと思っています。この企画部会もその１つの場である、こう

認識して、今後、円滑かつ実りの多い議事運営に努めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 それでは、以下、着席して進めさせていただきます。  

 本日は、亀井農林大臣にご出席いただいておりますので、まず大臣からごあいさつを

いただきたいと思います。よろしくお願いします。  

○亀井大臣  企画部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  

 本日は大変お忙しいところを、委員並びに専門委員、さらには臨時委員の皆様方には

お差し繰りをいただき、ご出席いただきましたことを、まず厚くお礼を申し上げる次第

でございます。  

 昨年 12月９日の審議会で、私の方から３項目を中心に基本計画の改訂を諮問をさせ

ていただきました。まず、担い手の経営に着目した品目横断的な政策への移行、望まし

い農業構造と土地利用を実現するための担い手・農地制度の改革、環境保全を重視した

施策の一層の推進と農地や農業用水等の資源保全のための政策の確立、この３項目を中

心に諮問をさせていただいたわけでもございます。今、生源寺部会長をご選任いただき

まして、ぜひ皆さん方の忌憚のないご意見を賜ることができればと、このようにお願い

を申し上げる次第でございます。  

 さきの 12月９日には、皆さんからいろいろお話をちょうだいいたしました。私も時

間の許す限りおりまして、お話をちょうだいしたわけであります。国会がどういう日程

になりますかわからないところもございますが、本日も時間の許す限り出席をいたしま

して、ぜひ皆さん方の活発なご議論を聞かせていただきたい。このことをお願い申し上

げ、また役所の方からも、この３項目につきましていろいろ説明をさせますので、お聞

き取りをいただき、ご審議賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつにかえる次

第でございます。  



 どうぞ皆さん、よろしくお願い申し上げます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、ここでテレビカメラの皆さん方にはご退席願いたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。  

 それでは、議事に入ります。  

 本日は、議論の素材といたしまして、事務局の方から、基本計画の構成や主要３課題

などに関する資料を用意していただいております。したがいまして、まずはこれらをご

説明いただき、その後、皆様方にご自由にご議論いただく、こういう形で進めてまいり

たいと思います。  

 それでは、よろしくお願いいたします。  

○皆川企画評価課長  企画評価課長の皆川でございます。よろしくお願いいたします。  

 まず、説明に入る前に、机上に並んでおりますお茶とコーヒーでございますが、これ

は実は紙缶でございまして、あと皆さん方の資料をとじているファイル、これも実は間

伐材を使用したものでございまして、農林水産省としてもこの利用を推奨しているもの

でございますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。  

 それでは、資料についてでございますが、資料２から７までについてご説明をしたい

と思います。  

 12月９日の本審議会の際にご説明した内容と重複する部分については、極力簡素に

説明をいたしますので、よろしくお願いをいたします。  

 まず、資料２でございますが、今の基本計画の全体像が書かれておりまして、２ペー

ジ目にございますが、おおむね５年ごとに見直すということに、基本法上もなっている

わけでございまして、今回の見直しはそれに当たっているということでございます。  

 資料３は、これも、もう既にごらんいただいているものでございますが、基本法、基

本計画がございまして、その後の施策展開について説明したものでございます。その後

においても、右から３番目の柱のところに、国民と農業との間の距離感の問題、期待が

高まっていること。ただ、一方で、特に土地利用型農業中心に構造改革が立ち遅れてい

ること。また、耕作放棄地の増大等多面的機能の発揮に支障が生じていること。特定の

品目についての需要と生産のミスマッチという状況も出ている。また、一方で国際規律



がＷＴＯ交渉、ＦＴＡ等々で強化されつつあるというようなことを受けまして、今回は

施策の抜本的な改革に臨みたいということでございます。  

 その中に、白抜きで、「品目横断的な政策への転換」から始まりまして、３つの課題

を入れておりますが、これにつきましては、現行基本計画上も検討するべき事項として

挙げられておりますが、十分にその具体化に至っていないということでもありますので、

今回、基本計画の見直しの中で、この具体化が当然に農業構造問題、それから農業全体

の自給率の向上ということについても、これが不可欠であろうということで、ここの部

分を強調したような整理になっております。  

 ただ、それ以外にも食の安全・安心・安定供給ということで、昨今のＢＳＥの問題等々

が出ておりますし、食料産業の持続的発展ということからしますと、これ以外にも多々

課題があるわけでございます。また、農村の振興ということも当然に、新しいことも含

めまして、多くの課題があるわけでございますが、それらを、基本計画としては全体を

統括した形で 17 年の春を目途に策定を目指しての議論をするということでございます。  

 資料４でございますが、基本計画の構成、さらには目標年次といったようなことにつ

いて整理をしたものでございます。これは当然のことながら、基本計画でございますか

ら、現行施策の徹底的な検証ということをした上で行うということでありますから、そ

れをしなければいけないわけでございまして、結論を先取り的にしているわけではござ

いません。ただ、議論の素材として、私どもとして新しい施策の柱をどう考えるか、ま

た基本計画の全体の構成をどう考えるかということでご提示をしているものでござい

ます。  

 １番にございますように、基本計画の計画事項自体は、食料・農業・農村基本法にご

ざいますような基本的方針、食料自給率の目標、政府が講ずべき施策、その他というこ

とになってございます。今回はやはり農政の改革ということを目指しまして、その農政

改革を具体的にどう展開するかということについての計画にしたいということでござ

います。  

 それから、３番目の計画期間でございますが、これも当然、施策の検証という作業の

上に最終的に決定をするということでありますが、私どもといたしましては、農政改革

をかなり抜本的に行うということ、その政策効果ということも相まっての全体の目標と



いうことからいたしますと、現行 22年の目標年次は５ヵ年間繰り下げて、27 年度とい

う方向で検討してはどうかということに考えてございます。  

 ２ページ目でございますけれども、現行基本計画からの大きな構成と検討方向という

ことで整理をいたしております。「検討方向」として書いてございますが、第１の「基

本的な方針」のところには、計画期間中の施策の方向性ということをより具体的に書い

ていきたい。また、その施策改革がいかに必要なのかということについても明確にわか

る形で記述していきたいというふうに思っております。  

 第２の「目標」でございますが、現行基本計画上は食料自給率というのが非常に大き

く、当然のことでございますけれども、ただまたそれが唯一の指標という形になってい

る面がございます。これにつきまして政策評価といったようなことをいろいろ考えます

と、施策の目標と具体施策という間にやや距離がございます。また、食料自給率は当然

のことながら、生産サイド、消費サイド、両両相まってその結果として生じてくるもの

でございますので、それだけを目標にしていては、なかなか施策の具体的な指針に足り

得ない部分もございます。  

 そういう意味で、食料自給率目標以外にも、政策展開に当たっての指針を盛り込みた

い。例えばでございますが、担い手とか農業構造といったようなことについての一定の

指針というのが不可欠ではなかろうかと思っております。  

 また、自給率向上は現行基本計画上もそういう扱いでございますけれども、食生活の

改善なしに具体化いたしません。それについてのより明確化を図っていきたいというこ

とでございます。また、昨今、食育といったような取り組みがあったり、そういった新

しい消費面での取り組みもございますので、そういったものを受けまして、こういった

記載をしたいということでございます。  

 施策編でございますが、現行基本計画のところにややみずからの反省として書いてご

ざいますが、目標と各施策の関係の連関が不明確な部分があったのではないか。先ほど

目標との間の離れといいますか、距離があるというようなことを申し上げましたが、そ

ういう意味で、目標と施策の関係を具体化、明確に、政策展開をよりわかりやすい形で

記述するということにさせていただきたいというように思います。  



 また、構造展望、経営展望、特に構造につきましては本文中に具体的な記載というの

がございませんでした。これにつきましては、構造政策の目指す方向性ということを本

体の中に記述するということで、構造改革の加速化ということについて、より強調した

計画にしたいということでございます。  

 経営展望につきましては、昨今の農業経営がさまざまな類型を広めながら、経営規模

という観点だけではなくて、さまざまな多角化という観点もございます。そういった要

素も入れていってはどうかということで考えてございます。  

 そういうことで、３ページ、４ページで現行計画と、それから新しい計画の骨格とい

うことについての大きな構成案のたたき台を示しております。  

 その次の５ページでございますが、基本計画策定に当たっての主要施策の検討項目と

いうことでございます。これが第３の施策編のところに入ってくる大方のメニューとい

うようにお考えいただければと思います。  

 １番でございますけれども、食の安全・安心と安定供給ということで、現行計画策定

時には顕在化をしていなかったＢＳＥ等の問題ということを含めまして、食の安全・安

心ということをより明確に、具体的に書いていかなきゃいかぬということでございまし

て、リスク分析手法に基づく安全性の確保ということについて、例えば、家畜防疫体制

の強化といったような昨今の課題にも対忚した具体的な施策を書いていきたい。  

 また、食品表示の問題。また食育ということで、食育基本法というようなことが今議

論されておるわけでございますが、そういった動きを踏まえた新しい施策ということも

書いていきたいわけでございます。また、トレーサビリティ。不測時における食料安全

保障といったような面も充実していかなければいけないということでございます。  

 次に、２番目の点でございますが、食料産業、これは農業及び農業以外の加工、流通

ということまで含めた全体をあらわす言葉でございますが、食料産業の持続的発展とい

うことに向けまして、特に農業の面では、土地利用型農業における構造改革の遅れとい

う面がございますが、これに対忚した、これは大臣からの指示にありました３つの事項

もこの中に課題として出てくるということでございます。まず、その１番目が、「効率

的かつ安定的な農業経営の育成」という観点で、多様な担い手の育成・確保を図らなけ

ればいけない。また、その一環として、例えば、新しい担い手像ということも含めて議



論したい。また、参入規制の見直しということも、多様な担い手の育成・確保という観

点から議論をさせていただきたいというように思っております。  

 それから、ちょっと飛びまして、一番最後の白丸でございますが、「担い手の農業経

営に対する支援の体系的整備」、その中で１つには、土地利用型農業部門で、いわゆる

部門といいますか品目をまたがって生産する形態のもの、その畑作、水田作を対象にい

たしまして、品目横断的施策への転換ということを大きく図っていきたいわけでござい

ますし、またそれ以外の作物についても、担い手の農業経営に対する支援を体系的にど

う整備するかという観点から、野菜・果樹・畜産における収入・所得変動対策というも

ののあり方についても議論をさせていただきたいというふうに思っております。  

 ６ページでございます。「農業資源の整備・保全」ということで、まず１点目が、「農

地の確保及び有効利用」という観点でございます。これは、農地の利活用を図っていく

という面、それをちゃんと踏まえての農地なり土地利用規制の見直しを図っていきたい。

当然に効率的な農業生産を行うべき地域、さらにはもう尐し、交流といったようなもの

を要素として入れていくべきではないかという要素、さまざま農地制度に関してはご議

論があるわけでございまして、今回、今までのいろんな議論ということを俎上に乗せま

して、しっかりと議論をしたいということでございます。  

 「農業環境・資源の保全」という観点につきましては、農地なり農業用水等の保全を

図っていくための新しい施策展開ということを担い手への経営支援の集中ということ

とあわせて議論したいということで、新しい施策展開を考えているわけでございますし、

それについてのご議論。  

 また、環境負荷を低減していくやり方といたしまして、さまざまなやり方があるわけ

でございますが、そういった資源保全なり環境負荷の低減に向けた新しい施策展開につ

いてご議論をいただきたいということでございます。  

 それ以外にも、平成 14年の 12月に閣議決定をいたしましたバイオマスというものの

利活用をさらに進める。さらには、政策推進における環境への配慮ということで、そう

いった一定の方針を農林水産省として昨年末に出させていただいたわけですが、こうい

った新しい取り組みということについても、さらに具体的な施策としてどうするのかと

いうことについて書いていきたいということでございます。  



 「農業との連携による食品産業の機能強化」という観点につきましては、例えば「地

域ブランドの確立」と書いてございますけれども、今、国際的に地理的表示といったよ

うなものが議論されております。そういった地域特性に忚じた特別の生産というものに

ついての保護を表示の面から図るという観点で、いろいろ議論されているわけでござい

ますが、こういった点につきましても議論をさせていただきたいというように思ってお

ります。  

 「農産物・食品の輸出の促進」ということで、来年度の予算で大幅な拡充を図ったわ

けでございますが、アジア地域の急激な経済成長ということでの新しいニーズがあるわ

けでございます。そういったことにも積極的に取り組むということで、そういった具体

策についても記述をさせていただきたいというふうに思っております。  

 ３番の「農村の振興」につきましては、先ほど来出ておりました農業環境・資源の保

全なり、新しい観点の施策だけではなくて、新しい景観配慮への問題、さらには都市と

農山漁村の共生・対流、これまでも推進してまいりましたが、こういったものについて

の一層の促進策ということについて書いてまいりたい。  

 これが全体の構成につきまして、私どもとして現時点で考えている主な項目でござい

ます。これについて、これから順次議論させていただきながら、来年の計画の中に具体

化を図っていきたいと思っております。  

 続きまして、資料５と６でございます。  

 昨年の８月 29 日の大臣からの談話で示しました３つの課題ということにつきまして、

前回の議論で、坂本専門委員なり生源寺部会長から、議論の素材として、たたき台を提

示してほしいというご議論もございましたので、そういった形で用意をさせていただい

たわけでございます。  

 資料６の方からごらんいただきますと、特に主要３課題をどうして抽出してきたのか

ということの背景事情なりを、そこに資料としてまとめております。  

 １ページおめくりいただきまして、新基本法制定後の状況変化という中から、食料・

農業・農村の面での課題というものをそこに整理しておりますが、その農業の部分で、

今の状況変化ということの中に、構造改革の立ち遅れ、多様な担い手の確保に向けた新

たな取り組み、米政策改革、需給の需要と生産のミスマッチなり、輪作体系の問題、Ｗ



ＴＯ、ＦＴＡの国際規律。あとは、農村の環境・資源保全というのがなかなか難しいと

いったような状況をそこに、農業の面では書いてございます。  

 そういった状況を踏まえまして、右の方で、「食料産業の持続的な発展」の中で、申

しました３つの大きな課題が出てくる。この解決なくしては、農業構造の改革はできな

い。また、それを踏まえまして、食の改善というものと相まった自給率の向上というこ

とにも結びつかないという観点で、そういった課題を抽出したということでございます。  

 ２ページでございますけれども、特にその中でも、土地利用型農業という面では、例

えば、そこの右側にございますが、ほとんどの品目で、主業農家への生産の集中が進ん

でいるわけでございますが、米については、構造改革の面では著しく遅れている面がご

ざいます。また、非常に進展を見ているといわれております北海道における畑作農業に

おいても、今後の担い手の状況ということを踏まえますと、さらなる構造改革の加速化

が要るという状況になっているわけでございます。  

 ３ページをお開きいただきますと、認定農業者等へ担い手が集積されるように取り組

んでいるわけでございますが、そのスピードが昨今鈍化をしているといったような状況。

また一方で、農業生産法人が増加してきている。また、新しい担い手ということで考え

ますと、新しい取り組みとして、構造改革特区という中で、一般企業やＮＰＯが農業経

営を行うといった事例も見られるようになっているわけでございます。  

 小麦、大豆についての需要と生産のミスマッチ。  

 ４ページでございますが、農地面積の全体的な減尐と耕地利用率の低下。昭和 30年

代は耕地利用率が 133.9％ありました。14年現在では 94％ということになってござい

ます。また、耕作放棄の増大ということで、平成 12 年で 21万ヘクタールということで

ございます。  

 一方で、農林漁業は多面的機能ということで、その持続的な発揮ということに国民の

期待があるということでございます。  

 ５ページをお開きいただきますと、現行の基本計画、それから、それに基づきます構

造展望の中で見通しておりますような「望ましい農業構造」、効率的、安定的な農業経

営が大宗を占めるような農業構造ということでいっておるわけでございますが、この実

現は極めて厳しい状況になってございます。このため、政策転換がやはりどうしても要



るのではないかということで、プロ農業経営への集中・重点化、品目横断的政策への移

行ということを図っていかなければいけない。  

 また、農地担い手制度の再構築。多様な担い手についての育成・確保を図るという観

点からの参入促進の問題も議論をしなきゃいかぬということでございます。  

 ６ページは、既に前回もお示ししているわけでございますが、この３つの課題はそれ

ぞれに密接に連携をし、相互に関係をし合っております。そういう意味では、政策改革

はパッケージで行う必要があるということで書かせていただいております。プロ農業経

営への支援の集中・重点化ということの一方で、環境や農地、水等の保全政策を確立す

る、この２つ。担い手・農地制度が、これにそれぞれ影響を及ぼすということになるわ

けでございます。  

 当然に段階を踏んで、どういった段階で物事を入れてくるかということについては、

全く一緒の年次に同時にできるかどうかということはいろいろ議論がございますけれ

ども、議論として全体の構造の中で不可欠に３つの課題についての答えを一緒に出す必

要があるということかと思っております。  

 ７ページでございます。「プロ農業経営への支援の集中の考え方」ということで、こ

れまで国境措置というものをかなり重視した形の保護ということであったわけでござ

いますが、これからはプロ農業経営、また個別品目の生産量を、価格を介在しながら確

保していくという政策であったわけでございます。ここをプロ農業経営をふやしていく

という観点での政策にする。そのために、やる気と能力のある担い手の経営発展を可能

とするような競争条件、これを整備してやらなきゃいけない。これには２つの要素が後

で出てまいりますが、変動を極力防止して差し上げる。大きな変動では、経営の危険度

が大き過ぎるという意味での防止策。  

 また、諸外国との間での圧倒的な生産性格差がございます。これは当然に、生産性向

上努力の中で埋めていかなければいけない面があるわけでございますが、この乗り越え

られない格差についての是正ということについて、今回議論をさせていただきたいとい

うことでございます。  

 ８ページでございます。当然こういう形でプロ農業経営への支援の集中化ということ

を図る。また、そこの中段の下に書いてございますが「国が支援を集中的に講じる対象



者」ということになりますと、これまでの価格を介在いたしまして、全農家ということ

ではなくて、やはり経営を特定いたしまして、それに支援を集中するということになる

わけでございますから、当然のことながら、規模拡大とかコスト削減努力、また経営改

善という観点での総合の努力、これを求めていかざるを得ないのではないか。ここにつ

いて具体的に、これからご議論もいただかなきゃいかぬというように思っているわけで

ございます。  

 ９ページにつきましては、営農類型ごとに現在の施策として、まず国境措置をどう張

っているのか。これは左側から見ていただきますと、水田作のところに、米、関税 490％

と記載しております。どちらかといいますと、当然に生産性の乗り越えられない格差の

高いものが関税水準も高いというのが今の現状でございます。左から右側にかけまして、

全体としまして関税が低く設定されてきているというようなことかと思います。  

 また、それに合わせまして、国内制度の方もさまざまな施策が展開されているわけで

ございます。今回、特に水田作、畑作の部分では品目を越えた、品目横断型の経営直接

支援型のものを考えたいというわけでございますが、それ以外、部門ごとに、部門専業

的に行われている経営についても、当然のことながら、そういった観点の中で、その見

直しということが求められる部分があります。  

 そういった全般について、ただ急ぐのは横断型という新しい施策類型ということにつ

いてのご議論をこの場では優先して行っていただければというような考え方でござい

ます。  

 10ページ、11ページ、これは現行の品目別の価格経営安定対策の紹介でございます。

米から始まりまして、麦、大豆、砂糖、でん粉、野菜、果樹、牛乳、牛肉、豚肉、鶏卵

というようなことで、さまざまな類型ごとに品目特性も踏まえまして、こういった施策

が展開されたわけでございますが、この中で、横断型の施策への転換ということを行う

部分につきましては、機能の重複する部分については、現行施策については当然見直し、

廃止をするということが必要になってこようかと思います。  

 14ページにつきましては、品目ごとといいますよりは、それをもう尐しカバーした

ような対策として、関連する事業、事業的な対忚として行っているようなもの、さらに



は災害を対象にしました補償法ということで、いわゆる共済制度というものについて紹

介をさせていただいております。  

 変動の防止ということを図っていく政策を考えますときには、これとの関係をどう整

理するかという議論が出てくるわけでございます。  

 15ページ以下には、国境措置との関係について、資料を出させていただいておりま

す。これにつきましては、まず一般的なご理解よりは、日本の農産物関税は相対的にい

いますと比較的低い水準ということになっているわけでございます。これはＯＥＣＤの

評価といいますか、統計でございます。  

 一方で、ウルグアイラウンドで関税化をした品目の中で、高関税の品目がございます。

これらについて、今後どう展開をするかということが議論されるわけでございますし、

また、これについて国内の価格制度というものと抜きがたく結びついている部分もござ

いまして、こういったものについて、これからどう展開を図っていくかということが課

題でございます。  

 16ページ、「カンクン閣僚会議文書案と主要提案」ということで、国際規律の強化

をご紹介いたしましたが、その中で特に、現状、カンクン閣僚会議の文書案と今回の施

策改革との関係でございますが、市場アクセスと国内支持という部分で大きなかかわり

がございます。  

 まず、「市場アクセス」のところでございますが、「カンクン閣僚会議文書３次案」

となっておりますが、関税の削減ということにつきまして、どういったスピードで、ど

ういった大きさでやるかというようなことについての議論。その中でも、特に関税上限

といわれているところにつきましていろんな議論があるわけでございまして、日本はこ

の設定に反対をしているわけでございます。  

 なお、その際、括弧書きでございますが、「非貿易的関心事項への配慮の観点から限

定品目は例外扱い」。いわゆる関税上限にかからなくてもいいといったような形の書き

方になっております。ただ、この品目自体は very limited、限定された品目というよ

うな記載がございます。  

 それから、一方で「国内支持」でございますが、ＡＭＳにつきましては前回もご説明

いたしましたが、総合ＡＭＳで見ますと、ＡＭＳ、いわゆる削減対象となる国内支持の



総額ということで、ＷＴＯ協定上の約束に従って算出された数字でございますが、これ

につきましては、米、ＥＵよりは日本が総合ＡＭＳの削減幅が非常に大きく努力をして

きたということがございます。  

 ただ、一方で今回の３次案には「品目別上限」といったような書かれ方をしておりま

す。そういったものについて、品目ごとにキャップがかかるということが議論されてい

るわけでございます。さらには、「緑」の政策ということで、国内政策を制約なくとい

いますか、国際規律がかからないという形で展開でき得るものの内容についての議論と

いうことも当然に進んでいるわけでございます。  

 こういった流れの中で、当然改革過程というのは継続するわけでございますので、国

境措置にいつまでも依存できないという状況を踏まえなければいかぬという点と、さら

には国内施策としては貿易歪曲度の低い、一層の「緑」化という方向を志向せざるを得

ないということをここでご認識いただければと思います。  

 17ページでございます。担い手・農地制度として、今現在どういった課題があるか

ということを整理しておりますけれども、「検討の方向性」のところをごらんいただき

ますと、地域の実態を踏まえた担い手の明確化と、担い手への支援施策を体系的に整備

しなければいけないということで、例えば、新しい農業サービス事業体等を施策対象と

してどう位置づけていくかというような議論があります。  

 また、多様な担い手の参入促進を図るための仕組みを構築しなければいけないという

ことでございまして、その中では、農地の取得要件なり、農業生産法人として、農業生

産法人と申しますのは、農家としての自然人以外に、農地の権利を持てるということで

ございますが、これの範囲というものの要件、こういったものについて議論が要るので

はないか。また、新しい形として、リース方式での特区の展開ということがあるわけで

ございますが、これについても議論の対象にするということでございます。  

 優良農地の確保・維持を図るための農地・土地利用制度ということで、転用規制の議

論というものについても当然に議論する。さまざまに入り口規制をやめ、出口規制とい

うような、非常に大くくりの言い方をされますけれども、そういったいろんな議論とい

うことも俎上に上げて議論をさせていただきたいということでございます。  



 18ページが、いわゆる農地の権利取得なり農業生産法人の要件についてお示しして

おります。  

 また、19 ページには、農業振興地域制度ということで書いてございますが、ここの

中でゾーニング法ということで、農振法という法律に基づいて規制されているわけでご

ざいます。これにつきましては、農振の農用地という、今のやり方としては白黒刷りの

形になってございますが、これを、言ってみますと多色刷りの世界にできないんだろう

かといったような議論もいろいろしておりまして、そういった幅広い土地利用のあり方

なり、ゾーニングのあり方ということについてもご議論をさせていただきたいというこ

とでございます。  

 こういった状況を踏まえまして、資料５でございますが、主要３課題についての検討

方向ということで整理をさせていただいております。「検討方向」として、これまでも、

食料・農業・農村基本法に基づくさまざまな施策展開を図ってきたわけですが、中段に

「しかしながら」とありますけれども、今の現状ということで、土地利用型農業での構

造改革の立ち遅れとか、さまざまな問題があります。また、ＷＴＯ等の国際規律の強化

といった問題。  

 こういう中で、今回は３つの課題。「創意工夫の発揮促進と構造改革の加速化」とい

う観点、さらには「農業の有する多面的機能の発揮」という観点につきまして、３つの

大きな課題を提示しましてご議論いただきたい。  

 右側にございますけれども、その際、諸外国との現状における生産構造の差異が当然

ございます。資料７の中に、米国なりＥＵの農政についての資料もつけてございますが、

米国、ＥＵ型の農政というのは、先進国の農政としての１つのパターンとしてございま

す。ただ、やはりこれと生産構造が違いますので、方向としては、国際環境を踏まえた、

いわば国際潮流の方向も踏まえた形での転換ということが、私どもとしても当然必要と

思っておりますけれども、我が国の場合は、構造改革の改革が加速化されるように、担

い手に焦点を絞って支援策を体系的に整備するということではないかというふうに考

えてございます。  

 それから、当然に、意欲と能力ある担い手を確保しなければいけない。育て、かつ確

保しなければいけないという観点からの、例えば、農業者の経営多角化を可能とするよ



うな施策、参入規制の見直しといったようなことを行っていかなければいけないという

ことでございますし、また当然その基盤たる農地、農業用水といったものの資源の保全、

それから環境といったものの増進ということが図られる必要があるということでござ

います。  

 また、土地利用制度ということに関しましては、制度的な面からも、まずは食料供給

力の基盤は農地と水でございますから、これをいかに確保していくかということ、さら

にはそれがちゃんと利活用されていくというようなニーズがあるわけでございますし、

それ以外にも、例えば、農地に対するニーズという意味では、さまざまな新しい交流ニ

ーズといったようなものもあるわけでございまして、そういった幅広い観点から、ニー

ズにふさわしい農地・土地利用制度ということを検討すべきではないかということでご

ざいます。  

 こういった食料産業の競争力強化ということを行っていくということと、望ましい食

料消費のあり方というものの実現が相まって、自給率の向上というものが目指せるので

はないかということかと思います。また、この３つの課題は相互に関連をしているので、

整合的な検討をし、結論を得た後、順次できるものからやっていくということかと思っ

ています。  

 ２ページをお開きいただきますと、「品目横断的政策」ということでございますが、

品目ごとの価格を介すということになりますと、全農家を対象とする政策体系になるわ

けでございますが、これにつきまして、プロ農業経営に支援を集中し、個別品目ではな

くて横断的な仕組みにすることによって、構造改革を加速化する、需要に忚じた生産を

推進する、国際規律の強化にも対忚するということをねらって、この転換を図っていき

たいということでございます。  

 ただ、当然のことながら、右側の留意点にございますように、個々の品目ごとに政策

を展開してきたということによりまして、需給関係についても、そのもとで形成をされ

ているということでございますし、そういった中で、転換が価格、経営にどういう影響

を与えるのかということもよくよく見定めながらということになろうかと思います。  

 また、当然のことながら、基本法に基づきまして、価格形成における市場原理という

ものをどんどん導入してきたわけでございますが、その一層の徹底を図っていく必要が



あるのではないかということでございます。経営は、政策的支援ということでございま

すが、価格は、市場原理をより発揮させていくという方向でなければいけないというふ

うに思っております。また、政策転換に伴いまして、転換後の措置と機能が重複する部

分というものについては、当然廃止をしていくということかと思っております。  

 「検討要素」のところでございますが、当然に対象経営としては、規模拡大なりコス

ト削減努力等の相忚の経営改善努力を行っていただくプロ農業経営ということでなけ

ればいけないのではないか。また、施策を集中、支援するということでございますから、

この定義をどうしていくかということについては、これからの議論でございますが、こ

のハードル自体は設定せざるを得ないわけですし、これが、国民に政策集中支援のご理

解をいただくために不可欠というように考えてございます。  

 また、構造改革なり生産性向上努力というものを疎外してはいけませんので、ハード

ルについては、そういった観点から、一定期間ごとに見直すということでなければいけ

ないというふうに考えてございます。  

 対象営農類型でございますが、横断への転換ということを考えますときには、やはり

作物を生産しているものを横割りという形で考えますと、畑作、水田作ということにな

るのではないかということでございます。  

 ただ、一方で野菜、果樹、畜産等の経営というものにつきましては、部門専業的な経

営が多うございますので、これらの類型について、類型ごとの現行施策を見直していき

たいというように考えてございます。  

 また、当然に、その中では外国産の差別化というものをより徹底していくということ

が必要な品目も多うございますので、その安全・安心対策なり、生産性向上対策の条件

整備といったものを重点的に打っていく必要があろうかというように思っております。  

 ３ページでございます。「考えられる支援の要素」として、そこに２つの要素を提示

しております。「収入・所得の変動による影響の緩和」という要素と「諸外国との生産

条件の格差の是正」という観点でございます。これまで、いろいろな議論の中で、アの

要素というものがかなりいろいろと議論されてきたかと思いますが、このたびは、「諸

外国との生産条件の格差の是正」という観点にも着目した政策をとりたいということで



ございます。そういう意味で考えたいということで、２つの要素を考えておるわけでご

ざいます。  

 それから、そういった作物の中には、原料になっている、いわゆる消費者に直接販売

され、消費者が直接口にするというものではなくて、加工段階も含めて、それが最終的

に届いている部分が多うございます。こういったものにつきましては、当然のことなが

ら、加工段階も含めた政策体系の再編が必要になってきます。加工している産業界の状

況ということについても、当然見直していく必要が出てくるわけでございます。  

 また、これら２つにつきまして、どう整理するかということでございますし、変動の

影響緩和につきましては、農災制度との関係の整理ということについても行っていく必

要があろうかと思います。  

 収入・所得の変動の影響緩和でございますが、これにつきまして、いわゆる収入所得

がこう変動した際に、どこの水準を変動のトリガーとするかというような問題。さらに

は、その現実の所得との開きのどれだけを補てんするかという問題につきまして、ここ

で、やはり市場原理を疎外してしまうということでは、国民の理解が得られないのでは

ないかということを書かせていただいております。  

 格差の是正という観点につきましては、諸外国との生産条件格差のとらえ方でござい

ますが、やはりこれにつきましては、現状のあるがままの構造を前提にしまして、それ

をすべて補てんといいますか、それをカバーするということでは、当然に生産性向上努

力が阻害されますので、一定の生産性向上努力を前提にした水準でなければいけない。

また、そういったことで格差を考えていくべきではないかというように考えてございま

す。  

 こういった考え方でございまして、これまで来、実は農林水産省としては、例えば、

これは経営支援として、直接支援的なものにつきましては、現行の農業構造を固定化す

るのではないかという懸念の部分を強く申しまして、いかがなものかといいますか、そ

ういったような答え方をこれまで伝統的にしてきた面がございます。  

 ただ、昨今はその部分につきまして、やはり意欲と能力ある経営体に集中的に後押し

をするんだという意味で、一律的な措置につきましてはいかがかということで、対象を

絞り込んだ上で、そういった直接的な支援ということにつきましても、一定の方向性を



国会の答弁等でも申し上げつつあるということでございまして、またこういった場での

議論を踏まえまして、政策転換を図っていきたいというように考えているところでござ

います。  

 なお、導入時期につきましては、可能なものから先行実施するということでございま

して、極力早期に実施したいということでございますが、一方で、水田作については、

米改革の中で一定程度、そういった経営への集中という考え方も踏まえました新しい政

策を 16年度からスタートさせております。  

 そういった中で、米政策改革においては、18年にそういった検証を行うというプロ

セスがございます。これとの関係を調整していく必要があるということでございます。

ただ、議論としては、水田作の問題も含めて当然の議論になろうかと思います。  

 次に、４ページでございますが、「農業環境・資源保全政策関係」ということでござ

います。中身を見ていただきますと、尐しわかりにくい点もありますので、尐し補充し

ながら申し上げますけれども、「考え方」として、そこをごらんいただきますと、プロ

農業経営における効率的な農業の展開と食料供給基盤の維持、多面的機能の発揮という

ものが両立をしていかなきゃいかぬということで、その両立を図るために、農地なり農

業用水等の社会共通資本を維持していく、保全していくという政策を新しく講じていく

べきではないかという考え方でございます。  

 その検討要素といたしましては、多面的機能をどう図るか、食料供給力の確保をどう

図るかということで、右側のところにございますけれども、環境や農地・農業用水の資

源保全ということについて、共同活動を基本に考えたらどうだろうか。個々の方々の取

り組みというよりは、共同活動的なものではないか。  

 また、昨今では非常に混住化をしております。そういう意味で、遠隔の都市住民の方

という意味ではなくて、混住化している地域の方々というものも含めた取り組みという

ことを構成していくべきではないかということを書いてございます。  

 それから、その１つの要素として、中段の下から２つ目のポツでございますが、中山

間地域等直接支払制度など、既存制度との関係ということでございまして、中山間地域

の直接支払制度といったようなものが１つの先行事例としてあるわけでございますが、



こういったものとの関係ということについても議論していく必要があろうかというこ

とでございます。  

 なお、中山間直接支払制度につきましては、平成 12 年度から５ヵ年の措置として導

入されておりますので、16年度、来年度までの措置ということでございまして、こち

らの方は 17年度以降どう扱うかということについての議論を別途していく必要があろ

うかと思います。  

 それから、「構造政策の推進との関係」ということでございます。これも、やはりこ

ういった地域全体ということを踏まえた新しい施策ということで考えた場合に、現在の

零細な土地利用型農業における構造というものを温存していくということではいけな

い。こういった施策を打つ中でも、構造政策の推進ということが図られなければいけな

いという意識で書かせていただいております。  

 なお、「導入時期」、極力早期でございますが、新たな施策体系でございます。これ

につきましては、例えば、中山間地域の直接支払制度というものは、議論が行われ始め

ましてから導入まで、かなり時間がかかっております。今回それほどの時間をかけられ

ませんけれども、ただ議論としては、その具体的な仕組みを議論する前に、まず干して

おくべき点ということについてご議論を賜り、またその中で具体的な提案を出させてい

ただくといったようなことで議論を詰めていってはどうかと思っております。  

 ５ページでございます。「担い手・農地制度関係」ということでございまして、先ほ

ど来申し上げましたように、今回は検討要素として、多様な担い手の育成・確保という

ことを図るための支援措置を体系的に整備するという観点。また、構造改革特区の全国

展開の見直し、そのあり方の見直しをどう図るか。また、参入規制の見直しといったこ

とを図って、多様な担い手を確保していくということを図るべきではないかということ

を掲げてございます。  

 構造改革特区につきましては当然、特区の評価委員会におきまして議論がされ、夏を

目途に一定の議論がされようかと思いますが、私どもとしても、農政の立場で多様な担

い手の育成・確保という観点から、これにつきましてどう考えるかという議論を起こさ

せていただきたいというように思っております。  



 また、多様なニーズに対忚した農地・土地利用規制の見直しということにつきまして

は、現行、農振制度という中で図っている面、また農地法で図っている面、両方あるわ

けでございますが、この両法につきまして、また関係法につきまして見直しを図るべく、

活発にご議論させていただきたいということでございます。  

 これらにつきましても、当然に極力早期に実施したいということで、導入時期につき

ましては、全部一緒の年にはなかなかならないかと思いますけれども、順次できるもの

からやっていきたいということで考えているところでございます。  

 以上、今日ご提示いたしました議論の素材としての中心は、資料４の全体構成、それ

から資料５、６につきまして、特に３課題を中心としたことで、そこに書いてございま

すように、私どもとして、議論の素材として提示させていただきましてということでご

ざいますので、具体的な施策項目自体がこれでもうおしまいということではございませ

んで、ご議論の中で具体的な提案をまたさせていただくなりして詰めていくという過程

をとりたいと考えているところでございます。  

 若干説明し足りないところもございましたけれども、以上で説明とさせていただきま

す。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明を踏

まえながらご発言をいただき、意見交換ということにしたいと思いますが、その前に、

山田臨時委員が到着し、着席されておりますので、ご紹介いたします。  

○山田臨時委員  遅れて済みません。  

○生源寺部会長  それでは、どの部分という形の特定はいたしませんので、今日は、

ある意味で総論的な形の資料を提出していただいておりますので、どの部分についてで

も結構でございます。ご意見あるいはご質問があれば、遠慮なく挙手をいただければと

思います。森本委員。  

○森本専門委員  全体的な大体の話はわかったわけでございますが、これは部会長に

お聞きすればいいのか、皆川課長にお聞きすればいいのか、私の方ではちょっと判断し

かねますので、どちらでもいいんですが、これだけの膨大な量の見直しをやろうとする

ときに、月１回なり月２回なり、こういう企画部会が開催されて、２時間程度の会議が



予定されております。私自身これを見たときに、これだけの人間が集まって、この程度

の時間で本当にこれに対して委員として理解できるのかなという気がするんです。  

 私自身も、政策評価会という中で入っておりますが、１年目というのは、本当に週に

１回ぐらいのペースでやって、やっとわかったというところがあるんです。この基本法

というのは、またそれ以上にいろんなところに横断しております。特に、品目的な横断

とかということになると、もう一度基本法をつくり直すみたいな、そのくらい大変な作

業だと思うんです。それをこれぐらいの会議で本当にやれるのかなと。  

 もし、この企画部会というものが、ただ単に国民に、基本法の見直しということを説

明するときに、こういった第三者機関、審議会を経てちゃんと承認されたものですよと

いうだけのただのフィルターの役割しかしないのであれば、私はこれに対しての責任は

大きいと思いますので、はっきり言って、これから先、専門委員を続けること自体も、

私は農業の代表として入っておりますので、ちょっと怖いな、本当に理解できてやれる

のかなという気が今しているところでございます。  

○生源寺部会長  今の点につきましては、まず役所の方から。  

○皆川企画評価課長  まだ日程のことをご説明していないんですけれども、最後の方

にまたご説明させていただきますけれども、私どもとしては、確かに大部でありますし、

かなり深い議論というものをせざるを得ないというふうに思っております。そういう意

味で、当然に委員の方々のご理解を極力円滑に図っていただくべく、私どもとしても、

審議会で全員がお集まりいただく場だけではなくて、個々にご疑問の点とか何かにつき

ましてお答えさせていただくということも含めまして、濃密な議論ができるように私ど

もなりにも配慮させていただきたいと思っています。  

 ただ、いずれにせよ、個々の委員の方々にさまざまな観点からご議論いただくという

場も必要でございますし、またそれ自体は、かなりお忙しい方々でございますので、当

然にある程度の限定はかからざるを得ないわけですが、そういった場だけではなくて、

いろんなご意見なりをちゃんといただけるように努力をしてまいりたいというふうに

思っております。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。今後の進め方につきましては、今

の時点ですべて、最後の最後まで、こうすべきという形で定めることはなかなか難しい



要素があろうかと思います。尐なくとも、今回はそうしていただきましたけれども、資

料を事前にある程度読む時間がある形で配付していただいて、十分に理解した上で臨ん

でいただくということ。また、会議の時間につきましては、せっかくおいでいただいて

いるわけでございます。そのことと、非常にお忙しい皆さんにお集まりいただいている

ということを踏まえまして、ぎりぎり議論が十分できるような形で確保していく、尐な

くともこういったことは心がけてまいりたい、こう思います。  

 そのほか、これまでいろいろな会議の中で、例えば、紙ベースで意見を提出していた

だく、こういう手法をとったケースもございます。今回それをとるというふうに今、私

申し上げているわけではございませんけれども、しかし、テーマあるいは議論の進捗に

よってはそういったさまざまな方法も、あるいはとる必要があるかと、こんなふうに考

えております。  

 そのほか、いかがでございましょうか。進め方というようなことでも結構でございま

す。安髙委員。  

○安髙委員  議論の進め方ではなくて、議論の中身なんですが、「食料産業の持続的

な発展」、こういう表記がしてありますが、私はここのところは非常に重要な問題であ

ろうと。基本法の中にも、この部分は「農業の持続的発展」と書いてあるところでござ

います。どのように違うかと申しますと、「食料産業」といった時点で、物を見ている。

もっというと、物しか見ていない。農業と来れば、「農」の字が入っております。実る

ということです。生命を扱い、土地、自然から生命を生み出す有機的な仕組みの中で物

をつくり上げていくということ。その中に多面的機能も絡んでまいりますし、人も絡ん

でまいりますし、集落、社会も絡んでくるということ。  

 「食料産業の持続的な発展」としたときに、物しか見ていないということになるので

はなかろうかと思っております。生源寺先生、東京大学で甚だ恐縮ですが、30年前、

東京大学の金沢夏樹先生が、「農政は物を見ているけれども、人を見ていない」という

ふうにおっしゃったことがございます。今、「農業」という文字が「食料産業」となっ

た時点で、ますます人から離れ、地域から離れていくのではなかろうかなと思っており

ます。  



 ちょっと冒頭で長くなりますけれども、プロ農家を育成していく、集中していくとい

うときに忘れてはならないのは、背景だろうと思っております。わき役がきちんとして

いれば、主役は育つという部分もあろうと思っております。主役しか着目していかない

政策であっていいのか、農業の結果である物だけしか見ない政策であっていいのか。そ

してまた、農林水産省の役割は、直接支払いという金を配ることではなく、制度、組織

をいかにしていくかという考え方が基本にあり、それを達成するためにいかにお金、予

算を使っていくのか。直接支払いということが来ますと、まずお金があるという印象が

してなりません。  

 そして、「ハードル」という言葉が出てきておりますが、ハードルを設定するのが農

政の役割ではなく、ハードルの越え方を教えるのが農政の役割かと思っております。そ

ういう意味で、基本的な考え方の部分にはなりますけれども、その辺のところ、食料産

業と農業の違い、あるいはまた農政の役割の部分も含めまして、どのようにお考えなの

か、できましたら、せっかくですから、亀井大臣にお答えいただければと思いますが、

いかがでしょうか。  

○生源寺部会長  それでは、まず説明をしていただきました事務局の方からご発言い

ただきまして、その後、もし大臣からご発言があれば、いただきたいと思います。  

○皆川企画評価課長  食料産業ということは、当然、農の営みの部分の農業と、それ

から、それ以外の、基本法の現行条文でいいますと、食品産業なり流通の部分というも

のを含めた言い方として、要するに、最終的に国民消費者というものに対して食料供給

をする全体の総体としての考え方を統括して申し上げているということでありまして、

物に着目して、農の部分を切り捨てるという意味ではなくて、施策としても多面的機能

の維持、さらには地域の問題ということも含めて、私どもの施策として展開をしていく

ということでございます。  

 それから、プロ農家というものがある一方でわき役が必要だということについては、

ご指摘のとおりで、私どもも、そういう意味で、地域全体で支えられている部分、これ

は農地の維持なり、地域資源の管理といったような面かと思いますけれども、こういっ

たものを地域全体として取り組んで、ですから、当然わき役といいますか、プロ農業経

営に直接に当たらないかもしれないけれども、それ以外の農村におられる方々が適切に



役割分担しながら、その地域全体をちゃんと守っていけるということの政策もあわせ、

提示をしなきゃいかぬということで、全体のパッケージだというようなことを申し上げ

てきたわけでございます。  

○亀井大臣  今、課長からも申し上げましたとおり、農業、農政の延長という中で、

食料あるいは食料産業、このような意味合いにおきまして記述をしておる、このように

考えております。  

○生源寺部会長  安髙委員、よろしゅうございますか。  

○安髙委員  一言だけ。先ほど、課長の説明がございましたけれども、繰り返します

が、でき上がったものよりも、それをつくり出す仕組み、こちらに着目していただきた

い。わき役が育てば、自然に主役が育つ。そしてまた、そうするのが農林水産省の仕事

であろうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  今の点はよろしゅうございますか。  

 それでは、そのほかにございますでしょうか。それでは、村田委員。その後、永石委

員。  

○村田専門委員  大臣が示された主要３課題ですね、品目横断的政策への転換、担い

手・農地制度の改革、農業環境・資源保全政策の確立。この主要３課題を取り上げて、

先ほど事務局からご説明のあった検討方向についてのご説明も、私としては理解できる

んです。  

 でも、この主要３課題はこれまで、まさに課題とされながら実行できなかったという

か、前回の新基本法の審議の中でも十分方向性が示されなかった問題、残された澱のよ

うな問題だと思うんです。それに取り組まざるを得なくなったという意味では、今回取

り上げるのは当然で、ぜひこの審議会でもはっきりした方向を出さないといけないと思

うんです。別のいい方をすると、これまでできなかった理由というのは、政治的な反発

あるいは利害関係者や既得権擁護団体の抵抗もあったわけで、これをやろうとすると、

当然またそれが予想されるんだと思うんです。  

 どういう結論になるか、今後の審議次第ですけれども、出た結論については尊重して

断行するんだという大臣としての決意。しかも、ここに書いてあるように、できるだけ



早くやらなくちゃいけないという切羽詰った状況にあるわけですから、その辺の決意を

伺いたいと思っております。  

○生源寺部会長  何度も恐縮ではありますけれども、大臣、よろしくお願いいたしま

す。  

○亀井大臣  この３項目、今、いろいろ説明を申し上げましたが、現実に私は４月に

就任をいたしまして、農政の構造改革、社会の変化に対忚していろいろな改革も進めら

れておるわけでありますので、やはりこの問題は農政にとりまして、待ったなしのこと

と思っております。こういうことで、実は８月の時点で指示をいたしまして、進めてお

るわけでありますので、何としても、皆さん方のいろいろな幅広いご意見をちょうだい

いたしまして、ぜひこれを実現してまいりたい、このように考えております。  

○生源寺部会長  それでは、永石委員がお待ちですので、この後お伺いいたします。  

○永石臨時委員  ちょっとお聞きしたいんですけれども、１つは、農地制度の改革の

ことなんですけれども、これについては現行農地法でも、株式会社の参入に当たっては

出資の４分の１要件、それから事業体の 10分の１の要件とかいろいろありますけれど

も、現在そういう形で、我が県の方でもいろいろ参入しつつあるということで、そうい

う状況を一回、全国的にどのくらい行われて、どういう形態が出てきているのか。特に

この問題については、私たちの県でも、市町村なんかから見ると、かなりアレルギーも

ある。  

 単なる株式会社が参入すると、いわゆる勝手気ままに営業をやられて、損しちゃうと

さっさと撤退するのではないか。単純な論理ですけれども、それは先ほど出口をしっか

りといろいろ規制したいという課長の話だったんですが、その辺、今やられていること

がどういう現象が起きているか、そのような検証が必要じゃないかなと思いますので、

その辺をひとつお願いしたい。  

 それから、もう１つは、プロ農家の育成という形で、かなり高いハードルをセットす

るということで、今、土地利用型農業は、前に米政策でも議論されたように、かなり急

がないと、地域の高齢化が思った以上にどんどん進んできている。このままでは、大臣

がいわれるように、早急にこの３つの改革の中でやっていかなければならないというこ

とで、我々も理解できますので、このハードルというような具体的なイメージが、何と



なくいろんな要件をいっぱいつけるんだろうなというのはわかるんですけれども、この

辺の具体的なイメージもどう考えておるのか、あわせてお願いしたいと思います。  

○生源寺部会長  それでは、皆川課長、お願いいたします。  

○皆川企画評価課長  農地制度についての議論の際、後で日程の中で、担い手・農地

制度、３月にも行うということなので、その際には永石委員のおっしゃった、現行で新

しい農地法なりの改正というのは逐次行われてきているわけですが、新しく入ったもの

がどのぐらいあり、それがどういったものをやっており、その状況をいかに評価するか。

評価し切れない面もありまして、例えば、特区のあれも、参入といってかなりの数が来

ておるわけですが、その評価を仕切ることはなかなか難しいまでも、そういった材料と

して、事例なり統計的なものなりを当然にご提示させていただきたいというふうに思っ

ています。  

 それから、プロ農業経営というもので土地利用型の農業のハードルのイメージという

ようなことになるわけですが、１つの先行事例として考えますと、米政策改革でも、担

い手経営安定のための対策として、これは稲作ということになるわけですが、一定の経

営の大きさというようなことを想定しながら、新しい施策も 16年度からスタートする

ということがあったわけですし、そういう意味で、役人のやることですから、当然に経

営の状況だとかいうことになりますと、そういった農地の大きさだとかという議論、さ

らには経営としての大きさという議論といったようなものが具体的には出てくるので

はないかと思いますが、現時点ではちょっと、それ以上は申し上げることができないわ

けでございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。今の点につきましても、個別の問

題について議論する際に、役所からもご説明いただき、委員の皆様からもいろいろご意

見をいただければと、こう思います。  

 それでは、立花委員、それから坂本委員の順番でお願いします。  

○立花専門委員  この資料の第５、課長の方からご説明いただいて、私も大体の輪郭

を頭によく入れることができました。若干、釈迦に説法ということで、先ほど森本さん

の方から、ちゃんと議論してもらいたいんだという話があった、私もそれは全くそのと

おりだと思うんです。構造改革と一口でいうわけですけれども、やはり素人なりに、こ



れからの農業、その生産を担う農業後継者の実態が、果たして一体どうなっているのか

ということを国民全体で共有することが出発点になると思います。人の問題というのは、

ある意味では身近でわかりやすいわけです。この農業後継者の実態というものを皆さん

で共有して、問題を先送りしないでちゃんと見るんだ、そういうのが健全な危機感だと

すれば、今回の改革のベースには、こういった健全な危機感を共有する必要がある。  

 その場合の大きな視点は、農業後継者の実態に目を向けることが非常に大事ではない

か。農業後継者の実態というのは、全国レベルでは新規の学卒の就農者が大体 2,000

人とかという話をよく聞くわけですが、そういった全国レベルでのデータは、もちろん

それはそれで必要でしょうけれども、例えば県単位とかあるいは市町村単位、さらには

５年に１回の農業センサスで判る、集落ごとの後継者のデータというのは、現行の基本

計画をつくる５年前に一体どういうことだったのか。今日の時点において、後継者の実

態は一体どうなっているのか。さらには、ご説明伺うと、一忚 10年先をターゲットに

置くとすれば、10年先はみんなそれぞれ平等に 10歳年をとるということになれば、リ

タイアする人もいるでしょうし、あるいはそれ以外の要因でやめる人も出てくるかもし

れない。  

 そういう意味で、後継ぎがいなくなるという健全な危機感をお互い持って、我が家を

どうしようか、あるいは我が集落をどうしようかというのは、それぞれのことで当然や

られているんでしょうけれども、やはり農村の１戸１戸が、自分たちは５年先どうしよ

うかということで、自分が農業をやるのかあるいは土地を貸すのか、あるいは売るのか、

つらいけども、個々の農家のそういった経営判断といいましょうか、５年先、10年先

を見て、その場合に集落に後継ぎがいなきゃどうしようかとか、そういった議論がベー

スになるわけです。  

 そういう意味では、農業後継者に関するデータをどうやって国民なり地域なり集落な

りで、５年前、現状、10 年先どうなるのかということを共有することが、健全な危機

感を持って、自分の農家、１戸１戸どうしようかという議論につながってくると思うの

で、ぜひこういったデータの公開なり共有化なり、あるいはそれをベースにしてどうし

ようかという健全な議論をやることが構造改革の大前提だろうと思うんです。土地の集

約化は強制的に、権力的にできる話でもないので、ぜひそういった意味では、健全な危



機感をどうやって共有するか、そのための手法として、私はこの後継者のデータを活用

するというのが１つのやり方じゃあるまいかという感じがいたします。  

 その上で、各集落の農業をどうやって再現するか。これは恐らく皆さん方あるいは行

政当局も、いろんな再編の手法なりメニューがあるんだろうと思うんです。地主組合を

つくるとか農業基盤の整備をどうやるかとか、あるいはその後の営農をどうやるか、農

地を賃貸に出した場合に、リタイアした高齢農家の処遇といいましょうか、集落の１区

画にホビー農業的な形で、高齢農家のためのそういった区画を確保するとか、都会の人

の自家菜園の管理を請け負うとか、いろんなやり方があり得るんだろうと思うので、先

ほどのお話ですと、３つの施策をセットで考えていく必要があるといったのは、そうい

う意味で、私もそのとおりだと思っております。  

 ２つ目は、皆川課長のお話を伺っていて、私もそうだと思ったんですが、ちょっと１

つわからなかったのは、資料５の３ページのところに「考えられる支援の要素」という

ことで、収入・所得の変動による影響の緩和は、従来からやってきた。  

 新しい要素として、「諸外国との生産条件の格差の是正」ということがあって、要す

るに、農業者の最大限の努力をしても、克服できない要因をどうやって国民全体でサポ

ートしていくか、これは非常に大事な視点だと思うので、ぜひ議論を詰めていく必要が

あると思うんです。その場合、平たくいうと、ここには、ある意味では消費者の視点が

欠けていると思うのです。つまり、こういう格差の是正を何らかの形で政策的に補てん

するとすれば、消費者は国際価格で入手できるという意味なんだろうと思うのです。で

すから、国際価格と国内での、最大限努力しても克服できない壁のところをどうやって

補てんするかという議論を突き詰めていくと、消費者に対しては国際価格で食料が入手

できるような方策を講ずるという視点が出てくる訳で、そのためのコストは一体どうし

ようかということになる。克服し得ない、日本の自然条件によって必然的に出てくる高

コスト要因、土地、自然条件、それは、基本的には合理的なものであれば国民全体で負

担しようという議論になってくるわけです。そういう意味からも、諸外国との生産条件

の格差是正。その結果としては、消費者、実需者は、基本的には国際価格で食料を入手

できる。そういう方向がはっきり出てくると、国民全体でこの問題を共有できるのでは

ないか。あるいはその負担の議論になったときに、消費者にも忚分の負担というのが、



ある一定の合理性が出てくるとっかかりになるのではないか、そんな感じがいたしまし

た。  

 ただ、ちょっと私、この負担の問題になるときには、基本的にはモラルハザードをど

うやって起こさない仕組みにするか、あるいは納税者、タックスペイヤーの理解を得る

ような仕掛けをどうやってつくるか、それがこれからの議論の中で当然詰めていくべき

ものだろうと思っております。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 できるだけ一問一答という形は避けてもらいたいとは思いますが、今、かなり具体的

に、特に前半の、地域のレベルでの後継者といいますか人の展望というあたりは、恐ら

く統計部あるいは経営局なんかにも関係するところだと思いますので、今、この時点で

何か、具体的にお答えするかどうかということも含めて、今後のご議論の中でお答えい

ただくことも含めて、何かコメントがあれば、お願いしたいと思います。  

○皆川企画評価課長  今の土地利用型農業における農業構造、その中で、世代交代の

状況の中で、どういった新しい担い手がいるのかいないのか、そこのところが１つ大き

な、構造を見通す意味でも大事な点ではないか、またそれを、ただ単なる全国一本では

なくて、地域の状況ということも踏まえて、認識を共有化したらどうかというご提言だ

ったかと思います。  

 当然、担い手なりの施策についてのご紹介の中で、そういった状況と、全国と、それ

からまた地域は事例的なものになるかとも思いますけれども、こういった状況の地域が

こういったところにありますということについての資料をまたおつくりし、ご提示をし

たいと思っております。  

○生源寺部会長  ２番目の点については、いかがでしょうか、何かございますか。国

際価格、消費者利益、それから納税者の負担、こういった点ですが。  

○皆川企画評価課長  大きな点からいいますと、いわゆる国境に過度に依存をしない

ということの方向性をたどれば、当然にそういった消費者利益という観点で、方向性と

しては大きく変わってないわけです。  

 ただ、一方で、国境自体については、私どもの基幹的な農産物について、やはり一定

の国境措置ということ自体が全部否定されるわけではないのではないかというところ



もございまして、そこら辺については、国境がそうでなければ展開できない国内的な農

政ではないといいますか、国境と尐し距離を置けるような農政展開にできないかという

のが、まず国内的な議論としてはあるのではないか。また一方で、今後の国際的な環境

の中で、日本の農業をどう守っていくかという意味での国際関係での議論というものも、

この場で全部仕切るかどうかは別にいたしまして、当然に側面的に議論としてはあるの

だろうと思っております。  

○生源寺部会長  それでは、坂本委員。  

○坂本専門委員  先ほどから、今回、計画についての意気込みをお聞かせいただいて、

具体的にある程度方向をお示しいただいたということで、非常に期待が持てるなと思っ

ております。  

 今日は、何点か質問をさせていただいて、また次の会合のときに、法人の仲間たちが

まとめた提案を議論してくれておりますので、それを持ってきたいと思っております。

お答えいただけるところは、一問一答はできないということでしょうが、お願いしたい

なと思います。  

 まず、我が県の山口県で、鳥インフルエンザが発生したわけでございまして、大変、

国民の皆さん、また農林省を含め、皆さんにご心配をおかけし、ご協力いただいている

わけでございますが、他の地区に広がらないことを本当に念じておるわけございます。

ただ、今、30キロ圏内は出荷停止という措置がとられておりまして、法人の仲間を含

めて、農家は大変な経営のダメージを、一日一日受けているわけでございます。これは

停止措置ということでございますが、素人みたいなご質問をして申しわけないのですが、

こうしたときの補償制度というのは、一体どうなっているのでしょうか。発生者責任と

いう、裁判に持ち込むというような考え方で制度があるのか、起こした人がその 30キ

ロ圏内を責任とるのだというのか。ある程度この場合は、その責任について非常に難し

い状況下にあるのかというときに、これからの食料安全保障ということも含めて、これ

に対する補償制度をどうしていくのか。また、今回の 30キロはどういうふうにお考え

なのか。こういう場で質問していいのかどうかわかりませんが、非常に重要ですし、我々

の明日に影響いたしますものですから、お願いしたい。  



 また、このような鳥インフルエンザ、ＢＳＥという、国際間、地域間の農産物流通に

大きな問題を起こしているということから考えましても、これからの食料安全保障対策

ということについて、視点に入れておかないと、これは大変なことになるんじゃないか

という気がします。自給率が、45％は難しいよというような意見もちらほら耳にするの

ですが、これはもう一度、国民の中で真剣に議論して努力しないと、大変な問題だなと

いうことでございます。お答えいただければ、鳥の問題、その補償の問題がどうなって

いるのかということでございます。  

 それから、地域農業の担い手支援政策ということでございますが、私、支援政策の体

験を、30年間、自称ではありますが一忚プロ農業者としてやってみたわけでございま

して、皆さんもご存じのように、自立経営農家の育成、中核農家の育成、専業経営体の

育成、認定農業者の育成等々、時代時代において、我々は政策的象徴になってきたんだ

なと思うわけですが、実質は価格政策であり、転作についても、兼業農家も専業農家も

一律分配であったという事実。したがって、おれは専業農家でいくんだよ、自立経営に

なりたいよという私どもの仲間が、たくさん兼業農家に転身していったという事実を見

るとき、今日、皆川課長の方からすごい意気込みを感じうれしくなりました。これは大

変だと思います。社会的な大きな流れの中ですから、一気にはいかないにしても、ぼち

ぼち、ＷＴＯ、ＦＴＡの問題にどう対忚していくかということも含めて、ぜひ皆川課長

以下農林省の皆様方のお知恵と、我々委員の皆さんのお知恵をいただいて、新しい方向

が出てくればと思うわけでございます。  

 特に政策の流れにつきましても、こだわるわけではありませんけれども、補助事業と

いう制度があるから利用しようとしましても、段階的に、国から県知事に行き、市町村

長に行き、事業主体まで行く中で、その公共性とか、地域合意の名のもとでどんどん計

画を変更させられていっているわけなんです。それは、民主主義国家ですから正しいと

は思いますが、今回の政策ルートの話を出すこと自体が、おまえ、間違っていると怒ら

れるかもしれませんが、せっかく政策をつくったときに、どう必要な人にスピードをも

って流れていくかということもぜひ議論しないと、幾ら政策をつくっても、なかなか必

要なところに必要なときに必要なものが必要に流れないという感じを持っているので

す。これについては、お答えは必要ございません。  



 それと農地問題で、これから農地法の問題について議論が始まっていくのだろうと思

いますが、１点だけ、私は法律がわからないのですが、所有と利用を分離しようという

議論が非常に盛んですが、これは法的、制度的には、現法律で可能なのかどうか。これ

は今日でなくてもいいのですが、どうすればそれが可能になってくるのかというあたり

のお考えをお示しいただいたら、これからの参考になると思っています。  

 ちょっと長くなって済みません。  

○生源寺部会長  関連でございますか。それでは大木委員。  

○大木委員  今の方のご意見の関連なのですけれども、私も２つ目の自給率というと

ころですが、アメリカ産の牛肉のＢＳＥが発生して輸入が停止になったということだけ

で、すごい混乱をしている。こういう日本の食料事情は、やっぱり私は異常だと思うの

です。まさにこの食料の自給率ということをもっと真剣に考えていかなければならない

と思っております。  

 そこで、日本の農産物とか畜産物というのは、今までは、高いから輸入に依存してい

こう。消費者も、安い方がいいから、それを買いましょうという傾向に、確かにあった

と思う。ですから、決して輸入が悪いとかいうことではありませんが、この依存の状況

というのが、考えますと、いつまで続くのだろうかという不安が消費者にあります。そ

れから、代替というか、かわりにしたときに、果たして精査がすぐできるのかなという

心配もありますので、ここら辺のところを、今がこういう時期で、チャンスというか、

しっかり考える、国民がみんなで考えるチャンスだと思いますので、このところもＰＲ

が必要だと思っております。  

 それからもう１つは、日本の国は人件費も高いし地理的条件も難しいんだからという

ことは、みんなわかっているわけです。それで、やむを得ないところは、コストをきち

んと国の方から支払ってあげましょうということも、今までもやってきたと思うのです

が、これからもそれは消費者として必要だと思います。でもそれが、今までにただやっ

てきたというだけで、なかなか情報というものが、理解できるような情報が消費者にな

かったと思います。ですから、こういうところにも、情報の提供というのは、ちょっと

ここに言葉があってもよろしいのではないかと思うこと。  



 もう１つは、５番目のところ、コストの削減努力というのがよくありますよね。生産

者のコスト削減努力といわれましても、生産者が果たしてどこまで削減したらいいんだ

ろうかという目安がわからないと思います。ここまで削減したら、国がこんなふうな考

えがあるよという、そういうことについても、一般生産者にわかるように、これから議

論すべきだと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 関連でございますか。  

○安土専門委員  多尐はありますが、どうぞ。  

○生源寺部会長  そうですか。  

 それでは、今、大木委員、それから坂本委員のお話の中で共通の問題が、食の安全の

問題と食の安定供給の問題と、リンクした事態が生じているということで、この点につ

きましては、特に坂本委員からは補償のことのお話がございました。  

 消費・安全局長、お願いいたします。  

○中川消費・安全局長  消費・安全局長でございます。  

 坂本委員の方から、山口県で一事業者のところで発見されました高病原性鳥インフル

エンザについてのご質問でございます。  

 １月 12日に発生が確認をされまして、実はこれの防疫対策というのは 21日に終わっ

ておりますので、防疫対策のマニュアル上からいたしますと、21日を起点といたしま

して基本的に 28日間、半径 30キロ以内の鳥ですとかその製品について移動制限をお願

いしているわけでございます。現地におきまして、発生確認以来、大変ご協力をいだい

ておりまして、幸いにして、今のところこの 1件ということでありますので、他方、ア

ジアで蔓延をいたしておりますけれども、我が国内において、ぜひこれがほかに伝播し

ないようにということで、私どもも最大限の努力をいたしておるところでございます。  

 そこで、家畜伝染病予防法におきましては、発生した農家について、たとえそれが生

存している家畜であっても、まずそこについては殺処分という形で全部処分をしていた

だかないと、ほかにそれが原因になって蔓延をするということで、発生農場につきまし



ては、こういった生きている鶏も含めまして処分していただく。そういった経費につい

ては、手当金という制度がございます。  

 問題は、その周辺の農家の方々につきまして、鳥の場合は、毎日卵を産みます。そう

いった点で、何か対忚策をしてほしい。これは山口県の方からもいろいろ要望をいただ

いておりますが、家畜伝染病予防法のもとでの考え方といいますのは、移動制限に伴い

ます経済損失というのは、先ほど申しましたように、移動制限期間 28 日が定められて

おりますが、一定の期限内の一時的な制限ということで、廃棄や処分というものを直接

求めているわけではない。幸いにして、今は冬場でございますし、卵の場合もしばらく

もつということでございます。そういう意味で、補償という形のものは、制度上はござ

いません。ただ、それにしても、えさ代もかかるということでありますから、一種のつ

なぎ資金としまして、家畜疾病経営維持資金、これは低利の融資でございますが、こち

らをとりあえず活用していただくというのが当面の対策でございます。  

 先ほども言いましたように、県の方からいろいろとご要望がございますけれども、こ

ういった制度でございますので、国として果たして対忚が可能かどうかということにつ

いて、今、検討をし、また判断をしていきたい。もうしばらく時間をいただきたいと思

います。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、安土委員。  

○安土専門委員  私は、農業には基本的に門外漢でありまして、ちょっと見当外れな

ことを申し上げるかもしれないのですが、海外との圧倒的な生産条件の格差がある。し

たがって、プロ農業者への支援を集中しなければならないということは、非常によく理

解できます。そして、ハードルをしっかりと設ける、その例として挙げられたのは規模

ということだったのですが、ちょっと突飛な例を挙げるようですが、もし今から十数年

前に小売業の規模の大きな大手に、海外の小売業と圧倒的な差があるということで、こ

れに集中的に支援をしていると、その対象は、ダイエー、イトーヨーカ堂、ジャスコ、

西友になる。そのうちの２社は効率が悪くて、その後破綻してしまったわけです。そし

てその間に、小売業では、ユニクロ、ドン・キホーテ、大創、しまむらというような、

全く想像もつかない新しい小売業が、全く違う形でどんどんと育っているわけです。  



 ということは、支援の集中は、非常によく理解できるし結構なんですが、問題は、支

援が集中されたプロ農業者同士の間に激しい自由競争が行われるかどうかというとこ

ろにあるのではないか。もしその競争がなければ、別の問題が起こる。一番私が気にな

りますのは、「主要３課題についての検討方向に関する参考資料」６のところに、「品

目横断的政策におけるプロ農業経営（イメージ）」というところの最後に、「効率的か

つ安定的な農業経営」とあります。もちろん安定してくれなければ、食料の問題に絡ん

できますから、非常に困るわけですけれども、一方、経営がただ安定するだけだと、効

率の悪いものを保護することにならないか。さらにそれは新たに生まれてくる効率のよ

いものを阻害することにならないか。  

 そして、激しい競争があるということは、これは、生き残るものとつぶれるものがあ

るから競争があるわけであって、実は私自身の体験でも、小売業として、非常に激しい、

つぶれるかもしれないという競争を何度もしてまいりました。不思議に、そういうとき

に知恵が出てきます。もうだめかと思うと新しいアイデアが出るということを何度も経

験しています。つまり、支援されたプロ農業者同士が、つぶれるかもしれないという恐

れをもって仕事をすることの競争の条件を確保すること。それから、滅びた場合には、

かわりに、新たに生まれてくるものに道が開かれていることの２つが基本的な条件であ

り、またそれが消費者の望むところではないかと思うのですが、そのあたりについては

いかがお考えでしょうか。  

○生源寺部会長  これは企画評価課長、お願いします。  

○皆川企画評価課長  当然に私どもも、支援の集中ということに関して、それに安住

するという形で、そこに、いってみますと改革努力というものをなくしてしまうような、

モラルハザードということで大きく触れるかと思いますが、そういった状況が生じない

ような形というものをどうつくっていくのかということかと思います。  

 ただ、一方で、いわゆる、農地、水という、いってみますと通常の資本財のように、

移動性がなかなかないものを使いながら安定的に営農条件というものをある程度整備

してやらなきゃいかぬという側面もありまして、小売業等と若干違う点というものも当

然ございます。そういう中で、安定性をどこまで求め、またその中でもモラルハザード



を防止するということで、なかなか難しい道筋だとは思いますが、具体的な検討の中で、

その道を探ってまいりたいと思っております。  

○生源寺部会長  それでは、豊田委員、中村委員、山田委員、この順番でお願いいた

します。  

○豊田委員  ちょっと一言触れさせていただきます。  

 まず、自給率問題ですが、自給率を回復する上で、日本の農産物を輸出していくとい

う観点からの振興方策を、もう尐しアクセントを置いた方がいいんじゃないかと考えて

おります。リンゴが、台湾にこの間非常に輸出が増大しておりまして、現地で、アジア

の人たちが豊かになってきたということで、この前、『ＡＦＦ』の 12 月号に、アグネ

ス・チャンさんが、香港では、日本の果物は宝石のようにきれいで美しくて好まれてい

る、こういうお話が出ていました。こういう観点から、今まで、自給率問題では悲観的

な見解が非常に多かったのですが、こういう方向もあるんだということで、輸出振興

等々が必要ではないかなと感じております。  

 それから、今、国際規律と今回の農政改革の対忚ということについて、るる議論がさ

れておりますが、品目横断的な直接支払政策を導入するに当たりまして、やはり、国内

改革と国際対忚の同時進行ということは非常に重要ではないかと思われます。そういう

意味で、価格政策から所得政策へ転換を図っていく。特に経営所得安定政策を農政の基

本路線にしていくというのは、私も大賛成でございますが、それと、国際協約に基づき、

国際的に認められた政策、制度の枠組み、手法、いわゆるグローバル・スタンダードを

前提とした政策体系の構築というのを、どう調和させるかということが、今、求めてい

る一番のポイントではないかと思われます。  

 今日のお話でも、資料の３にありますように、ＷＴＯに合わせてＦＴＡについて積極

的かつ戦略的に対忚するというご指摘がございまして、シンガポール、韓国に続きまし

て、ＡＳＥＡＮとの提携が急がれているということでございますが、ＷＴＯに対する基

本方針に比較して、ややＦＴＡ基本戦略の構築が、どうも遅れているような印象を受け

ております。  

 つまり、ＦＴＡといいますのは、２国間なり多国間における自由貿易協定でありまし

て、世界にはＥＵ型と、北米自由貿易協定、いわゆるＮＡＦＴＡ型の２つのタイプがあ



りまして、ＥＵ型は関税同盟としての自由貿易、国別農業政策の再編、可変的な国境調

整、域内保護、財政共同負担、こういうヨーロッパの手法がございますし、ＮＡＦＴＡ

型は、米国とカナダ、メキシコの３ヵ国の協定で、地域内部の経済格差に対処しながら、

個別品目ごとにＳＧやＴＲＱという詳しい方策を定めて、余り詳しくて、電話帳サイズ

に厚くなってしまったという有名なお話がございます。こういう包括的な協定がござい

ます。日本はこのどちらを選ぶかというＦＴＡの基本戦略が、まだどうも明確に私ども

に伝わってこないメッセージがございます。  

 南米南部共同市場はＥＵ型を選んでおりますし、オーストラリア、ニュージーランド

の経済緊密化協定、ＣＥＲはＮＡＦＴＡ型を選んでおります。そういう中で、日本はど

うしていくのかということは、これからアジア諸国との国際協調が求められる中で、緊

急に必要な課題、もう今必要じゃないかと、私は非常に危機感を持っております。  

 そういう意味では、ちょっと提案的になりますが、東アジア農業貿易協定といった、

将来アジアと共生する農業政策の方向を見据えた個別ＦＴＡを積み重ねていくという

ような、何かそういう、この基本計画が 10年の計画だとしますと、国際対忚の方も、

国内改革と合わせて同時進行の青写真を描いておく必要があるのではないかと感じて

おります。  

 その中に盛り込む要素としましては、食の安全性を確保するためのトレーサビリテ

ィ・システムを、国境を越えていく、あるいは食品市場の安全、食品市場の整合化のア

ジア的なスタンダードをつくっていく、あるいは食品産業の知的所有権を相互尊重でき

るようなアジアのコモンセンスを得ていく、あるいは品目別セーフガードなどの公正な

農産物貿易を確立する、あるいは食品安全性を認証した農産物については、関税の優遇

措置を与えるとか、消費者の視点から見て、どうしてもそれは必要だと思われるような、

そういう要素を盛り込んだ、ＦＴＡの、何といいますか、アジア共通政策というのでし

ょうか、そういったものを打ち出しながら対忚していく、そういうことが今、喫緊の課

題ではないかと私、思っておりまして、先ほどご説明がございましたが、ちょっとつけ

加えさせていただきました。  

 あと、細かい論点については、あと３回議論があるということですので、そのときお

話しさせていただきたいと思います。  



○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 今日の会合は、個別の論点に入る前に、背景認識などについても深めるということか

と思います。今のＦＴＡの関係につきましては、国際担当の方から何かコメントがあれ

ば。  

○内藤参事官  参事官の内藤でございます。  

 ＦＴＡについての前に、輸出振興でございますけれども、16 年度予算で大幅に増額

をいたしまして、輸出振興に力を入れていきたい。特に、あまり輸出について経験のな

い産地、業者の方がおられますので、そのノウハウ、それから相手方の制度、そういっ

たものも調べながら、情報提供も密接にやっていきたいと思っております。  

 それから、ＦＴＡでございますけれども、基本戦略、農林水産分野に限っていいます

と、どうしてもＦＴＡというのは、原則関税撤廃、すべての関税、制限的通商規則を撤

廃するということが原則でございますので、その中で動くということになりますと、農

林水産分野はかなり難しい問題を抱えておるわけでございます。多面的機能の維持、そ

れから食料安全保障、今の農政改革の動き、こういったものに十分配慮しながら、私ど

も、進めていかなければいけないと思っております。  

 その際、私どもの基本的考え方は、政府全体でございますけれども、単に関税の話だ

けではなくて、今おっしゃったような安全性ですとか、いろいろな広範な協力ですとか

投資ですとか、人の移動なんかも出てまいります。そういった極めて広範な分野につい

て交渉していく必要があるだろうと思っております。ですから、すべてのものを１つの

パッケージとして積み立てていって交渉していきたい。そういう中で、農林水産業につ

いても、私どもとしても積極的に対忚していきたいということでございます。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 今、４時 15分前ぐらいでございます。  

 実は、今日、中身の議論とともに、多尐、今後の進め方についても最後にご議論いた

だきたいといいますか、ご検討いただきたいというのがあるわけございます。まだ発言

されていない方がかなりございまして、ここでお諮りしたいのですけれども、もちろん、

用事のある方は結構でございますけれども、２時間の予定で一忚会議は組んでおります



けれども、もし発言のご希望の方が多いようであれば、多尐お時間を延ばさせていただ

きたいと思います。したがいまして、余り時間を気にせずに遠慮なくご発言いただきた

いと思います。と同時に、できるだけ手短にお願いいたします。  

 それでは、中村委員。  

○中村委員  今日は全体的な話でありますので、大きく２点ばかり、意見とお願いを

申し上げたいと思います。  

 １点は、今回の検討は新たな、大きな農政改革になると思いますので、示されており

ますように、目標年次を 10年程度はとって検討すべきだと考えます。検討項目はこれ

からいろいろ出てくるとは思いますけれども、ただ、この点は、この中に触れられてお

るのかもわかりませんし、あるいは、自給率がなかなか向上しない中で非常に困難だと

思いますけれども、農業の大きな位置づけとして、化石エネルギーの代替、あるいは新

素材生産としての農業、そういう視点も長期的には農業の戦略産業として踏まえておく

べきことではないのかなという気がしておりました。  

 それから、大きな２点目は、主要３課題について２点お願いをしたいと思います。  

 これもこれから出てくると思いますが、１つは、品目横断的政策関連で、12月９日

にもお伺いをしたわけでありますが、この制度対象につきましては、大型畑作を優先を

して、水田作については、この改革プログラムの検証を踏まえて検討する。また、野菜、

果樹、畜産は、既存の品目別制度の見直しに整理されています。  

 ただ、ＷＴＯだとかあるいはＦＴＡの情勢を見ますと、こうした部門のプロ農家とい

えども、極めて厳しい状況に置かれるのじゃないかと思います。したがって、収入だと

か所得の変動に対する従来の対策に加えまして、経営者みずからが内部蓄積をするとい

うことも考慮した、新たな安定対策を検討項目としてつけ加えてはいただけないのかと

いうのが１つでございます。  

 それから２つ目は、農地制度と農地政策でありますが、農地制度の面では、いわゆる

特区の全国展開で触れておりますけれども、いろいろな例が出てきておりますが、まだ

始まったばかりであります。この農地制度の検証は１年２年では困難だと考えます。こ

れから議論になると思いますけれども、慎重を期してご検討をお願いしたいということ。

それから農地政策につきましては、これは担い手あるいは経営者に農地を思い切って集



団化、集積するということでありますが、これは長年、我々も努力してきておりますが、

生産調整の問題、あるいは個人の論理と集落の論理の問題、あるいは生産力の低さ等も

あって、非常に難しい問題であります。また、今後さらに、不在地主の農地をどうする

かという問題もあわせまして、大きな課題であり、新しい政策の構築がどうしても必要

だと思いますので、先ほど課長からもお話がありましたけれども、しっかりした議論を

していただきたいということであります。  

 それからもう１点は、安定供給の視点でお聞きしたいと思っています。先ほども出て

おりましたけれども、今、国民への安定供給については、国内生産と、それから安定的

な輸入と備蓄ということで仕組みができているわけでありますが、本当に今も、この輸

入が安定した制度になってるのかという意見をあちこちで聞きますし、私もそうだと思

っています。今のこの制度、輸入安定ということは、ちゃんと地に着いているのかとい

うこと。  

 それから、大変難しい問題だと思いますけれども、アメリカのＢＳＥ問題に関連して、

一企業が一極集中するということで混乱を招くということで、そういう危険分散も安定

輸入についてはあるのではなかろうかと思いますが、そこまで企業を行政が指導できる

かという問題もあろうかと思いますけれども、いずれにしても、現場で、安定輸入とい

う仕組みをつくっているけれども、本当に安定しているかどうかということを、一回聞

けということもございましたので、お尋ねしたいと思います。  

○生源寺部会長  最後はご質問ということでございますので、総合食料局長。  

○須賀田総合食料局長  ご質問の趣旨が、あるいは理解してないところもあるかもし

れません。  

 昨年以来、アメリカのＢＳＥ、東南アジアの鳥インフルエンザということで、我が国

にとって主要な輸入先国で不測の事態が生じた、かつて経験したことのないことでござ

いまして、私どもも、こういう短期的な不測の事態にどういうふうに備えるかというこ

とを、かねがね備蓄なり在庫なりを担保するという対忚をとってきたわけでございます

けれども、その想定の中に、こういう家畜の疾病ということがなかったわけでございま

して、今後はこういうことも想定をしながら対忚する必要があろうかと思っております。  



 それから、先ほど来、こういう経験を踏まえて、安全、安心という観点から、国内生

産に重点的な対忚をしていくというふうに考え方を変えるべきではないでしょうかと、

消費者も含めまして、多くの方々から指摘を受けておりまして、私どもも、あるいはそ

ういう対忚ということを腰を据えて考えないといけないと思っております。  

 ただ、その場合に、生産構造が脆弱なまま、高コストといいますか、価格の高いもの

を供給していくということでは、なかなか国民の皆様方の理解が得られないということ

もございますので、やはり、強靭な生産構造に変えていく、そして、できるだけ安定し

た価格で供給をするということが待ったなしだ、そういう意味からも、構造改革をアピ

ールしていくというふうに認識をしております。  

 それから、一極集中の問題を多くの方からいわれました。これは、食品産業、外食産

業の皆さん方の企業行動の問題で、できるだけロットが大きくて効率的に輸入するとい

う面からは、一極集中という企業行動をとっておられるところが多いと推察をしており

ますけれども、今回の件で、外食産業の皆様方にもよく聞きますけれども、材料をいろ

いろなところから得られるような体制にしないといけないのかなということを私ども

も聞いておりますので、この点に関しましては、いろいろ外食産業等の皆さんと今後お

話ししていきたいと思います。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、山田委員、お待たせしました。  

○山田臨時委員  皆川課長から、先ほどの説明で、北海道においてもさらなる生産性

向上や規模拡大が必要だという説明がありました。しかし、日本のような、雤が多くて、

アジアモンスーンの水田農業であり、かつ零細、分散所有という歴史的な事実があるわ

けですが、これは、どう工夫してみたって、なかなか新大陸型農業にはならないという

ことであります。そういう意味で、大事なことは、我が国の農業の将来像をどう描くの

かということについて、共通認識が何としても必要と思うわけであります。  

 どんな共通認識か、３つほどあると思います。  

 １つは、これは立花さんが先ほどおっしゃったこととも関連しますが、水田の土地利

用型農業において、圧倒的に担い手がいなくなっている、これが大きな課題だろうと思

います。水田集落は８万あるといわれておりますが、先ほどから説明がありますように、



主業的農家がおよそ８万ちょっとでありますから、１集落に 65歳未満の担い手が辛う

じて１人いるという実態なわけですし、それから、稲作を中心とする主業農家の所得は、

農業関係だけで 300 万程度であります。これではまともに生活しろといわれてもなか

なか難しいわけだし、後継者もこうした水田地帯の主業農家の後継者は、わずか 10の

主業農家に１人いるかどうかというような水準でしかないということで、焦点はここに

あるということが第１点です。  

 第２点は土地利用の問題なのですけれども、工場を我が国は歴史的に圧倒的に地方分

散させてきたわけで、結果としては圧倒的な総兼業化の実態をつくり出したわけですか

ら、結局、農地は、資産化しますし、規模拡大ができない。この問題を、私有財産制の

もとで一体どう解決するのか。ここの部分についても、何としてでも共通認識が必要だ

と思います。  

 そして第３点は、我が国はご案内のとおり、輸入している食用穀物、麦とか大豆とか、

それから、えさの穀物、トウモロコシをひっくるめて、全体で 3,000 万トンぐらいあ

るかと思います。ところが、 3,000 万トンは、麦等を除いて、あとは関税ゼロで圧倒

的に輸入しているわけでありまして、高関税品目はわずか 10 品目あるかないかという

実態なわけであります。  

 結局、歴史的にどうなってきたかというと、田んぼには、不足する米をつくるという

ことを一貫して戦後やってきまして、米に活用されるだけ。結局は、米が余って、もは

やどうしようもない。そこに麦を植える、大豆を植えるとしても、需給上も含めて、大

きな限界を感じているわけでありますから、そうすると、一体この水田地帯にどういう

作物を導入するのか、それにどんな対策を打つのか、そこに焦点があるということだと

考えております。  

 大臣が示されたという主要３課題が、私は間違いなくこれらのことを認識されている

と思うわけでありますけれども、具体的な検討課題としては、１つは、担い手確保であ

れば、農地を共同で、かつ集めて活用するという仕組みをとらないと、勝手に大きな農

家は育つというわけにいかぬわけですから、集落営農をベースにして、どんなふうにち

ゃんとした農家をつくり上げるかということ。  



 それから２つ目は、農地を農地として有効に利用する仕組みを作ること。先ほど皆川

課長は、出口規制という議論もあると言いましたが、果たして、出口規制という形でち

ゃんと農地を農地として利用できるのかどうかということであります。  

 それから３つ目は、作物について、先ほど言いましたように、米以外の作物を政策的

にも定着させるべく導入すること。そしてそれで、米以外についても所得を実現すると

いう仕組みをどんなふうにつくれるのか、それがないと、品目横断的といったって、横

断する品目がないような話をしていてもだめだと思います。  

 それから４つ目は、圧倒的に我が国は、これはアジア共通ですが、混住化しているわ

けです。特に日本はそうですから、土地持ち非農家をはじめとするそうした農家の役割

をどんなふうに評価するのかということ。  

 以上、３つについての共通認識をしっかり醸成するということと、今言いました４つ

の検討課題につきまして、ぜひぜひ慎重な前広の議論をやっていくということで会議を

運営してもらいたいと思います。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、西山委員。  

○西山臨時委員  今回の品目横断的な直接支払いという中で、北海道の大規模畑作地

帯に視点を当てた仕組みは、具体的には次の会合で議論がされるわけでございますけれ

ども、資料５の３ページ目に、北海道の大規模畑作の作物は、ほとんどが原料加工され

て製品となっていく。特に、北海道の畑作の輪作の中核になる、てん菜という作物がご

ざいます。これは耕地白糖といって、現地でシュガーにしていく。生産と加工が相まっ

て地域の産業、地域の基幹産業として位置づけされているわけです。今回の品目横断的

な直接支払いというのは、農家経営を主体にするわけですけれども、今申し上げたよう

に、ビート以外に馬鈴薯のでんぷんという、こういう地域でのでんぷん加工もしなきゃ

ならない。特に資料５の３ページの一番上の右側に「原料作物においては、加工段階も

含めた政策体系の再編」と出ておるのですけれども、今回の議論はかなりスピードアッ

プをされるということを聞いておりますので、私どもも次の議論の前に検討したいが、

この加工段階を含めた政策体系の再編というのは、例えば具体的にこういうイメージを

お持ちということであれば、お教えいただきたい。  



 また、さっきちょっと申し上げました輪作体系の中に、経営の中に付加価値の高い品

目がどんどん入ってきております。関税の率で段階的に制度を変えていくという直接支

払いのイメージが出ておりますけれども、畑作に野菜をミックスした経営の直接支払い

というのは、どういうイメージを持っておられるか。次の時点で議論になると思うので

すけれども、その時点でお伺いをしたいということでございます。  

○生源寺部会長  今、２つの点がございましたけれども、１つは、資料５の３ページ

の右側の一番上の行の、「加工段階も含めた政策体系の再編が必要」と書いてあるけれ

ども、具体的なイメージいかんということでございます。  

 もう１つは、品目別の横断型は結構ですけれども、それプラス、それにおさまらない

ような形で農産物をつくった場合どうか。これは、もう尐し個別の論点のときというこ

とになるかもしれませんけれども、今の段階で、もし何かございましたら。  

○町田生産局審議官  ただいまご指摘のあった２点でございますが、結論から申しま

すと、次回、品目横断の議論をしていただきますので、その時点で整理できるものにつ

いてはお示ししたいと思っております。  

 特に、てん菜、馬鈴薯、ご指摘いただいたとおり、原料作物が加工されて、工場で加

工して製品になるということでございます。そういった工場は、地元で一定の大変大き

な役割も果たしているわけでございますので、その辺については、次回ご説明ができる

範囲でご説明をさせていただきたいと思います。  

 また、品目横断の中での付加価値の高い作物ということで、例えば野菜ですとか、そ

ういったことを念頭に置かれてのご発言かと思うのでございますが、それにつきまして

も、現在、各品目ごとに一定の経営安定対策をやっておりますが、それとの、従来から

の対策等の関係等々、その辺を踏まえてどう考えていくのか、経営安定措置として考え

ていくのかということだと思います。これにつきましても、申しわけございません。ま

たお時間をいただきまして、受けとめさせていただいて、次回ということでお答えをさ

せていただきたいと思います。  

○生源寺部会長  それでは、そのほかに。  

 秋岡委員。  



○秋岡専門委員  感想を２つほど申し述べさせていただきたいのですが、１つは、食

料自給率の問題というか、それに関連するのですけれども、やはり、私たちが買うとき

に何を買おうかと思えば、１つは買いたいものを買うし、これを買わなくちゃいけない、

２つあったら、どちらかといわれればこっちだというふうに選んで物を買うと思うので

す。  

 例えば、今、環境問題について、すごく意識の高い消費者の方とか、国民一般にレベ

ルが上がってきていると思うのですが、そのときに、例えば、ただ安いから物を選ぶの

ではなくて、高くても、これは環境にいいから、こっちの商品を買おうと思って、環境

の物であれば、買い物をしている人が多いと思うのです。  

 ただ、食べ物の場合はどうかというと、多分環境問題については、国民の１人１人が、

自分たちも当事者であるという意識を持っているので、高くても環境にいいものを買う

と思っていると思うのですが、食べ物に関しては、食の安全、安心といったときに、何

か自分たちはいつもサービスの受け手であって、国がやってくれる、農業の人が頑張れ

ばいいという意識がまだどうしても強くて、日本の食の安心、安全を守るためには、消

費者もまたそれを支えていく当事者であるという意識が、まだ育っていないような気が

するのです。できれば、幅広い意味での食育の中に、自分たちもまたその責任の一端を

担っているんだというものがにじみ出てくるようなものを、ぜひ取り入れていただきた

いなということ。  

 ２つ目は、先ほどから、プロの農業経営とかいう言葉がよく出てくるのですが、済み

ません、素人で不勉強なので、プロの農業経営というのがどういう意味かよくわからな

いのです。プロの農業経営の支援集中と言ったときに、プロと聞くとヤンキースの松井

とかを思うのですけれども、松井がいい成績を維持するために、何か国から支援を期待

しているのかなというと、プロってそういうものじゃないんじゃないかという感じがし

て、プロの農業経営者って、ここにたくさん出てくるのですけれども、そのイメージが

よくわからなくて、恐らく、今回の基本計画の見直しの中で、新しい農業経営の姿を示

してあげることで、多分ここでプロの農業経営者とは何かというのが出てくる、循環的

な問題だとは思うのですが、拝見していて、何のことをおっしゃっているのかという単



語の意味が、ちょっとわからないので、こんなのをまた教えていただきたいなと思いま

す。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ちょっとお待ちいただけますか。  

 今の点につきましては、今の段階でご説明があればということと同時に、言葉でござ

いますので、この中で議論をした結果、もっと適切な言葉が今、イメージしているもの

に関してあれば、それはまたお考えいただくということになろうかと思います。  

ある種キーワードのような気もいたしますので、今の段階で何かあれば。  

○皆川企画評価課長  12月９日のときには、どういう意味なのかというご質問があ

って、確かに、国民的な理解を得ながら施策を集中していく相手とすれば、当然に、あ

る程度主業性がなければいかぬではないか。主業性というのは、農業に関して、ある程

度以上農業での所得に依存しているという性格ですとか、昔の言葉で言いますと、専業、

兼業という言い方もあったのですけれども、そういった、ある程度の主業性がなければ

いけない。あと、当然に相当程度経営効率を上げていくという形でないと、それは施策

対象としてもないだろうという意味で、こういった農業にかなり打ち込んでいただいて

いる、施策対象たり得る者というのをどうイメージするかという中で、とりあえず考え

ている表現ですので、当然、法制的な用語としては、効率的、安定的な経営体というも

のが大宗を占める農業構造をつくるという意味での、効率的、安定的な農業経営という

概念が基本法上ありますので、それに向けて努力をする。また当然それを施策支援して、

そういった効率的、安定的な農業経営になっていただける候補生ということなんだろう

と思います。  

○秋岡専門委員  日常的な感覚からすると、プロというのは、そんなにそこらじゅう

にいるものではなくて、プロの道は厳しくて、だからこそプロといわれると、すごい、

この人はプロだからやっぱり違うねというのが一般的なプロのイメージなので、プロの

農業者が生産の大宗を占めるとなると、そういうときにそういう人をプロというのかな

というのが、日本語としての素朴な感じなのですけれども、別にこだわりません。  



○生源寺部会長  先ほども申し上げましたけれども、この部会でも、言葉の使い方は

非常に大事だと思いますので、これで終わりということではなしに、いろいろご議論い

ただきたいと思います。  

 それでは、長谷川委員、お待たせしました。  

○長谷川委員  秋岡委員のお話とも関連すると思うのですけれども、冒頭で、国民と

農業との乖離というご提示がございました。私、いつもこのことを申し上げておりまし

て、やっぱり乖離しているなと思うのです。でも、この政策というのは、つくる人がい

て食べる人がいるという一連のサイクルの中でつくられる政策でなければ意味がない

と思うのです。そういった意味でいいますと、食べる人がいるということもちゃんとパ

ッケージの中に織り込んでほしいなと思います。もちろん織り込まれてはおりますけれ

ども、若干不足しているのではないか。  

 そのときに、２点あると思うのですけれども、何をどう食べるのかというお話と、自

給率にかかわると思うのですけれども、それと、食べる人のモデルというのが、どんな

モデルを想定しているのか、ちょっと私には見えないのです。もしそんなことがあるの

でしたら、各論に入りますときにお話をいただければと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。お気遣いありがとうございました。

各論のところでということで。  

 そのほかにいかがでございましょうか。  

 横川委員。  

○横川専門委員  横川でございます。簡単にお話をさせていただきます。  

 まず、「食」の重要性の認識が足りないのではないかということです。安全と安心と

を考える場合、「安全」が確認されることで、消費者は「安心」します。そこで「安全」

の基準をどこにおくのかをはっきりさせる必要があると思うのです。  

 国産品と輸入品を比較する時に、品質と量という二面で考えることがあります。品質

に関係なく輸入が可能なもの、品質にこだわった結果輸入されるものなど様々です。そ

うしますと「安全な食品とは何か」を国がもっと明確に規定する必要があります。食の

グローバル化による昨今の輸入増加に伴って基準のない食品や物質が輸入されてしま



うと、悪質な企業の違法行為により消費者に危害が及ぶ恐れがあるのです。ですから、

先手を取る形で国が基準をしっかり確認することが必要です。  

 それから、「農業の担い手」についてです。担い手、担い手とやる人がいないことを

いいますが、夢と魅力がなければ人は集まらないのです。ですから、楽しく働くことが

出来て、魅力を感じてもらえるような農業にするには、何をどうしたらいいのかを具体

的に検討しないと、お金ばかり使っても何も変わっていかないと思います。  

 最後に私の感想ですが、今回の提案も過去の延長上のものかと感じる部分がありまし

た。新しい時代の農業をどうするか、消費者のための安全な食料を生産するにはどうし

たらいいのか、本気で取り組むための別の形の提案もあったのではないかと思います。

詳細を進める時には是非ともそのことを盛り込んでいただきたいと思います。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 最初のころに安髙委員のご発言があった点と、ある意味では通じるご発言であったと

思います。  

 そのほかにいかがでございましょうか。  

 安高委員。  

○安髙委員  小泉さんの改革との関係なのですが、平成 22 年を目標として、現場は

米政策に取り組んでいます。その中で、現地ではいろいろ工夫しているのですね。私は、

米政策の改革と基本計画の見直しは、両方ともまさるとも劣らない大きなものだと思う

のです。  

 ここで気をつけていただきたいのは、ここの机の上で議論しているときには、多分整

合性が出ると思います。しかし、米政策は、現地で工夫しているときには、米は１年に

１回なんです。ことしはこうするから、あなた、来年こうしてくれよ、この地域はこう

いうふうにしようよねと、いろいろな話し合いをやっています。そこに新しい政策がず

どんと来ると、今までの話し合いが全部つぶれてしまうのです。集落の話し合いとか、

これは工夫なんですね。地域の工夫をぶち壊すような基本計画の見直しにならないよう

にしていただきたい。  



 しかも、米政策の改革も平成 22年を目標として、今、改革の途中なのです。こっち

の見直しも途中なんです。両方とも重要なんです。ここでは整合性があっても、現場に

行ったときにぶち壊しになるということがあるのです。  

そこら辺をこれから、次回から議論の中に、農水省もそこら辺の感覚を入れて、織り込

んで、議論の中に織り込んでいただきたいと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 坂本委員。  

○坂本専門委員  プロ農業者の話が出て、これは誤解があったらいけない。私はその

責任がありますのでお話ししますが、今、松井選手のお話が出たので、説明をしたいな

と思います。  

 要は、プロ農業者だって体を鍛えている。ところが、草野球場ばかりで、球場がない

のです。だから、思い切って打とうと思えば、隣のガラスが壊れると言ってはしかられ

て、プロ農業者が困っているのです。契約金、補助金をくれなんて言っていません。制

度、政策の中で、思い切ってバットが振れる場をつくってくれ。この点を、皆さん、間

違えないように気をつけてくださいよ。  

 我々プロは、そんな、お金くれなんて言ってないのです。思い切ってバット振って、

走って、プロ野球ができる球場をつくってほしいのです。全国一律につくることなんか、

山田委員がおっしゃったように、できません。しかし、まだまだあちこちにプロ球場を

作る場はあるじゃないですか。現状の様にみんなが草野球をして、ＷＴＯ、ＦＴＡには

対忚できません。こんな状態で我々にプロとして戦えといわれても、プロの仕事ができ

ないよと言っているということだけは、ひとつご理解ください。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 そろそろ、もちろん既に時間も超過しているわけでございますけれども、ご議論も、

今日の段階では大体終息してきているかなという感じがしますけれども、よろしゅうご

ざいましょうか。  

 それでは、杉本委員。  

○杉本臨時委員  農村側から一言。  



 その前に、平素は、農村、農業振興に対しましては、亀井大臣を初め農水省の皆様方

にはご支援をいただいておりまして、感謝申し上げたいと思います。  

 大変レベルの高いお話のところで素人が発言をさせていただくのですけれども、ぐち

やひがみに聞こえてしまうかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。農村、

農業側から申し上げると、安全なものを安定的に安価で提供をしろというのは、もう限

界ではないかと思っておりますし、食料生産も、あるいは環境保全も国土保全も、文化

の継承も農村にまとめてやれといわれましても、これも限界ではないか。これ以上のこ

とはなかなかできないのではないかと感じております。また、それぞれが関連する産業

であり、消費者の皆様方やいろいろな方々との連携があってこそ成り立つものでござい

ますけれども、それぞれの部分でそれぞれが完成をさせろといわれましても、この時代、

できないのではないのかと危機感を持って臨んでいるところであります。  

 特に我々農村側につきましては、いろいろな補助事業とか、そういうものを活用しな

がら農村振興を進めておりますけれども、今日の時代、いろいろな方面でいろいろなご

批判があり、また、国の方の政策の、市町村合併だとかあるいは国費補助の削減などと

いったようなものも相まってまいりますと、我々自治体に課せられた職務を果たせとい

われましても、なかなか困難な時代ではないかと思っております。その辺、今後のお取

り組みというか、農水省の方でおまとめをいただけるのだろうと思いますが、ぜひとも

お考えをいただきたいと思っているところでございます。  

 そして、今回の資料の中で、おしかりを受けるかもしれませんが、消費者に軸足を移

すという言葉がよく使われております。私、それが悪いとかいいとかということではな

いのですけれども、今ほど申し上げたように、こういう表現が出てくると、やはり農村

と都市とか、あるいは生産者と消費者とか、こういう対立議論が生まれてくることに、

私としては非常に心配をいたしております。うまく申し上げられませんが、今度の見直

しの中では、そういった理念のところも多尐というか、大きく見直しをいただいて、全

国に提案をしていくようなお取り組みもぜひお願いしたい。  

 私は、今までのような、先ほども地方交付税のいろいろなバッシングの話も申し上げ

ましたけれども、地方対何とかとか、強者対弱者という関係構図、平面的対立構図をつ

くっていくと、食の安全なんというのはつくっていけないと思っておりますし、もっと



消費者も生産者も、あるいは都市も農村もという、イメージ的でありますけれども、立

体的に前を向いていくということをしない限り、農村の必要性も農村の価値というもの

も守っていけない、食の安全も守っていけないのではないかと思っております。消費者

の皆さんとともにという理論で前へ進める取り組みをしないと、食育ということもいわ

れておりますけれども、安全なものもつくれませんし、子供たちをいやしていく教育の

現場もお与えできないし、グリーンセラピーというような、福祉でのお役にも立てない

と思います。日本の忘れたものをもう一度掘り起こしていかないと、日本の国づくりに

役立つような農村や農業というのは築けないのではないかと、私は、余りうまく申し上

げられませんけれども、そういう危惧があるわけであります。  

 そして、長くて申しわけありませんが、農村側、農業側だけの規制を緩和していただ

いても、それだけではとてもやっていけないのではないか。簡単な例を申し上げれば、

法律的なものではないのかもしれませんが、なぜリンゴやミカンが、Ｓ、Ｍ、Ｌで決め

られなければならないのか。中身は全然変わらないわけでございますので、そういった

規制というか、そういうものも見直しをしていく。そういうことにならないと、包装を

するからトレイもラップも、みなゴミとして出てくるわけですから、もっとそういう、

流通の現場のところについても改革していかなければならないと思っております。  

 さらには、米の場合におきましても、米価は 20年前の半分です。しかし、肥料は全

然安くなっていないし、農薬も安くなっていないし、農業機械なんか上がっている。こ

のようなところで、幾ら農業生産のプロを育てなさい、農業者を育てろといったって、

それは無理です。そういうような構造を、今、全国民を挙げて、農業は大切なんだ、農

村は大切なんだ、食料というものは大切なんだという機運を盛り上げる見直しの機会と

とらえていただいて、今後の政策の立案などをしていただけるように、私も頑張りたい

と思いますけれども、委員の皆様方のご理解も賜れればと思っております。  

 長くなって済みませんでした。  

○生源寺部会長  それでは、よろしゅうございましょうか。  

 続きまして、先ほど申し上げましたけれども、今後の審議の進め方につきまして、皆

様にお諮りしたいと思いますが、事務局の方で、何かお考えはございますでしょうか。  



○皆川企画評価課長  資料８の２枚紙が入ってございますので、それをごらんいただ

きたいと思います。  

 昨年の諮問がございましてから、来年の３月までを、粗々、１つの予定として書かせ

ていただいておりまして、今日、１月 30日でございますが、それ以降、１ヵ月に１、

２回のペースでご議論をしていただきたい。  

 まず、そこにございます、品目横断、農地、担い手、農業環境・資源といったような

主要３課題をまず１回、それぞれに材料を提示いたしまして、ご議論いただくというこ

とでございまして、そういったものをやりながら、その後、また何回かご議論をいただ

きながら、中間的に夏の論点整理というところにいかないかということでございます。

その後、当然に計画のそれ以外の要素でありますところの計画内食料自給率の目標の検

証、施策全体ということについての議論をいただきまして、年末に論点の整理、さらに

は文章化をしまして、来年の３月というところでご答申をいただくということでどうか

と思っております。  

 なお、２枚目に、当面のスケジュールということで、夏までの間、とりあえず。それ

で、４月までについては、委員の皆様のご出席を極力多くいただける日ということで、

調整をさせていただいて設定をしたものを入れてございますが、２回、３回、４回につ

いては、課題を具体的にそこにはめておりまして、その主要３課題、さらには、フリー

トーキングなり有識者のヒアリング、当然幅広く有識者の方からご意見をいただいた方

がいいということでございます。  

 なお、有識者ヒアリングの人選につきましては、部会長と調整させていただきまして、

決定次第、お知らせをさせていただきたい。その後、７回目、９回目におきましての議

論、さらに、主要３課題のセットでの議論ということをしまして、10 回、11回に主要

３課題の中間論点整理というところまで、何とかこぎつけられないかと考えているとこ

ろでございます。  

 なお、森本委員からもご指摘がありましたが、こういった会合以外にも、制度の現状

ですとか、いろいろなものにつきましての問いかけをいただければ、それに対して当然

にお答えをさせていただくということで、極力濃密な、議論の場では、その議論を中心

に濃密にできるように、私どもとしても努力させていただきたいと思っております。  



○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 ただいま、事務局の方から全体の審議のスケジュール、それから当面の中間論点整理

までの工程、さらに有識者ヒアリングの人選の取り扱いにつきましてご説明があったわ

けでございますけれども、これでよろしゅうございましょうか。  

 それでは、とりあえずこういう形で進めてまいりたいと思います。  

 次回の会議は、ただいまの中でもございましたけれども、２月 12 日木曜日 10時から

ということでございます。正式には追って事務局よりご案内があるかと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

 そのほか、事務局の方からございますでしょうか。  

○皆川企画評価課長  会議資料でございますけれども、会議を重ねますと、だんだん

に厚みを増してきまして、それまでのものもあわせごらんになりたいということになり

ますと大変でございますので、事務局の方で、各委員ごとにご自分の資料をファイルし

まして、毎回そこの場に持ってくるようにいたしますので、当然お持ち帰りいただいて

結構でございますが、お持ち帰りにならずに置いておけば、次回はまたそのものが机に

乗っているようにいたしますので、身軽でお帰りいただいても結構でございますので、

よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  今の点ですけれども、持ち帰った場合には、別のものがファイルの

中に入っているということでよろしいわけですね。  

○皆川企画評価課長  そういうことです。  

○生源寺部会長  そういうことのようでございますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。  

 どうもありがとうございました。  

                                 ――了――  

   

 


