
第４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２月１２日（木）１０：００～１２：２５  

   

場所：日本郵政公社本社２階共用会議室Ａ～Ｄ  

   

   

○生源寺部会長  それでは、定刻でございますので、ただいまから食料・農業・

農村政策審議会第４回企画部会を開催いたします。  

 なお、本日は秋岡専門委員、安土専門委員及び立花専門委員が所用によりご欠席

ということでございます。  

 本企画部会は公開されており、本日、一般公募によって 77 名の方から傍聴の申

し込みがあり、お見えになっておられますので、ご紹介をいたします。  

 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、

この点もよろしくご承知おきいただきたいと思います。  

 本日は、市川農林水産副大臣にご出席をいただいておりますので、最初に副大臣

からごあいさつをいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

○市川副大臣  皆様おはようございます。ただいま衆議院の予算委員会が開かれ

ておりまして、亀井大臣もそちらに張りつけでございますので、私、代わりまして

一言ごあいさつを申し上げたいと思います。  

 食料・農業・農村政策審議会の企画部会が開催されるわけでございますが、各委

員の先生方、大変ご多用中、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にあり

がとうございました。  



 今日は第２回目の議論ということでございますが、今日のテーマになります「品

目横断的な政策への転換」につきましては、いわゆる主要３課題の一つでございま

して、私ども農林水産行政を進める上におきまして非常に重要なテーマであるとい

う認識を持っているところでございます。  

 今日は、傍聴席にも傍聴人の皆さんがたくさんお集まりでございまして、国民的

関心も非常に高いと思っているわけでございます。大変恐縮でございますが、私の

方はごあいさつだけで失礼させていただきますが、農林水産省事務次官以下幹部勢

ぞろいで皆さん方の意見を拝聴させていただきますので、どうぞひとつ先生方、ご

専門の立場から忌憚のないご意見をたくさん賜りますよう心からお願い申し上げ

まして、大変簡単でございますが、冒頭のごあいさつに代えさせていただきます。

どうぞ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。  

 ただいまのご発言にもございましたけれども、市川副大臣におかれましては、ご

公務のためここでご退席になりますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、早速議事に入りたいと思います。  

 前回の企画部会では、基本計画の構成などに関する検討方向やいわゆる主要３課

題についての検討方向と留意点などについてご議論をいただいたわけでございま

す。本日は、その主要３課題の一つであります「品目横断的な政策への転換」につ

きましてご議論をいただきたいと存じます。  

 事務局の方で資料を用意されているということでありますので、まずはこのご説

明をいただき、その後、皆様方にご自由にご議論をいただきたいと思います。  

 それでは、よろしくお願いいたします。  

○皆川企画評価課長  大臣官房企画評価課長の皆川でございます。まず私から概

略説明させていただきまして、その後、生産局町田審議官からのご説明とさせてい



ただきます。  

 まず、前回１月 30 日にご説明をした総括的な資料がお手元にもありますけれど

も、その際にもこの内容が盛りだくさんで難しいというようなご指摘もございまし

た。そういう意味で、まず議論を円滑に進めるという意味での提案になるわけでご

ざいますが、これから３回ございまして、今日が品目横断政策、次回３月５日が農

業環境・資源保全政策、３月 22 日に担い手・農地制度ということで、主要３課題

それぞれ１回ずつ予定をしております。その後、フリートーキング等々に移ってい

くわけでございますが、４月になりました時点で、それまで出ましたご発言の主な

ものを整理するような形で、こんな議論が行われてきたということもお示しすると

いうようなことで、節目節目でそのような形の資料も併せて出させていただきたい

と思っておりますし、また３月 22 日まで３回分が済みました段階で、専門的な事

柄も多いわけでございますので、資料的になかなかご理解いただきにくい部分もあ

ります。  

 そういう意味で、それまでの資料につきまして、ご疑問の点等々につきまして積

極的に事務局の企画評価課の方にお寄せいただきまして、それにつきましては、例

えば追加資料でありますとか追加のご説明等には直接私どもも伺いたいと思って

おります。大臣からも皆様方のご理解をなるべく早く得るようにという指示をいた

だいておりますので、そのような取り運びをさせていただければと思っております。

いずれにせよ、お気軽に事務局の方にご疑問の点はお寄せいただきたいということ

でございます。  

 それから、今日の資料でございますが、参考資料として「品目横断的政策の検討

方向等について」という１枚の紙がございます。これについてご説明させていただ

きます。前回もどういった観点からの施策転換なのかということをるるご説明をい

たしましたが、再整理をしております。主要農業政策自体、例えば経営政策、生産



政策、農業環境・資源保全政策、いわゆる農村政策というような言い方もしており

ますけれども、さまざまな目的を担ってこれまでやってきたわけでございます。特

に今回、経営、生産政策、さらには環境保全政策という観点、３つ合わせまして大

きな転換を図らなければいかん時期に来ているのではないか。  

 その中で特に、真ん中のところにございますが、農産物価格自体、市場原理によ

る形成を図っていく。これは基本法なり基本計画の時点からの方向であったわけで

ございますが、その中で一層プロ農業経営といいますか、担い手の方々の経営を安

定するという観点での施策として、そこにございますような、収入・所得の変動の

影響緩和に加えまして諸外国の生産条件の格差をどう是正していくかということ

につきまして今回検討したいということでございます。その際、品目横断政策への

転換を始めまして、それ以外の類型のものにつきましても担い手に焦点を絞った形

で支援策を体系的に整備したいということでございます。  

 ただ、前回もご議論が出ておりましたけれども、当然に主役もあれば脇役もある、

農村地域もあるということでございまして、それにつきましては別途新たな対策と

いうことで、それはパッケージでお示しをしたいということでございます。  

 右側の方の矢印をたどっていただきまして、ではその品目横断を図っていく経営

類型というのはどういうものなのかということでございますが、例えば畑作等で行

われております輪作体系、さらには水田等でも田畑の作目を複数輪環させながら作

っているということでございますので、そういった類型の営農に対して品目という

ことではなくて、それを乗り越えた形で横断的な政策をやっていきたいと。これは、

１つには経営の自立性を確立する意味がございますし、また国際規律の強化といっ

たような観点にも対応の幅を広げていくということにもなっていくわけでござい

ます。そういう意味で対象営農類型としては水田営農、大規模畑作といったような

ものが対象になるのではないか。  



 当然それ以外について何もしないのかということではございませんで、既存の品

目別制度があるわけでございますから、そういった担い手の経営をより安定させる

という観点から、どういった手直しができるのかということにつきましてのご議論

をさせていただきたいというようなことでございます。  

 なお、その際、留意するべき事項として、前回もお示ししておりますけれども、

当然に新しい政策がただ単に上に上に積み重なっていくということではなくて、当

然既存政策等の整理を十分に図っていかなければいかんということでございます

し、また対象経営類型といいますか、対象の経営ということになりまして、直接的

に、さらには重点的に支援を集中していくということになりますと、国民のご理解

を得るという意味でも、また経営改善努力を促進していく観点でも当然一定の要件

が要るのではないか。また、収入変動対策なり生産条件の格差につきましても、モ

ラルハザードが生じないような形で当然に努力を求めていかざるを得ない面、さら

には市場原理を阻害しないという観点でのモラルハザードの発生を防止するとい

う点が大事であろうというようなことで今回の検討の大きな方向があるわけでご

ざいます。  

 今日は品目横断政策ということで３本の柱の第１弾目でございまして、その詳細

につきまして町田審議官からご説明を申し上げます。  

○町田生産局審議官  生産局審議官でございます。よろしくお願いいたします。  

 お手元に資料の１から３までお配りいたしております。資料の１は「品目横断的

政策への転換」でございます。あとの２つは参考ということで、品目ごとの現状、

課題を整理したものでございます。参考の２は諸外国の施策の概要を整理したもの

でございますが、資料１の「品目横断的政策への転換」で説明させていただきます。  

 目次にありますように、この資料１では、今回の政策転換の背景をまず整理をい

たしまして、２の方でそういった背景を踏まえた転換の考え方と課題をお示しいた



しましてご議論を願いたいと思っております。  

 １ページをお願いいたします。「政策転換の背景」でございます。まず、我が国

で生産されております各品目の概観をしております。我が国で生産されております

品目が食生活上あるいは営農上どのように位置づけられるかという点、またどのよ

うな広がりを持って、どのような方によって担われているかという生産営農面を整

理したものでございます。  

 １ページ目はいわゆる土地利用型作物ということで、米と畑作物を整理しており

ます。米につきましては、申し上げるまでもなく熱量供給源ということで、麦、大

豆と並んで全国的な広がりの中で生産をされているわけでございます。それに対し

まして、その下にありますてん菜、さとうきび、ばれいしょ、甘しょにつきまして

は、北海道、あるいは気象面、土壌面で厳しい条件にあります沖縄、南九州といっ

たところで作付がされているわけでございます。営農上の位置づけにつきましては、

いずれも重要な作物になっているわけでございます。ただ、生産構造を見ますと、

米につきましては零細農家中心ということで、６割程度は零細農家が担っていると

いうことでございます。その他の畑作物につきましては、主業農家――農業を主な

仕事とする方が中心でございまして、生産のほぼ７割から９割以上を占めているわ

けでございます。こういった農家に対する経営安定及び需要に応じた生産への誘導

ということで対策を打っているわけでございますが、これにつきましては後ほど資

料がございます。そこで説明をさせていただきたいと思います。  

 ２ページをお願いいたします。２ページは野菜、果実、畜産関係でございます。

いずれもビタミンとかカルシウム、たんぱく等の供給源となっております。生産を

見ますと全国的な広がりの中で作られているということでございます。生産構造に

つきましても、主業農家中心ということで、多いものは９割以上主業農家で担われ

ているということでございます。  



 ３ページが品目別の現在実施しております価格・経営安定対策の概要でございま

す。その仕組みでございますが、一番上の○のところにございますように、品目ご

との国境措置――関税等の水準が高いかどうか、内外の生産コスト差がどの程度あ

るか、農作物の用途ということで、直接消費に向けられるか、あるいは加工に向け

られているかといった違いを踏まえまして、アからウまでのタイプで対策を実施し

ております。  

 アは内外の価格差を埋めるタイプ、イは価格変動の影響を緩和するタイプでござ

います。ウにつきましては、１つの仕組みの中で、ア、イ双方の機能を持つものと

いったもので、それぞれそこにある品目が該当いたしております。これの負担につ

きましては、直接財政負担をしているものもありますし、輸入品のユーザーの方に

負担いただいているものがあるわけでございます。これも後ほど触れさせていただ

きます。  

 その下の表でございますが、これは平成 11 年に制定されました新基本法の理念

を踏まえまして、逐次品目別対策についても見直しを実施してきております。  

 主なものといたしましては、左側にあります米につきましては、２度にわたりま

す改革大綱に基づきまして対策の見直しをいたしております。  

 また、麦につきましても、12年に政府が買い入れ、売り渡しをするという形から

民間流通ということに移行いたしております。  

 右の方にまいりまして下の方ですが、うんしゅうみかん、りんごにつきましても、

13年度に経営安定対策を作りましたし、その下の野菜につきましては中国からの輸

入の急増といったことがありまして、産地の強化のための制度の見直し等を行って

いるところでございます。  

 ４ページでございます。「品目別の価格・経営安定対策の仕組み」でございます。

ポイントでございますが、まず米につきましては、稲作経営安定対策ということで



対策を実施しております。これは米価が下落した場合に稲作経営への影響を緩和す

るということで、米価が一定の補てん基準の価格を下回った場合に生産者拠出と政

府の助成ということでファンドを作りまして、その下落分の一定割合を補てんして

いるというものでございます。  

 小さくて恐縮なのですが、下の方に※印で、この対策につきましては 16 年産か

ら稲作所得基盤確保対策と担い手を対象にいたしました担い手経営安定対策を導

入するということになっております。担い手経営安定対策につきましては、米価が

下落した場合、稲作収入の減尐が大きい、そういった担い手に対しまして上乗せの

補てんをするということで、担い手に絞り込んだ経営安定対策を講ずるということ

にいたしております。  

 その隣が麦作経営安定資金でございます。これにつきましては、先ほど言いまし

たように 12 年から民間流通にいったということで、ほぼ 100％民間流通になって

おりますが、その麦の生産者の経営の安定を図るということで措置されたものでご

ざいます。  

 対策の財源につきましては、上の方に書いてございますが、外国産麦の売買差益

が基本ということでございます。図に（Ｃ）という売買差益がございますが、その

矢印が出ておりまして、（Ｂ）財政負担ということで、この（Ｃ）と（Ｂ）が等し

くなるように国が売り渡す価格（Ａ）を定めるということを基本として運営されて

いるわけでございます。しかしながら、これも下の※印にありますが、一方で家計

費の動向等を踏まえて（Ａ）を決定するということで、現状必ずしも（Ｂ）と（Ｃ）

が一致していないという状況でございます。  

 ５ページは大豆、野菜、果樹でございます。これにつきましても、大豆を見ます

と内外価格差を埋める、先ほど言った麦のような大豆交付金制度と、下にあります

大豆作経営安定対策ということで価格の変動の影響を緩和するという米のような



対策を併せて実施いたしております。野菜、果樹につきましても、それぞれ価格変

動緩和のための対策が講じられているということでございます。  

 ６ページは原料作物でありますてん菜、さとうきび、またばれいしょ、甘しょに

ついて整理したものでございます。  

 まず左の糖価調整制度につきましては、国内の産糖の価格と輸入糖の価格が、下

の白いところにありますように内外価格差があるということでございます。こうい

ったことを踏まえまして、表の右でございますが、てん菜、さとうきび農家の再生

産を確保するということで、「最低生産者価格」と矢印がございますが、国内産糖

企業がこれ以上でてん菜なりさとうきびを買い入れた場合に国内産糖交付金を交

付するという制度でございます。この交付金につきましての財源は、調整金収入と

いうのがございます。これは輸入糖のユーザーでございます精製糖企業が負担して

いるものでございます。これに一般会計からの交付金を合わせて財源として実施す

るというものでございます。  

 また、ばれいしょ、甘しょにつきましては、「抱合せの仕組み」と書いてござい

ます。これにつきましても内外の価格差がある、そういった中で国産のでん粉の需

要を確保するということで、でん粉原料のとうもろこしを輸入する場合に通常は一

定の関税をとるわけでございますが、一定割合で国内産のでん粉を使っていただく

ということを条件に関税を無税にするという仕組みでございます。この負担につき

ましても、「ユーザー負担」とございます。関税が無税になるメリットを受けられ

ますユーザーの方の負担となっております。  

 また、でん粉工場は、一番右のばれいしょ・甘しょ農家から原料基準価格以上、

これは国が定めておりますが、買い入れるということで農家の再生産の確保を図っ

ているというものでございます。  

 ７ページから８ページにかけましては、豚肉、牛乳、畜産物関係を整理しており



ます。牛肉、鶏卵とございます。いずれも価格変動の影響緩和、あるいは内外価格

差を埋めるという観点からの対策が講じられておりますが、似たようなものでござ

いますので、ここでは詳しい説明は省略をさせていただきたいと思います。  

 ９ページをお願いいたします。９ページからは農業経営の概況をみたものでござ

います。左の表は「作物・畜種別にみた農業産出額の農家類型別シェア」というこ

とでございます。色の濃い部分が主業農家ということで、その定義は下の囲みの中

に書いてございますが、農業所得が半分以上で 65 歳未満の働き手がいるといった

農家でございます。この黒い部分を見ていただきますと、野菜とか果樹、畜産、こ

ういった部分につきましては主業農家の方に生産の集中が進んでいるわけでござ

います。他方で水田農業につきましては小規模兼業的な経営、そこの図で言います

と白い部分、準主業農家、副業的農家の比率が６割近くあるということで、そうい

った構造で継続しているということでございます。  

 右上の表は経営耕地別水田の面積をみたものでございますが、１ヘクタール未満

が 12年で６割近くあるということでございます。  

 また、その下の「農地の利用集積状況」、１年間で農作業の受託、あるいは利用

権の設定等々でどれ位面積が増えたかというものをみたものでございますが、これ

もここのところ減尐傾向にあるということでございます。こうしたことから水田農

業につきましては高齢化、構造改革の立ち遅れといったことが顕著になっていると

いうことで、担い手の育成なり農地の利用集積を一層加速していくことが必要だろ

うと思っております。  

 10ページ目は「大規模畑作における生産構造の現状」でございます。一番上の表

は、畑作農家の規模別農家数の推移をみたものでございます。北海道は我が国最大

の畑作物の産地ということでございます。一番左に総農家数がございます。平成 12

年で約１万 3,000 戸ということで減尐傾向にありまして、今１万 3,000 戸でござ



います。一方、１戸当たりの平均経営耕地面積は一番右にございますが、12 年で

28ヘクタールということで、規模拡大は順調に進んでいるということでございます。  

 ただ、その一方で、真ん中の表を見ていただきますと、農業従事者の年齢構成を

みたものでございますが、一番右に太枠で囲ってございます 65 歳以上の割合、こ

れが平成 14 年で 26％ということで高齢化も進行しているわけでございます。  

 一番下に今後北海道の畑作農家がどのような戸数になっていくかというのを推

計したものがございます。先ほど現在１万 3,000戸と申しましたが、現状のペース

で農家の数が減っていきますと、10年後の 27年には約 8,000戸になるということ

が試算されているわけでございます。したがいまして、北海道の畑作農業におきま

しても担い手の確保によります一層の規模拡大を進めて安定的な生産、また優良農

地の確保を図っていく必要があると考えているところでございます。  

 11ページ、北海道の主要畑作の作付構成をみたものでございます。右側の下に円

グラフがございますが、十勝なり網走における作物構成でございます。連作障害を

回避する、あるいは経営の安定を図るという観点から、十勝にありましてはそこの

４品目で、また網走では３品目で輪作体系が確立しているわけでございます。  

 この４品目の生産性をみたのがその上のものでございます。労働生産性、土地生

産性、品目によって異なっているというものでございます。  

 左の棒グラフにつきましては、４品目でやっています十勝地方の主要畑作物の作

付構成の推移をみたものでございます。最近の高齢化なりを背景といたしまして、

労働生産性の高い小麦、一番左の黒い部分でございますが、作付が増えてきており

ます。輪作体系に乱れが生じているということで、望ましい輪作体系をどう確立し

ていくかということが課題になっているものでございます。  

 転換の背景３番目が品目ごとの内外価格差がどの程度あるか、またその要因なり、

それに対する支援の現状を整理したものでございます。この内外価格差の比較に当



たりましては、四角の中にありますように農作物の品質とか規格の違いもあります。

また調査方法も違いますので、なかなか厳密な比較は困難でございます。また、為

替相場もあるということで、それによって変わるといった制約はあるわけでござい

ますが、そういった前提で比較したのが下の棒グラフでございます。いずれも見て

いただきますと物財費、労働費、資本利子・地代が諸外国に比べて大きくなってご

ざいます。割高になっているということで、米につきまして見ていただきますと、

「倍率」というのが真ん中辺にございますが、全国平均でみましてアメリカの 9.4 

倍、５ヘクタール以上層でみても７倍ということでございます。小麦、大豆につき

ましても、それぞれ 13倍から 10 倍程度の格差があるわけでございます。  

 13ページ、こういった格差の要因をみたものでございます。幾つか要因があるわ

けでございますが、１番目として挙げられますのは経営規模が大きく異なっている

ということでございます。左上に「我が国と欧米の平均経営規模の比較」をみたも

のがございます。「日本に対する倍率」というのが一番下に入ってございますが、

日本が１に対しまして米国が 123 ということで、日本は 123 分の１でございます。

ＥＵと比べましても 12 分の１ということで、経営規模が大変小さいということが

要因となっているわけでございます。  

 また、その下に「アジア諸国との賃金の国際比較」というものをみております。

日本は 37 万円でございます。それぞれタイ、中国に行きますと１万円前後という

ことでございます。大体 30 倍程度の違いがあるということでございます。そのほ

か、表には掲げてございませんが、農地価格も違いますし、肥料、農薬の使用量も

我が国の土壌条件なり気象条件によりまして量が多いということで、そういったこ

とも生産コストの差になっているのではないかと思っております。  

 それを尐し具体的にみましたのが 14 ページでございます。これは米を例にとり

まして生産コスト格差の分析をしたものでございます。米の格差ですが、左の表に



ありますように、一番下に「全算入生産費」ということでトータルの生産費がござ

います。日本は平均でみまして 15 万 3,000 円ちょっとでございます。これに対し

ましてアメリカ、（Ｃ）は１万 8,000 円ちょっとということで、その比率Ａ／Ｃは

8.5 倍ということでございます。  

 その要因でございますが、幾つかあるわけでございますが、まず労働費というこ

とで、これは右の表の一番上に労働単価の比較がございます。1.5 倍ということで

ございます。日本の方が高いということでございます。また、労働時間につきまし

ても、日本の方が 14 倍ということでございます。こうしたことによりまして、ま

た左に戻っていただきますと、労働費についてはＡ／Ｃで 20 倍という格差がある

わけでございます。  

 以下、農機具費、肥料費、農業薬剤費等々書いてございますが、例えば農機具費

につきましては、どうしても圃場の区画が小さいということで機械の効率利用がな

かなか難しいといったこと、また肥料につきましては、火山灰土壌、酸性土壌とい

うことで肥料を多用せねばいけないということ、また農薬につきましても、湿潤で

病害虫が発生しやすいといったようなことがありまして、どうしても回数が多い、

こういったことからそれぞれの差が出ていると思っているわけでございます。  

 しかしながら、四角の中の２つ目の○に書いてございますが、生産コストにつき

ましてただこまねいているということではございませんで、農地なり機械の有効利

用、肥料とか農薬の施用量を合理的に縮減していくといった営農面の取り組みによ

りまして生産性向上が図られれば一定のコスト縮減は可能だと思っております。諸

外国との格差をとらえるということが今後課題になるわけでございますが、こうい

ったことを前提に考えていく必要があるのではないかと思っております。  

 続きまして、15ページ、「品目別の財政負担等」の割合をみたものでございます。

「財政負担等」という言葉につきましては、下の注の１で定義をいたしております。



一般会計からの支出分のほかに、先ほど言いました麦における売買差益相当分とか

いもの抱合せによる負担、甘味資源の調整金負担、こういうものをもろもろ含めた

ものでございます。  

 グラフを見ていただきますと、米につきましては生産コスト差はあるわけでござ

いますが、それを補う形で国境措置がとられているということで、財政負担等の割

合は５％ということでございます。その下の畑作等につきましては、生産コスト差

を補うという支援を行っているわけでございます。その割合が、黒い部分でござい

ますが、尐ないもので３割、多いものでは８割と、他の品目に比べて高い水準にな

っているわけでございます。  

 このような支援につきましては、四角の中の真ん中の○にありますが、加工・原

料用に供される品目につきましては、輸入品との品質面の差別化が難しい、消費者

の方に国産品のよさをなかなか訴えにくいということがございます。そうしたこと

から諸外国との生産条件の格差がそのまま競争力に出ているということ。また、国

境措置の水準でその格差を埋め切れていないということから行われているもので

ございます。それぞれ自給率の数字が出ておりますが、こういった自給率の維持向

上なり農用地の有効利用、また地域経済の活性化等に寄与していると考えておりま

す。  

 しかしながら、その一方ですべての生産者が対象となっているので構造改革の立

ち遅れの一因となっているのではないかという点のほかに、需要動向に応じた経営

判断や生産条件の格差を埋めるための経営努力の妨げになっているのではないか

といった弊害も指摘されているところでございます。  

 16ページ、政策転換の背景の４番目、最後でございますが、国内支持に対します

国際規律の強化といったものでございます。国内支持につきます現行ＷＴＯ協定上

の政策分類につきましては、右の方に整理いたしております。大きく３つに分けら



れるわけでございます。「緑」の政策、「青」の政策、「黄」の政策ということでご

ざいます。  

 「緑」の政策につきましては、具体例にありますように、普及とか研究とか政府

が提供するサービス、生産者に対する直接支払い、生産を直接刺激しないような支

払いでございます。環境施策に関するものもこういったところに入るわけでござい

ます。  

 また、「青」の政策につきましては、生産制限計画に関する直接支払いでござい

ます。冒頭申し上げました稲作経営安定対策等が該当するわけでございますが、こ

れにつきましては貿易を歪めないということで、いずれも国内支持を減らすという

約束の対象外とされております。  

 これに対しまして一番下にあります「黄」の政策でございます。これは「緑」と

「青」以外のものということでございます。これは貿易を歪めるということで、こ

れらの施策につきましては、国内の支持のトータルの量――総合ＡＭＳと言ってお

りますが、それを出しまして、これを一定期間の間に 20％減らしていくといったよ

うな約束がされているわけでございます。この「黄」の政策につきましては、「例」

のところにありますが、価格支持とか生産量に基づく直接支払い（不足払い）等と

いうことで、これまでご説明してきました品目別の対策、ほとんどこれに該当する

わけでございます。  

 右の方に昨年９月のカンクンでのＷＴＯの閣僚会議の文書の３次案の現行に対

する変更点が整理されております。これは括弧にありますように今後の交渉のスタ

ート台ということで、これで決まったわけではありませんが、現在こういった方向

で検討しているということでご紹介をしております。  

 それぞれ見直しのポイントにはアンダーラインが引いてございますが、「緑」の

政策についても要件を見直すということ。また、「青」の政策につきましても、農



業総生産額の５％を超えないようにという上限を設けるということ。さらに、「黄」

の政策につきましては、先ほど申し上げました総合ＡＭＳをさらに削減するという

ことに加えまして、品目別にＡＭＳを過去の基準期間の平均を上限とするという考

え方を導入してはどうかといったことが議論されているわけでございます。  

 この品目別ＡＭＳにつきましては、私ども関心を持っております。と申しますの

は、我が国におきましては自給率の向上ということで、近年、大豆とか小麦の生産

振興を図ってきております。そういったことで、その結果として対策費、個別で見

ますとＡＭＳも増加しているわけでございます。こういった点を踏まえまして、個

別品目ＡＭＳに上限が設けられるということへの対応が大きな課題になっている

と思っております。  

 以上で「政策転換の背景」の説明を終わらせていただきまして、大きな２つ目「政

策転換の考え方と課題」でございます。左側に「現行対策の特徴と課題」、整理し

ておりますが、これまでご説明してきたとおりでございまして、現行の対策につき

ましては品目ごとに講じられておりまして、経営を支える、経営単位で安定を考え

るという視点が希薄なのではないかということ。また、先ほど申しました国際規律

の強化に対して品目別対策では限界があるのではないかということ。また、２番目

として全農家を対象にしているということで、水田農業を中心に農業構造改革の立

ち遅れがある、また北海道の大規模畑作においても将来的な担い手不足が懸念され

るということでございます。  

 こうした課題を踏まえまして矢印の右側、「方向性」ということでございますが、

品目別に講じてまいりました価格・経営安定対策の体系を品目横断的な政策に転換

していくということ。また、国内支持に関する国際規律の強化に柔軟に対応するよ

うな施策を確立するということ。３番目には、担い手に重点化・集中化して農業構

造の改革を推進していくといったことが必要であろうと考えております。  



 その場合の留意点を下に整理してございます。特に今回の政策転換によりまして

需給なり価格の動向がどうなるか、経営にどのような影響を及ぼすかといったこと。  

 また、個々の農家の経営判断によります品目の選択とマクロの需給調整、こうい

ったことの関係をどう考えるかということでございます。この需給調整方策につき

ましては、現在、品目別対策の中で需給調整機能を果たしてきているわけでござい

ますが、この機能につきましては、政策転換後においても何らかの形で行っていく

ことが必要だと考えております。その場合、品目横断的施策にするわけでございま

すが、その中で需給調整機能を持たせていくのか、あるいはそれとは切り離して別

途の対策で講じていくのかといった点について、今後十分ご議論していただく必要

があると考えております。  

 留意点に戻りまして、３番目でございます。価格形成における市場原理の徹底。

これはさとうきび等で申し上げましたが、現在は国が定める最低生産者価格、こう

いったもので固定的な価格で取引が行われているわけでございますが、その価格形

成のあり方についても検討していく必要があろうと思っております。  

 ４番目は、重複するところは廃止していこうということでございます。  

 しからば、その場合の手法でございます。これにつきましては 18 ページに整理

いたしております。大きく２つの手法があると考えております。左側の「イメージ」

というところを見ていただきますと、内外コストの価格差といったものを農産物の

価格形成とは直接切り離す形で補てんしていくという手法でございます。  

 もう１つの手法につきましては、その右側ということで、農業経営全体として捉

えまして農産物の価格等の変動による収入なり所得の一時的な低落をならしてい

くというものでございます。それぞれ当然留意点があるわけでございます。  

 冒頭皆川課長からお話がありましたので繰り返しを避けて申しますと、まず補て

んする捉え方、生産性格差の捉え方につきましては、国民の理解を得ることが必要



だということでございます。先ほど申しましたが、当然営農面で一定の生産性向上

は可能でございますので、そういった点を前提にコスト差を考えていくということ

だと思っております。  

 また、四角の中の２つ目の○に書いてございますが、現在いろいろな制度があり

ます。農業共済制度、災害時における農家の経営安定を図るというものもございま

す。こういったものとの関係の整理を含めまして十分な議論が必要となると考えて

おります。  

 次、19ページでございます。対象となる経営でございます。これにつきましても、

対象経営の要件でございますが、図にお示ししておりますとおり、農業構造の改革

を加速化するということで、すべての生産者を対象にするのではなくて規模拡大な

りコスト削減努力を行っているプロ農業経営、効率的かつ安定的な農業経営の実現

を目指しております担い手、こういった方に限定をして、これによりまして我が国

の国際競争力の強化を図っていく、こういった視点から検討すべきではないかと考

えております。  

 次に、どういった営農類型を対象にするかということでございます。これにつき

ましては皆川課長からもお話がありましたが、諸外国との生産性の格差が大きくて、

また右の棒グラフにありますように、水田作ですと稲作と転作作物ですし、畑作で

すとそこにあるような品目でございますが、複合的な経営を行っている土地利用型

農業を念頭に検討を行ってはどうかと考えております。  

 その際、国が現在財政措置を講じている品目との関係がございます。対象作物を

どう考えていくかといったことについて検討していく必要があると思っておりま

す。  

 なお、棒グラフの下の露地野菜、果樹、酪農、肥育牛につきましては、それぞれ

の部門が単品で大体８割、９割を占めているということで、部門的、専業的な経営



が多いということがおわかりいただけるかと思っております。  

 続きまして 21 ページ、「原料作物の取扱い」でございます。「てん菜、さとうき

びの作物特性」というのを右の方に整理しておりますが、品質が劣化しやすい、あ

るいは水分が多くて輸送コストがかさむといった特性がございます。そういったこ

とから工場が産地の近隣に立地しておりまして、生産者と地元工場との密接な関係

のもとで生産が行われているということでございます。このため、原料作物の持続

的な生産を図っていくためには加工コストの削減――工場のコストでございます

が、そういったことで生産性向上を図っていくということで、関連産業を含めたト

ータルな視点が必要になってくると考えております。  

 続きまして 22ページ、「野菜・果樹・畜産の取扱い」でございます。これにつき

ましては、先ほど申し上げましたとおり部門専業的な経営が多いということでござ

いますので、品目横断的な対策の範囲には含めないで、常に基本的に品目別の見直

し等を行っておりますので、こういったことによって対応していくべきではないか

と考えております。  

 例えば野菜につきましては国内産地の体質強化を図るということで、平成 16 年

度までの３年間といたします野菜の構造改革対策を実施しております。今後、その

中身につきまして検証した上で見直しを実施していきたいと思っております。畜産、

果樹につきましても同様な観点から検証を行いつつ対策の見直しを行っていきた

いと考えております。  

 なお、前回の企画部会でもご意見をいただいたのでございますが、北海道の大規

模畑作の中の輪作作物や、また水田作の中でも転作作物として一定のウエートを占

めております野菜の取り扱いでございます。野菜につきましては、１年１作という

よりはもっと生育期間が短いということ、気象条件で作期や作柄が大変変動する、

またなかなか保存もきかないということで、短期間で供給量、価格が大幅に変動す



るという特性がございます。  

 こうしたことを踏まえまして、下の図にありますような野菜の価格安定制度が講

じられております。制度の中の考え方でございますが、一定の規模の生産地域を指

定した上でその産地に供給計画を立ててもらう、こういったことを要件といたしま

して、価格が下がった場合に速やかな補てんを行い価格の安定を図るということで、

生産者の経営安定のみならず消費者の生活安定も図っているわけでございます。こ

うした産地を単位とした考え方でやっているわけでございますが、この野菜対策の

成果も踏まえて今後品目横断の政策との関係を整理していく必要があると考えて

おります。  

 最後、「導入時期」でございます。これにつきましては、麦、大豆などのように

水田営農でも取り組まれておりますし大規模畑作営農でも取り組まれている共通

の品目があるわけでございます。したがいまして、これらの営農類型につきまして

は一体的に検討していく必要があると考えております。  

 その際、「改革のスケジュール」というところで水田作の政策の導入が整理され

ております。米政策改革大綱、改革のスタートとありますが、これが 16 年度から

開始されるということで、18 年にその状況を検証するということになっております。

これとの調整を図っていくことが必要ではないかと考えております。  

 いずれにいたしましても当企画部会で十分ご議論を賜りまして、内容が固まり次

第早期に導入を図れるように努力をしてまいりたいと考えております。よろしくご

審議をお願いしたいと思います。  

 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。非常に要領よくご説明いただ

きましたので、これを基にこれから議論をしてまいりたいと思いますが、その前に

ちょっと私から２点申し上げたいと思います。  



 １つは、最初に企画評価課長からいろいろな疑問点についてお気軽にお申し越し

いただきたいというお話がございました。かなり細かな点もございますので、この

点ご遠慮なくお願いしたいと思います。同時に、この疑問点に対してお答えいただ

く、あるいはその資料につきましては、恐らくこの部会として共有することが望ま

しいものが多いだろうと思います。したがいまして、そのやりとりの中で役所の方

でご準備いただいたものにつきましては、この部会として共有できるような措置を

お願いしたいと。これは部会長としてのお願いでございます。  

 もう１つ、資料の中に、これは後ろの方になっているかと思いますけれども、西

山委員から提出の資料がございます。これは恐らく今日のご発言に関連しての資料

をあらかじめご準備いただいたということかと思いますので、一言ご披露申し上げ

ておきます。  

 私からは以上でございまして、以下ご自由にご発言、ご議論いただきたいと思い

ます。――江頭委員。  

○江頭委員  私は年間 60 日位海外出張しておりまして、実は先週土曜日までＡ

ＳＥＡＮの国を 10 日間位で４カ国位歩いているのですが、私から見てＦＴＡを推

進するということが今日本の国益にとって非常に大事ではないかと思います。そう

いう意味で 17 ページの基本的な考え方というのを見てややほっとしているのは、

国際的に日本が取り残されないようにどうするかということとこの農業の問題を

どうするかということをどう調整するかというところに最大の日本のこの分野で

の課題があると思うのです。そういう意味での考え方として、17ページに示されて

いる案は私にとっては非常に納得のいく案だと思いますので、一言最初に申し上げ

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。そのほかいかがでございまし

ょうか。――山田委員。  



○山田臨時委員  それでは、私から何点か率直に申し上げたいと思います。  

 前回私から我が国農業の将来像をまず共通認識にしてかかる必要があるのでは

ないかということを申し上げたところでありまして、共通認識のない中で個別議論

に入るのはなかなか難しいでのはないかと思うところがあるわけです。そういう面

では共通認識に向けた重要な議論が最初のうちに必要ではないかと思っていると

ころであります。しかし、本日は品目横断というかなり具体的なテーマに入ってお

りますので、今日はそういうことで尐し具体策について触れたいと思います。要は

早い段階で今言った共通認識を醸成するための議論を、これは座長にお願いしてお

きたいと思います。  

 そこで４点申し上げたいと思いますが、第１点は政策転換の背景です。今、江頭

さんからもありましたが、17ページに品目横断の対策の趣旨が書いてあります。し

かし、これを見てなるほどとわかるのは極めて限定的な人かもしれないと思うとこ

ろであります。なぜ今品目横断的なのかということについて、かなり率直に整理し

てかかる必要があるのではないかと思います。品目ばらまきとまでは書いてないの

ですが、現行の価格対策が難しいとか構造改革が立ち遅れているとあります。それ

は我が国の水田農業の何とも克服できない、しかし克服の可能性は追求する必要が

ありますけれども、構造が起因しているところもあると思うのでありまして、品目

横断の政策に転換することで何が変わるのか、そして何を政策意図するのかという

ことをわかりやすく説明してもらいたいと思います。  

 というのは、品目ごとに今の制度の中で需給調整の取り組みができているわけで

す。相当工夫しながらできている。それから、品質向上とその奨励対策というのも

いろいろな形で仕組んでいるわけであります。それから、加工品については工場等

稼働率確保の取り組みも工夫しているわけであります。さらに、品目ごとの経営安

定の取り組みも既に実施しているわけで、これも長い時間かけて議論してきた上で



作り上げてきているわけであります。さらに、米については担い手への一定の傾斜

対策も工夫の中で仕上げてきているということがあるわけであります。くどいよう

ですが、第１点は、何でこれらの個別品目ごとの対策を取り崩して品目横断なのか

ということを率直に整理いただきたいと思います。  

 第２点は、対象を水田営農と大規模畑作とされておるわけで、野菜、果樹、畜産

等についても若干触れられているところでありますけれども、水田営農は複合的に

なされているわけであります。こうした複合経営をどのように考えるのかという点

について検討が必要だと思います。現行の基本計画で経営類型を定めているわけで

ありますが、この経営類型も複合的な経営を想定しているわけであります。これら

の経営類型との関係について、どのように対象を考えるかということとの関連で明

らかにしてほしいと思います。  

 第３点は、多分、大規模畑作というのは北海道等の大規模畑作、輪作を想定され

ていると思いますが、沖縄、鹿児島のさとうきびや甘しょでん粉をどのように扱う

のかということであります。これらについては、高いハードルとかプロ農業経営と

いうわけにはまいらんわけでありまして、品目の特性、産地の特性を踏まえた対策

があっていいと思います。  

 第４点は、対象農家についてでありますが、これも前回ご意見が出ていた、「プ

ロ」とは一体何なんだということであります。プロ農業経営とは何なのか、相変わ

らず本日も示されていないと思います。  

 高いハードルを設定といっても、幾つか例がありまして、「規模等」と書いてあ

りますけれども、これでいってもなかなかわからないわけであります。すなわち、

１つは、効率的かつ安定的な農業経営との関係はどうなのだということ。  

 ２つは、基本計画で定めた経営類型との関係はどうなのだということ。  

 ３つは、基本法に盛り込まれております育成すべき担い手ですか、育成すべき経



営ですか、これとの関係はどうなのかということ。  

 それから、４つは、先日も私も申し上げましたが、土地利用の集約の関係からし

て、集落等を単位とした集落営農の取り組みが水田営農では何としても必要です。

だから、各地でさまざまな取り組みがなされているわけでありますし、米政策改革

についても一定の位置づけがなされたと思っております。これとの関係はどうなの

かということ。  

 そして、５つは、今関東は晴れていますけれども、当然北日本は雪が降っている

わけで、それから中山間地域、山間地があるわけであります。かつ、農業経営には

作物の選択も含めてさまざまな歴史的な事実もあるわけでありまして、地域によっ

てハードルが当然異なるし経営体の想定も違う。当たり前のことでありますけれど

も、これとの関係をどうするのかということです。以上、これらについての一定の

考え方を示していただきたいと思うところであります。  

 もう一回言いますと、１点目は、対象にする農業経営の完成の将来像とは一体何

を想定しているのか。これは当然アメリカ型の新大陸型農業経営を想定しているわ

けでは毛頭ないと思うのです。とするとアジアモンスーンにおける日本型の我が国

特有の将来像が多分あるはずなので、その点について考え方を聞きたい。  

 ２点目は、そこへ行き着くための育成中の経営体の姿はどのように想定されてい

るのか。対象になるのかならぬのかということも含めてです。  

 ３点目は、そこへ行き着かないけれども、地域で多様な役割を果たす農家や兼業

農家の姿。これはまた次回に議論になるのかと思いますけれども。  

 ４点目は、地域特性についての配慮という部分です。これらのことについて考え

方を示していただきたいと思います。  

 ちょっと長くなりましてすみませんでした。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  



 まず最初に私の見解もお尋ねしたいというような部分があったかと思いますの

で、その点についてまず手短に申し上げたいと思います。共通認識をきちんと作り

ながら個別の議論を進めるべきだということ、これはまさにおっしゃるとおりでご

ざいまして、前回の資料の中にもある程度その意味での共通認識のベースとなるよ

うな資料はあったかと思います。  

 当然この部会は食料・農業・農村基本法の理念に基づいていろいろなことを議論

するわけでございますけれども、法の制定当時、また基本計画を策定した当時から

現在に至る中で積み残されている問題、新たな問題等々があるかと思います。その

意味でこの改革の提案が今出されているわけでございますけれども、それがどうい

う根拠、どういう流れの中で出てきているかというあたりを改めてもう尐し整理を

していただくと、ここでの議論に資することになるのではないかと思っております。  

 かなり急ピッチで議論を進めるようにという大臣のご意向もありということで

ありますので、基本認識をつくるまで次に行かないという進み方にはならないかと

思いますけれども、この点につきまして事務局としても尐し工夫をしていただけれ

ばと思います。  

 それでは、かなり多岐にわたるご質問がございましたけれども、よろしくお願い

いたします。  

○白須生産局長  生産局長の白須でございます。まず、私から総括的にお答えさ

せていただいて、相当多岐にわたりますので、必要があれば企画評価課長等に補足

をしてもらいたいと思っております。  

 まず最初に、なぜ今品目横断なのかということでございますが、先ほど 17 ペー

ジで「政策転換の考え方と課題」の「基本的考え方」というところでご説明をさせ

ていただいたことが私どもの基本的な考え方でございます。なんといいましても現

在のいろいろな価格支持、経営対策というものが、それぞれ、どちらかというと個々



の作物の手取り補償といったような形になっているわけでございます。ここのとこ

ろを品目横断に変えるということで経営単位での安定を図るという考え方の方が、

経営を支持していくという考え方に立った場合に、現在よりもより国民的な理解が

得られやすいのではないかというのが第１点でございます。  

 それから、効率性ということもどうしても考えざるを得ないわけでございまして、

現在の価格あるいは経営対策が相当程度いろいろな形での財政負担あるいは消費

者負担をお願いをしておるといったような面もございまして、そういうものが横断

対策に移行することによりまして、より効率的に行われる可能性があるという点も

あるわけでございます。  

 もう一点は、大きな２つ目としまして、国際規律の話を先ほど申し上げたわけで

ございます。この点につきましては、最終的な方向は当然まだまだこれからの国際

的な議論があるわけでございまして、現時点で予断を持って申し上げるわけにはい

かないわけでございます。ただ、いずれにしても方向として品目ごとの対策は限界

がある。品目ごとのＡＭＳが管理されるということになりますれば、現在の私ども

の価格支持なりもろもろの対策が今後行うことができなくなるという可能性が非

常に高くなるということでございまして、そういう点からいきますと品目横断的対

策に切り替えておいた方が制約が尐なくて得策であるという点が大きな２つ目で

ございます。  

 もう一点は、構造対策の必要性といったようなことからいきましても、対象をど

うするか、あるいは経営をどうみるか、委員の第２のご質問にもかかわるわけでご

ざいますが、そういった意味での担い手への集中化・重点化という点からいっても

品目横断対策に切り替えていくということが必要なのではないか。それが第１でご

ざいます。  

 もう１つ、複合経営をどう捉えるのか。水田営農は複合的に行われている。その



とおりでございます。ただ、私どもがもともとこれを発想いたしましたのが、北海

道の畑作営農、麦、大豆、てん菜、でん粉原料のじゃがいもによって畑作、特に北

海道の輪作体系は維持されておるといったようなのが１つの大きなタイプでござ

いまして、もう１つは、やはり一番大きいのは水田営農ということの中で、麦、大

豆、当然転作作物として入ってくるわけでございます。先ほど町田からとりあえず

の私どもの考え方を申し上げたわけでございますが、水田作における品目横断につ

いての対象作物としては、今のところ私どもとしては米と麦、大豆を中心に考えて

おりますが、この点についてはさらにご議論をいただきたいと考えているわけでご

ざいます。  

 それから、沖縄、鹿児島の問題もいただいたわけでございます。そこのところは

私どもも当然念頭にあるわけでございまして、やはり規模の問題、あるいは地域に

おいてその作目しか作れないといったようなことで、同じ砂糖、でん粉といった原

料作物であっても、そこのところはこの品目横断でなかなか捉え切れないという問

題もあるのではないかと考えております。そういった中で引き続き農業政策のみな

らず地域政策あるいは社会政策といったような観点からも検討する必要があるの

ではないかというようなことも考えておりまして、そこのところは委員の先生方に

もご議論いただきたいと考えている次第でございます。  

 対象農家は皆川からお答えします。  

○皆川企画評価課長  前回もプロ農業経営という言葉についてどういう意味な

のかというご質問もあり、基本的には基本法の 21 条に「効率的かつ安定的な農業

経営」という言葉がございますので、これを目指す。実は今日の資料の 19 ページ

にも「効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指す担い手」と書いてありますけれ

ども、そういったことになるのではないか。プロ農業経営の言葉の使い方自体につ

いては、部会長からもこの場でもこれからも議論していこうということでございま



すが、意味合いとすればそういう意味ではないかと。その際に当然に現行基本計画

の際に議論をさせていただいた農業経営展望があるわけで、その農業経営展望の営

農類型なりについては当然に参考としながら対象営農類型の議論が行われるのだ

ろうと思っております。  

 なお、育成中のものがどうかというようなご議論もあるわけですが、私どもとす

ればある程度水準を考えながら、そこに現実妥当性をどう入れていくかというよう

な観点での議論はその後に来るのではないかと思います。何でもかんでも階段ばか

りがついているという構造物もないわけで、それなりに水準を議論しながら、そこ

へ向けての移行過程をどうつけていくかというような議論の順番になっていくの

ではないかなと思っております。  

 日本経営として新大陸型の経営を目指しているのかと。日米比較で 123 倍と。123 

倍のところになりますと数市町村位の単位で経営しなければとても追いつかない

というようなことも中には生じてくるわけで、それはなかなか実現性がない。アジ

アモンスーン地域の水田農業としての水準というのはそういったものではないの

だろう。アジア独特、日本独特の形で、その中で最大限効率なり経営の意味でどの

位の水準の向上が図れるかということだと思います。  

 それから、兼業農家の扱いなり、これに当たらないのではないかというようなこ

とについては、またどういった形で関与いただくかとか、さらにどういった機能を

これから果たしていっていただくか、農業経営ごとにどういった形でこの政策が効

いてくるのかというようなことについては、当然に次回の資源保全政策なりも併せ

て議論した方がいいと思いますので、そういった段階で、こういった農家層にこう

いった効果があるんだというようなことのお示しはまた次回以降にさせていただ

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。今やりとりの中で、１つは皆



川課長のずっと階段がついているということだけではないだろうというようなご

発言がございましたけれども、ちょっと意味内容が私にも判然としなかったので、

その点につきましてもう尐しお答えいただきたいのと、集落営農との関連につきま

しても、現在の段階で議論すべきかどうかということも含めてお答えいただければ

と思います。  

○皆川企画評価課長  まず集落営農の方からいきますと、今回の米政策改革の中

でも集落型経営体を位置づけて一定の年限の中で経営としてちゃんとまとまって

いただけるというようなことを一定の要件にしながら集落型経営体を位置づけて

おりますから、私どもとして今回の対象営農経営類型としては、今までの議論の経

緯もあるわけですから、集落型のものも当然に１つの候補生として考えていくとい

うことになるのではないかと思っております。  

 それから、階段がいっぱいついて云々という言い方をいたしましたのは、当然今

の水田農業を１つ考えますと、非常に零細な商流構造であり経営構造なわけですね。

そこからいたしますと、当然にある程度の水準を書いたときにだれも階段上れない

じゃないかという議論になるわけですが、では全員がだれでもということでは今回

の政策転換の意味合いも薄れてきますので、必ずしもすべての方が等しくというこ

とではない形になるという意味で申し上げたわけでございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。――それでは村田委員。  

○村田専門委員  今の山田さんの話とかかわるのですけれども、２つほどお聞き

したいというか、私自身悩んでいることをお話しさせていただきます。  

 １つは、この品目横断的政策への移行は基本的考え方としては理解できるのです。

でも現実には、ご説明にもあったように実質的には米と大規模畑作に限られるわけ

です。20ページに説明がありましたが、露地野菜、果樹、酪農、肥育牛、こういう

のは品目別政策の見直しの中でやるということでいくと、品目的横断というふうに



風呂敷を大きく広げていいのかどうか。ちょっと羊頭狗肉のような感じもするとい

うことが１つです。どのような物の言い方をしたらいいのか。野菜だとか果樹だと

か、いずれ品目横断的な政策に移行するという意味が込められているのなら、「品

目横断的」と言えなくないかもしれませんけれども、その必要性ありやなしやとい

う問題も残ります。  

 もう１つ、今の話にも絡むのですけれども、悩ましいのはプロ農業経営の定義で

す。高いハードルというのもどうやって決めるかというと、現実には非常に難しい

政策になるのだと思うのです。何ヘクタール以上というような面積で仕切れば簡単

なようですけれども、そうするといったん認定されたプロ農業経営者が努力を放棄

するモラルハザードを起こすかもしれない。逆に、育成中というか移行中というか、

これから頑張ろうという人たちの芽を摘んでしまうかもしれない。市場のダイナミ

ズムを活用するという意味で、このプロ農業経営の線引きは、これからの議論でし

ょうけれども、相当工夫しないとむしろマイナスに働いてしまいかねない懸念があ

るのです。どういう案がいいかという名案が私にあるわけではないのですけれども、

そのようなことを考えています。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。――それでは坂本委員。  

○坂本専門委員  ２点ほど意見を申し上げてみたいのですが、まずこれは農業法

人の仲間の意見です。今お話が出ております集落営農の問題ですが、集落営農とい

う取り組みは歴史が結構あるわけでございまして、これは農地の団地的利用におい

ては非常にいい取り組みだと私は思うわけです。ただし、我々は生産現場で見てお

りまして、これから立派な経営体として集落営農に取り組んでいくんだというよう

な集落営農なら非常に歓迎すべきことだし、また応援しなければなりません。すべ

てとは言いませんが、こういう政策が出たときの支援政策の対象になるための取り

組みでの営農集落という発想ですと、いつまでたっても地域農業は変わっていかな



いという気がいたしております。  

 そういう意味において、米政策大綱が来年から動き始めますが、それに基づきま

して水田農業ビジョンを作ろうということで進めているわけです。その中で何十年

間も手間がない水田を預かって育ててきて１つの経営を確立した。しかしながら、

水田農業ビジョンを集落営農という名のもとに進めるために農地契約等を解消し

てくれと、ある大規模水田農業者の意見なのですが、「私はもう嫌になっちゃった。

せっかく育てたのを戻せと言う。これじゃ夢がない」、こういう大規模水田経営者

もいるということをお話ししておかなければいけないと思います。  

 また、大規模農家の中には、これは自らをいじめることにもなるのですが、水田

再編における転作助成はやめるべきだとはっきり言う経営者もいるわけなのです。

その理由は３つある。彼は「この政策が続く以上は農地の流動化は起こらないよ」

というわけです。したがって、水田農業の構造改革はいろいろやっても多分進まな

いだろうと。結局、転作助成政策が兼業農家の農地保有をバックアップするために

団地的利用がなされていかないと言うわけです。しかし水田転作助成をやめますと、

まず大規模水田農家が大変苦しくなるだろう。しかし、農地の流動化がいよいよ本

格的に我が国で始まっていくのではないか。したがって、それが農地の団地的利用

につながり、ゆくゆくは効率的大規模水田農家が国際コストに近づいていくのでは

ないか、水田農業に大きな動きが出てくるのではないか、という論理なのです。  

 しかし、プロ農業者をこの基本計画の見直しでもこれから支援していこうという

ことですが、それが倒れたのでは元も子もないわけですから、ある一定期間国民に

納得いただけるような直接支払いで支援し、それから大規模化に伴う施設整備等に

ついては政策金融で確立していくという意見もあるということを報告しておかな

ければならないと思って申し上げたわけです。  

 そこで、今回のあるべき品目横断的なという政策課題でございますが、先ほどか



ら聞いて、物から経営体に政策転換するということは避けて通れない現実だろうと

私は思っております。しかしながら、これからの政策対策としては所得の変動対策、

コスト低減、リスク対策、環境保全対策、農地保全対策、地域営農対策とその対象

者等、政策の体系を整理整頓、明確化すべきと思っております。特に、政策の集中

化・重点化の対象者をプロ農業者という言葉で議論があるわけですが、私はぜひこ

こでプロ農業者の定義を勇気を持って明確にしていただいて、国民に、また地域農

業者に明確に伝わるようにお願いをしたいと思っております。  

 私は、この問題にこだわっているわけですが、今日までの政策も決して悪くはな

かったと思うのです。それがどう運用されるかということにも視点をおかないと、

地域農業は変わっていかないのです。政策ルートと言いますか、大臣もおっしゃっ

たようにスピードのある整備された施策がその必要な対象者にスムーズに流れな

ければ、幾ら政策を打っても地域農業は変わらないのです。そこをぜひ今回は、政

策をつくるそれをどう必要な人に、必要なときに、スピードを持って伝えるかとい

うことも議論しておかないといけないというのが私の意見であります。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。今のお二方の発言の中で、新

しい経営支援策と仮に申し上げておきますが、これの理念なり目的にかかわること

をおっしゃられたわけであります。私も議論なりやりとりを聞いておりまして、経

営支援策の新しい枠組みという限りで言いますと、共通の理念、目的があって、た

だそれを実際に施策に落としていく場合に営農の類型ごとに一番効率的と言いま

すか、やりやすいと言いますか、形に違いが出てくる、そういう整理かなというふ

うに一応聞いておりました。もし違っていればまたご発言いただきたいと思います。  

 それでは、森本委員、永石委員の順番でお願いいたします。  

○森本専門委員  今集落営農の話が出ているわけでございますが、この形をずっ

と進めていきますと第１次産業としての農業は当然生き残ると思います。しかし、



私はこの問題の裏には村が生き残るのかなという危惧があるのです。結局、今の村

というのは専業農家だけで成り立っているのではないのです。当然 100 戸、 200

戸の村というのは兼業農家もいて、先祖伝来の昔からの田んぼを耕すというのがあ

るものだから、その地区から離れないという兼業農家もあるのです。だから、ただ

単に第１次産業的な土地利用型農業を目指すのであれば、それはそれで結構です。

ただ、そうなれば農業基本法にもうたわれておりますような農村環境の維持発展と

いった命題が成り立たなくなるような気もいたしますので、その辺の兼ね合いも、

私はこれから先、今度の基本計画の中では当然考えていかなければならない問題だ

と思います。  

 それと、品目の中で土地利用型が今度の見直しでも問題になってくると思うので

す。私たち農家から言わせていただきますと――私たちは恐らく今度の問題の対象

者になりますので本来あまり発言はしたくないのですが、はっきり言えば、もとも

とは食管法という中で米が売れなかった時代もちゃんとあるのです。農家が自由に

米が売れない時代がずっと続いていたのです。その中で食糧法に変わって当然売る

自由とかいろいろなことがありました。しかし、そのときには食の文化が欧米化し

ていまして、120 キロ食べていたお米が 60 キロ台になっているのです。だから、

逆に言えば昔はお米が貴重な食料だったのが、今は貴重な食料ではなくなっている

のです。今度は負の財産みたいになっているのです。しかしながら、負の財産だか

らといってお米を切り捨てるということは農地も切り捨てるということですね。  

 この基本計画の問題でもそうですが、これは食料安全保障というのが基本だと思

っているのです。国民の食料をいかに国が守っていくか。私たち農家から言わせて

いただきますと、農地というのは何年間も作らなければ荒廃してしまいますので、

もとに復田するということは急にはできません。そうなってきたときに、今年みた

いにＢＳＥだ鳥インフルエンザだというふうに外国がああいう状況の中で今度は



輸入がなかなかままならぬようになってきたとき、結局日本の国民の食料をどのよ

うにして賄うのかといえば、基本的には日本が賄わなければならないわけです。そ

のときに農地はちゃんとなければいけないわけです。  

 そのために私は１つだけ、これはお願いなのですが、食料自給率でも何でもそう

なのです。国民の理解という言葉を使われますけれども、私は国民が危機感を持た

なければ何も始まらないと思うのです。これは私たち農家が農業は大切ですよとか

食料は大切ですよという話ではなくて、国民一人一人が自分たちの将来の食料をど

う確保していくのか、そのためにはどういうことをやらなければならないのか、そ

の基本がなければ、私はどんなに立派な基本計画ができようが何にもならないと思

います。  

 最終的に今度の基本計画が改めて見直しの中でできあがります。恐らく農水省の

政策はその基本計画に沿った形でまた動いていくわけですよね。その中に国民の理

解とかいうこちらからお願いしなければならないような話ではなくて国民がお願

いする。はっきり言えば農水省に対して、農業者に対して、これから自分たちの食

料に対してこれだけのことはやっていいように言いますから、それだけ農家の人た

ちも頑張ってくださいと。補助金なんていう言い方ではなくて、これは投資なのだ、

自分たちの将来の食に対する投資なのだ、その位の気持ちでこの基本計画の問題も

国民一人一人がわかるような形で話をしていかないと、結果的には何回も、また５

年後にも見直し、５年後にも見直し、基本的に見直しだけやって本当に何が残るの

かなという気がいたします。質問と私の気持ちです。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。何人かの方にご発言をいただ

いて、その後で適宜お答えいただくようにしたいと思います。――永石委員、お待

たせいたしました。  

○永石臨時委員  ２点ほどお願いしたいなと思っています。  



 １つは品目横断的、麦、大豆、てん菜、ばれいしょということで、すぐ北海道が

イメージできるのです。内地の方はここをどうするのか。そこで、さっき山田専務

あたりからも出てきたような形で、どういう類型か、どういう経営体を対象にする

かということが出てくるのだろうと。多分、基本法で言われていたのは大豆の自給

率の中で油以外の豆腐、みそ、しょうゆ、あの当時約 100 万トンでしたか 120 万

トン位でしたか、それは国内で自給しようじゃないかという話だったと私は理解し

ていたのです。そうすれば、そういう前提があって、例えば大豆なら大豆でも、で

は北海道さんはどの位頑張っていただきますよ、内地でもどの位頑張っていただく

のかなというのが見えてこないと、北海道の類型と内地の類型一律だと頭が混乱し

ていくということも実は出てくるだろう。  

 もう１つは、これはまた環境資源政策とかみ合ってくるのですけれども、日本人

に安全性がどんどん要求されてきていて、大豆の中でも、例えば豆腐でも黒豆大豆

の豆腐だとか青ばた大豆の豆腐だとか、いろいろな形ができつつある。スローフー

ドとかいろいろありますけれども、有機栽培も含めて地域の環境政策のいろいろ、

そういうのはこういう中にはどう配慮されるのか。それもいわゆる大規模の中のハ

ードルが高いと言っていますけれども、担い手としてそういう形で出てきたときに

どう対処するのか、この辺の整理が必要なのかなというのが１つあります。  

 そういう意味で、同じ担い手という形でも、多分、今私が見ている限り、米政策

と同じく認定農業者、いわゆる経営改善を目指して進む農家だろうとは理解できる

のですけれども、そういうことを踏まえて日本がこれから生き残る、生産者として

もいろいろ考えてきている、その中で豆にしろ規模にしろ、そういう国内的な配慮

も踏まえた多様性の考え方が尐し必要ではないかなと考えています。  

 それから、米政策であるべき姿ということでラージパッケージを出しながら議論

していった経過がございまして、そういうのがある程度、豆にしろ、特に横断品目



については日本はこういう姿でこれはちゃんとやっていくよというのが見えてく

ればもう尐し議論しやすいのかなと感じております。特に米の場合、20年には生産

者が主体的に取り組むという形で方向づけされていますので、米政策との整合性は

当然考えているのですけれども、そういう形が必要だと。  

 特に消費者に対しては、先ほど発言がございましたけれども、特にＦＴＡの発言

がありましたしＷＴＯの方の問題があります。それははっきりこうなんだよと言う

べきだろうと。そういう中で日本農業をここまで持っていくためにはこういうのが

今提案されているわけですから、そういうことをはっきり言いながら、こういうこ

とによって消費者のメリットはこういうことが出てきますよ、だから生産者にもこ

ういう投資が必要なんですよと、これは多面的機能とも関連しますけれども、そう

いう明確なメッセージを与えながら議論していくというのが必要ではないかなと

考えています。以上です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。そのほかにいかがでございま

しょうか。――それでは中村委員、その次に安髙委員、お願いいたします。  

○中村委員  品目ごとの政策から経営に着目したとか、ＷＴＯなりＦＴＡ、市場

原理、構造改革実現、そういう必要性については理解ができないわけではありませ

んし、また、政策手法についても１つの方向として検討の材料にはなろうと思いま

す。我々もこの提案を踏まえて組織検討もしたいと考えておりますが、なかなか組

織におろしにくい、相談しにくい点が幾つかございます。  

 １つは、政策対象類型だとか対象作物、対象農家の関係がよくわかりません。大

体方向が３つに分かれているということはわかったわけです。そうしますと水田農

業の話も絡んできますけれども、麦、大豆、飼料作物、野菜、甘味資源等、同一作

物でいろいろな政策が出てくるのか。一物一価の立場に立つと、これはどのように

理解しておろすべきなのか、一国で２制度、３制度みたいな仕組みが出てくるよう



な気もしますし、その辺がそうでないというならその辺を尐し教えていただきたい。  

 もう１つは対象農家がよくわからないということでありまして、プロ農家という

表現がありますけれども、基本法に書いてあるような定義がきちっとはっきりしな

いので混乱が起こるだろうとも思っておりますので、そのあたりを明確にして議論

すべきではなかろうかと思います。  

 特に集落営農の問題とかかわってきます米問題、これは我々も規模拡大を盛んに

やるわけですが、なかなか流動化しない。これは必ずしも農地制度の問題だけでは

なくて価格問題もあるでしょうし、今の対策のやり方の問題もあろうかと思います。

特に兼業農家と専業農家の関係等からみると、次期課題で担い手の改革、農地制度

の改革というのがありますが、必ずしもそこだけでは解決できなくて、今議論して

いるような政策論も踏まえてやっておかないといけないのではないかという気も

しておりますので、その辺もこの場でも議論をしておく必要があるのではなかろう

かと思います。  

 それから、これは次の担い手の問題のところの課題でもありますが、前から言っ

ておりますように、この仕組みと同時に農業者自らが選択して経営安定なり経営危

機に対応できる制度も検討していただきたいということでございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。――安髙委員。  

○安髙委員  本日ここで品目横断という支援の方法を提案なさっているのだろ

うと思っておりますけれども、そういう方法もあるのだろうとわかりました。けれ

ども、あくまでもこれは手段であり方法であろうと思っております。何のためにと

いう目的でこういう政策を提案なさっているのか。確かに国際的規律との関係でこ

ういうものが上がってきた背景もあるかもしれませんが、先に手段、方法があると

きは、より厳しく、目的に合致した手段であるかどうか、この検討をおざなりにし

てはならないと思っております。そういう意味でこの品目横断という政策は、基本



法の中に４つの理念がございますけれども、この４つの理念のどの辺に特に重きを

置いて、どういう検討結果からこの手段がベストであるというふうになってきたの

か、そういう意味の目的と手段の関係をどのように考えていらっしゃるのかお伺い

したい。  

 そして、その目的の中にはプロ農業経営と申しますか、法律の中では担い手の育

成、担い手という言葉が出てまいります。それを目指すところもあろうかと思って

おりますが、これは認定農業者制度をいうまでもなく、担い手の育成、あるいは経

営感覚の育成というのは、ずっと目的として農林水産省、あるいは政策的に行って

こられたと思います。新たな政策展開をするときには、なぜ今まで担い手の育成が

できなかったのか、その辺をどのように捉えて、どのように検証して見直そうとな

さっていらっしゃるのか。だから、なぜ今まで育成ができなかったのか、この点に

ついてもお伺いいたしたいと思います。  

 それから担い手、ここではプロ農業経営育成ということでなさっておりますが、

プロ農業経営を育成する政策、制度、仕組みは結構ですが、こういう話になったと

きに、最終的にはプロ農業経営だけに補てん金や直接支払い、お金を出していくと

いう形になるとしたら、私は違うのではないかと思っております。あくまでもプロ

農業経営を育てるための制度やシステムを精いっぱい考えて、それで補いのつかな

い矛盾点に対してお金で補っていくというのが本来の政策の役割ではなかろうと

思っています。  

 これは例えですけれども、もし子供を育てると考えたときに子供にお金をあげま

すか。子供が育つ環境を作るためにお金をかけるのです。その意味で育てようとす

る仕組みづくり、制度づくりとお金をどこにかけるかというものは別問題だと。お

金は最後に矛盾を補うために出るべきものであって、政策の冒頭から補てんだとか

直接支払いというのが来ると政策そのものの目的から歪んでくるような気がいた



しますので、この点については私の意見として申し上げておきます。以上です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。ちょっとお待ちいただけます

でしょうか。何人かの委員のご発言がございましたので、このあたりで事務局から

お答えいただける点があろうかと思います。よろしくお願いいたします。  

○皆川企画評価課長  何点かについて、まず私から。  

 村田委員の、横断というのが対象類型をみると水田と畑で、それ以外についてな

いのは羊頭狗肉とおっしゃったのだと思いますが、それについてお答えさせていた

だきます。実は参考資料の一番初めに私がご説明した紙の中にも書いてあるのです

が、私どもとしては、今回の政策転換というのは担い手に対する体系的支援のあり

方全体を考えていくのだということで言っておりまして、品目横断だけをやるとい

うことではないのです。ただ、その中に今まで品目ごとにやっていた部分を横断す

るという転換の意味合いが大きいものをやや柱として外に出して説明をしている

ので、そう受け取られたのかなと思っております。  

 １枚目の紙に書いてございますが、真ん中の四角の２つ目の○のところに「担い

手の育成・確保を強力に推進するため、品目横断政策への転換を始め、担い手に焦

点を絞った支援策を体系的に整備する」という意味で、１つ目がそういった複数の

もの、横断できるものについては横断ということを考えるのだ、それ以外の品目に

ついては担い手への体系的支援を図っていく観点で見直しをするという意味で、そ

こは全体にかかってくるのではないかなと思っております。  

 ただ、その中で部門専作的なものについては横断しようにもできない部分がある

という意味で、横断という意味では水田なり畑という形になってくるのではないか、

そういうことでございます。  

 それから、集落営農の問題が結構出ておるわけでございますが、当然今の米政策

改革大綱の中でも担い手の経営安定を図るという類型の中でも入っておるわけで、



そういう意味で当然候補生であるということを申し上げました。それを今回の体系

的支援の中でどういった要件を課していくかとか何かということについては、当然

にこれからのご議論ということなのではないかなと思っております。今の地域水田

農業ビジョンなりの中でどういった形で出てくるのかということも横目でにらみ

ながら議論していくということではないかなと思っています。  

 それから、１次産業としての農業は保つかもしれないが村がどうだという話も森

本委員からあったのですが、これは次回なり次々回でも出てくる課題に絡む話では

ないかなと。私どもとして、当然に基本法の中で言っているところの効率的・安定

的な農業経営が大宗を占めるような農業構造をつくるということと併せて農村の

振興というのは大きな意味での多面的機能の発揮とか農村がよくなるということ

自体も大きな目的として掲げていますので、それをおろそかにした形には最終パッ

ケージとしてはならないということかと思います。  

 あと、今回水田においてのイメージというのは、先ほど白須局長の方からご議論

したとおりで、米に麦、大豆ということで、今までの水田での主要作目ということ

かなと思っております。  

 安髙委員からの基本法の４つの理念と今回の話につきまして、要は目的と手段の

関係ということ、さらにはどういった理念なのかということでございますが、当然

に私どもとしては基本法の中の農業の持続的発展の中にある望ましい構造という

４条の条文と農村の振興なり多面的機能の発揮といったようなものについて、今回

はどちらかというと農業の持続的発展の部分での望ましい構造に向けた担い手へ

の集中と。これまで以上にメリハリをつけたいという意味で申し上げているわけで、

当然そのほかの面の政策もおろそかにする気はございません。ですから、担い手へ

の経営支援の体系的整備ということで、横断型の施策展開ということと併せてどう

いった形で担い手を位置づけ、それに対する支援策を講じていくかというのは、幅



広い課題として坂本委員からのお話もあったようなことも含めて検討させていた

だきたいと思っております。  

○生源寺部会長  よろしいですか。今のやりとりの中で、多分大きな問題として

２点ほどあったかと思うのです。１つは、例えば麦であれば、中村委員おっしゃっ

たように、これまで畑麦と転作麦では全くといっていいほど違う政策体系のもとに

あった、こういった問題についてどう考えるかということと、もう１つは担い手の

育成ということに関してこれまでなぜできなかったのか、あるいは十分できなかっ

たかということについての分析なり認識が必要である。この２点について。  

○須賀田総合食料局長  麦の対策でございます。今日説明したコストプール方式

というのは畑麦も水田の麦も共通の政策でございます。現在この政策を変えていき

たいというご議論をいただいているわけでございます。水田で麦を作った場合に、

これに転作の奨励、生産調整を推進するという意味で、水田で畑作物を作る困難性

に着目した転作助成という考え方で追加をしてやっているわけでございます。  

 今日も問題指摘がありましたけれども、本来の生産政策、需給均衡をどうするの

か、品質問題をどうするのか、別途のところでまたそこはご議論をいただきたいと

思っております。  

 それから、担い手の育成がこれまでできなかったのはなぜか。これは実は生産調

整、米の改革のところで随分ご議論をいただきました。これまでも数々、農地流動

化策等を講じてきたわけでございます。いろいろなことを言われる方がおられます。

資産的保有じゃないかとか、先祖伝来の水田を自分の代で手放すのはどうかとか、

いまだに貸したら戻らないんじゃないかと思っている方もおられるとか、そういう

ことを言われますけれども、根本的には、政策面でいきますと価格政策といいます

か、所得政策を担い手に差別的に講じることについて行ってこなかった。担い手に

なれば十分な所得対策を行うことによりまして担い手への農地流動化のインセン



ティブが働くのではないかということを今回ご議論をいただいているわけでござ

います。  

 米の政策のところでも、助成の体系を担い手育成のところへ厚くしたわけでござ

います。その中で、実は担い手というのは、坂本委員、森本委員のご議論にござい

ましたが、本筋は個別の経営体がどんどん強くなっていく。生産法人でもいいので

すけれども、これがどんどん大きくなって強くなっていくというのが本筋でござい

ます。ただ、実態を見てみますとそういう経営体が育っていない、多尐いても脆弱

なところについてどうするのかという問題がございます。一方では生産調整のよう

な協調を旨として集落機能に依存した政策がある、その一方で構造改革というのは

差別化の政策でございますので、個別の経営体が人から抜きん出て大きくなってい

かなければならない、こういう相矛盾するようなことを同時に進めないといけない

ということで、集落の人が参加をして、将来的には農業生産法人のようなちゃんと

した所得を上げる担い手を目指すようなものとしての集落営農というのを概念を

して、これを作っていこうというふうにしたわけです。  

 坂本さんがご指摘をされましたように、どうも現実には集落営農派と個別の担い

手のところで土地の取り合いが起こっているようでございまして、私どもとしても

助成金をもらわんがための集落営農では何もならないと思っております。経営体で

ございますので意欲が必要でございますし、能力としても技術力、装備力、労働力

が必要でございます。何といっても経営体は所得概念でございますので、規模であ

り、どんな作物を作るか、どんな将来目標を持つか、こういう所得追求要件が必要

なわけでございます。集落営農につきましても、将来はちゃんとした農業生産法人

を目指すんだというものでなければ何もならないと思っておりまして、今年から始

まります米政策の集落営農がどのようなものになるかということを私どもも注目

しているところでございます。  



○生源寺部会長  どうもありがとうございました。ただいま 11時 45分でござい

ます。12 時までということでこの会議を設定しているわけでございますけれども、

恐らく委員の皆様方にはあらかじめ多尐延びることもあり得るとお知らせしてい

たかと思いますので、遠慮なくご発言いただければと思います。  

 ちょっとお待ちいただけますか。豊田委員が先に挙がっておりました。その後、

西山委員、新開委員の順番でお願いいたします。  

○豊田委員  今までのご説明で品目横断的な政策転換の基本的な考え方を大分

理解してまいりましたけれども、私、４点ほど特徴があるように思いますので、ち

ょっとそれをご確認したいと思います。１つは価格の補完性という問題でございま

す。もう１つは農業の多機能性をどう評価するかということ、それから所得補てん

の逆進性の補正の問題、４点目は特に地方財政を含む財政負担性、この４点につい

てちょっとお考えをお伺いしたいと思います。  

 まず第１点の価格の補完性と申しているのは、前回枠組みの議論で議論いたしま

したように、ＷＴＯ、ＦＴＡなどの国際規律の強化に対応した政策、グローバルス

タンダードを持った政策であるということで、品目別の国境調整が変化してくると

いう予測のもとに価格の低下が生じてまいります。その価格と所得の低下を補完す

る政策をあらかじめ準備するということで、内外価格差を埋め、内外コスト差を補

てんする部門の部分と、あるいはグローバル化した飽和市場の中で価格と所得の変

動が激しさを増している。それを緩和する部分の２つの意味で価格補完的に支払う

変動部分の構築というのがこの政策の第一の特徴ではないかと私は読んでいるの

です。  

 つまり、それをどう仕組むかが今回の焦点だと思われるのですが、その場合、既

存の品目別制度をいかに横断する仕組みに転換するかということで、ご指摘があっ

たように、発生要因というのは市場経済ですから品目別に生じてまいります。それ



を効果手法としては横断的に行うということになってまいりますので、その仕組み

構築に相当工夫をしないと、その発生と効果のバランスが問題になってくるのでは

ないかなと思われます。  

 その場合に甘味調整金やでん粉負担金等のいわゆる農業あるいはアグリビジネ

ス、農業関連産業、ステークホルダーの負担金の問題が出てくるのではないかと思

うのです。今のグローバル化の中でタックス、関税でこれに対応するということは

かなり難しいと思いますけれども、レビーと言いますか、調整金で対応するのは各

国、特にオーストラリアのマーケティングボーダーなんか完全にこれでやっていま

すし、かなり余地がある手法だと思います。  

 そういう意味で、むしろこの方法が定着すれば、品目別に市場経済で発生したも

のの効果としては経営を対象にして行うという新たな手法の開発になるのではな

いかなと思われます。いずれにしろ、それはこれまでのグローバル農政の転換、Ｅ

Ｕのフィシュラー改革などでとられた手法だと思いますので問題ないと思うので

す。  

 もう１つは農業の多機能性、今出ております国内農業が存在することによって果

たしている水源かん養とか洪水防止とか景観保全、そういう農業の持つ環境外部性、

公益的機能に着目して、それを維持、存続させていく、これはまさに国民経済と国

民生活における農業の持つ公共性、農業の持つ新しい社会貢献のあり方だと思うの

ですが、それを支払う固定部分というのを果たして考えなくていいのだろうかなと。

それがまだ案の中に出ていないように感じております。  

 そうしますと、それであれば例えば食品の安全性にかかわる農業者の努力とかエ

コファーマーなどの認証制度、そういった制度とリンクしていわゆるプロ農業者の

中身を詰めていくことができますし、モラルハザードの発生防止ということにも国

民的な合意が得られるのではないか。つまり価格補完的な変動部分に加えて農業の



多機能性が持つ固定部分をどう組み込んでいくかということが２番目にあるので

はないかと思うのです。この２つのバランスをどうとるかということの基本的な考

え方を尐しご説明いただければと思います。  

 第３の所得の逆進性ということです。政策転換の公平性にかかわることなのです

が、例えばＥＵの環境税などが最近農業との関係で議論になっております。石油エ

ネルギーの消費に課税するという課税措置が行われた場合、低所得者階層の税負担

が相対的に大きくなりまして、税の逆進性が指摘されております。ＥＵ諸国では、

その補正措置を所得税減税などで行っているわけでございます。  

 今回は税ではなくて品目横断的政策ということで補助金ということになってお

りますが、対象をプロ農業経営に限定した場合に、価格低下の影響はすべての農業

生産者が受け取るわけでございますので、価格低下の影響をどう問題とするかとい

うことで、価格補完的な支払いを受けない階層の不公正を補正する手段、これは多

分次回、次々回で議論になると思うのですけれども、例えば中山間地域の直接支払

いの強化とか雇用確保などの農村開発政策とかバイオマス開発等々、一連の補正措

置との政策ミックスが必要ではないかなと思われるわけです。そういう政策の逆進

性の補正措置をもう尐しご説明いただけると、今出ております村、コミュニティー

の存続ということについても理解いただける範囲が広がるのではないかなと考え

ております。  

 第４は財政負担性ですけれども、結局これまで消費者が高い食料の価格を支払っ

ていたものが、グローバル化した結果、価格が低下いたします。そうすると食料価

格が低落してきます。その分、財政が価格補完的に品目横断的に支払うという財政

負担型に今ここで転換をしようとしているのだろうと思われますが、その場合の国

家財政の負担の問題、関連産業のステークホルダーの負担の問題、さらに地方公共

団体の負担の問題等も影響してくると思うのです。そうしますと県や市町村など地



方財政の現状との関連におきまして財政負担性の仕組みを――これから議論にな

るとは思うのですが、もう尐しご説明していただいた方が、この政策の持つ現実性

と言いますか、そういったものがわかりやすく皆さんにご理解いただけるのではな

いかと思います。  

 以上４点でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。――それでは西山委員、ご発

言をお願いいたします。  

○西山臨時委員  今日は、この場を借りまして、資料を用意しておりますので、

それを絡めてご質問とご意見という形でお話をさせていただきたいと思います。  

 今回の品目横断的な政策の導入という取り組みのトップバッターが北海道の大

規模畑作農業ということで進められようとしております。もう既に十勝あるいは網

走といった大規模畑作農業地帯の関係者は、この農政の大転換に当たって地域の存

立にも大きな影響を及ぼしてくるのではないかという考え方が出されております。  

 私どもも今日ご説明があった概念的な話、これはこれで結構でございます。私ど

もも支払いするべき内容、あるいはプロ農業経営者という定義の問題はございます

けれども、北海道のような大規模畑作農業地帯であればすべて私はプロ農業者と考

えておりますが、いわゆる支払い対象者というのはどういう条件がつくのか、ある

いは一番肝心な支払い水準はどういうものになるか。  

 それから、今委員からお話があった消費者負担型から納税者負担型へ移行する場

合の支払い義務のあり方、重複いたしますけれども、地方自治体、生産者に負担を

求めるということのない制度、さまざま考えなければならない部分がございます。

冒頭にお話があったように、農林水産大臣がスピードを求めてこれを検討するとい

うことでございますので、私ども道庁、地域の畑作農業の関係者、このことについ

て十分議論をしていきたいという気持ちを持っております。スピード感が求められ



ておりますので、これは短い時間内で濃密な議論が必要だと考えております。した

がいまして、先ほど申し上げましたさまざまな具体的な内容について、私どもも機

会がございましたら提案をしたいと考えておりますので、できるだけ具体的な議論

を早く進めていただきたい。  

 １つは、その具体的なスケジュールはどのような日程になっているのか、それを

お聞きしたいなと思っております。  

 もう１つ、今日用意している資料でちょっとご説明いたしますと、これは十勝の

大規模畑作地帯のＡ町、帯広の近郊の町でございます。農業粗生産額が 230億ござ

います。水揚高が 230 億。その農業に従事しているのが 2,200 人。この地域は、

実は１万 700 人の町内の人口がございます。  

 私ども、この調査に当たりましては、事業所あるいは企業統計調査をベースにい

たしまして、町内の各産業の従事者のうちどの程度農業に関連しているかというこ

とを既存の調査データ、現地関係者からの聞き取りで、Ａ町という地域だけを限定

して調査した内容でございますけれども、 2,200人の農業者とかかわりのある関連

産業、左の上の方から卸売業、運送業、製造業。製造業なんかには砂糖も入ってお

りますし農業機械関係、加工産業も入っております。それはその地域で生産される

ものをもとにした製造でございます。そして農業にかかわっての建設業、サービス

関係業種が 16％。合わせて農業関連産業従事者 2,800 人、直接的な農業関係従事

者が 5,000人でございます。それから、商店、飲食業、金融関係で農業関係従事者

が 1,800人。何と１万 700 人の 64％の約 7,000人が農業に関連している。こうい

う十勝管内の平均的な町の事例でございます。  

 したがいまして、先ほど申し上げたように、今回の品目横断的な内容について非

常に注目をしておりますので、ぜひ具体的な内容についてご議論を早めていただき

たいということをお願いいたしたいと思います。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。――それでは新開委員。  

○新開委員  品目横断的政策の検討方向について、そこで３つ掲げられておりま

すけれども、私はプロ農業者に集中することはとてもいいことだと思います。早く

この政策ができていたらもっと後継者が育っていたのではなかろうかと思います。

反対もあるかもしれませんけれども、このことは国の方で決意を持って進めてほし

いと思っております。  

 それから、経営政策、生産政策、農業環境・資源保全政策と３つに大きく分かれ

ておりますけれども、条件がいいところと条件不利地というのは相当違いますので、

環境と資源保全政策というふうに分けられたところがまたとてもいいと思います。

できれば農業の方の予算だけではなく、環境の方の予算とパックにしていただけれ

ばもっといいのではないかなと思っております。  

 全体的に目を通させていただきましたけれども、この政策が本当に行われていく

ならばとてもいい農業になっていくと思います。後継者不足が指摘されております

けれども、経営が成り立つところには人が集まります。今まではあまりにもプロで

ない農業者の存在を助長してきた部分もあり、団体とか組織が対象になっておりま

したので、これからしっかり個人で頑張る人、個人的起業をした農業者も対象にし

ていただくならばもっといいのではないかと思います。よろしくお願いします。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。ちょっとお待ちいただけます

か。質問がかなり多数出ておりますので、ここで事務局からお願いいたします。  

○白須生産局長  生産局長の白須でございます。先ほどの豊田委員と西山委員か

らのご質問について、ここでお答えさせていただきます。  

 まず、豊田委員からなかなか難しいご質問をいただいたわけでございますが、ま

ず１つ、価格の補完性という点についてでございます。これにつきましては、お話

のとおり、ただいま砂糖については調整金の負担ということで、ユーザー負担、そ



れがひいては消費者負担、もちろん別途財政負担、交付金が出ております。あるい

はまた、でん粉については抱合せということで、これもユーザー負担ということに

なっているわけでございます。実はこれが制度の仕組み方によりましてどういう形

で仕組んでいくかということ、まさにこれからのご議論にもかかってくるわけでご

ざいます。したがいまして、そこのところを私どももどういう形で仕組んでいくの

か。先ほどおっしゃった関税、一応調整金の方は関税化にはなっておるわけでござ

いますが、事実上それはユーザー負担、あるいは消費者負担という形になっている

わけでございます。また、でん粉の方の抱合せ負担、これはユーザー負担でござい

ますが、これをどういう形で具体的に負担を顕在化していくのかというふうなこと

についても、引き続きましてご議論いただきながら私どもも検討していきたいと考

えております。  

 それから、多機能性につきましては、これもまさに制度の設計そのものにかかわ

ってくるわけでございます。これはまた次回なり次々回になろうかと思いますが、

環境の関係等々の中におきまして、先ほどおっしゃったまさにそういった維持存続

するための固定部分というふうな意味合いにおきまして、そういうものを組み込む

という観点も含めてご議論いただきたいと考えております。  

 それから、所得の逆進性という点、これもただいま申し上げました多機能性とも

絡むわけでございまして、ここのところも大変恐縮でございますが、今後の議論の

中で大いに議論をしていただければと思っております。  

 ４点目の財政負担のところは冒頭のところとも絡むわけでございますが、価格低

下する、そこを財政負担というふうなお話があったわけでございます。そこは私ど

ももまさにこれから制度設計を仕組む上におきまして、現在の消費者負担、ユーザ

ー負担となっているものをどういう形で転換をしていくのか、これは現実問題とし

てなかなか難しい問題もございまして、そこのところを直ちに財政負担に転換し得



るのか、あるいはまた引き続き形を変えた形で消費者負担、ユーザー負担という方

がより望ましいのかということも含めまして、あるいはまさにおっしゃった関連産

業、自治体の負担ということにつきましても、それぞれの産業界からも現在のユー

ザー負担についての問題点もるるご指摘をいただいているわけでございますので、

そういう点についても今後の議論を待ちたいと考えております。  

 それから、西山委員から十勝管内の例について引きながらご質問があったわけで

ございまして、これもただいまの豊田委員のお話とも相通ずるところがあるわけで

ございます。私どもも北海道の輪作体系という中における麦、大豆、そしてまたて

ん菜、でん粉原料のじゃがいもというふうなことで、その支払い水準なり対象者、

支払い内容をスピード感を持ちながら、かつ慎重に検討をしているわけでございま

すが、１つ申し上げましておきたいのは、問題はてん菜なりでん粉については、な

かなか物の価格に市場原理が入っておらない、固定的な支払いになっておるといっ

たようなところが１つの問題点ではないかと考えているわけでございます。  

 したがって、負担を考えます場合に、消費者負担から納税者負担へというふうな

お話もございましたが、先ほど豊田委員のところでお話を申し上げましたように、

そこのところをどういう形でこの負担を求めていくのか、いずれにしても財源は限

られているわけでございますし、そうそう膨大な負担をまた別途国民、納税者にお

願いをするということもなかなか難しいわけでございます。  

 したがいまして、こういった横断型を仕組むに当たりまして、現時点における財

政負担の実態、それが及ぼしております問題点、あるいはまたこれは国際的な面に

おいても相当な規制と言いますか、ＷＴＯにおいてのいろいろな調整金、例えば関

税――関税化になっておるわけでございますが、具体的な関税で徴収するとか、あ

るいはまた抱合せを別途調整金に転換するとか、いろいろなことについては当然ま

た国際的な仕切りと言いますか、そういった点についての合意を求めることは大変



難しいという面もあるわけでございます。そういった点も含めながらこの横断対策

を検討していくということでございますので、ただいまお話をいただきました北海

道農業の実態、輪作体系の維持、地域の維持といったようなことも十分念頭に置き

ながら、かつまたスピード感を持ってしっかりと今後検討していきたい。また先生

方からもご議論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。――それでは杉本委員。  

〇 杉本臨時委員  二重、三重に申し上げるかもしれませんが、まず「プロ農業」と

いう言葉を使っていらっしゃいますが、私はこの時点、この段階で国の方がプロ農業と

いう言葉を使わない方がいいのではないかと思っております。  

 お聞きいただけるかどうか分かりませんが、私としては今この時点では使わない方が

いい、使って欲しくないと思っております。  

 それから、支援を担い手に集中するというような表現が出ておりますけれども、私の

思いといたしましては、それにつきましても傾斜し過ぎてはいけない。担い手の農家ば

かりというような、偏った支援の方策にならないようにバランスを考えていただきたい。  

 それから、今の品目横断というような考え方が、地域横断的にならないように、その

ような政策をお願いしたい。詳しく申し上げられませんけれども、地域の自主性とか主

体性への誘導策を欠くことのないようにお願いしたい。  

 今の米大網でもご配慮頂いておりますように、地域がいろいろな独自性に挑戦できる

ようになっております。品目横断が地域横断的にならないように施策の組み方をお願い

いたします。  

 申し上げたいのは、ハードランディングかソフトランディングかというような議論も

ありますが、そのハードとソフトの使い分け、バランスも十分ご検討いただいてこれか

らの施策の中に生かされるようにご検討、ご協議をお願いしたい。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。そのほかいかがでございまし



ょうか。――平野委員。  

○平野委員  上からある基準を設けられて、これでやれと言われることにより地

域の自主的な気持ちが損なわれるということは避けた方がいいと思います。ただ、

担い手の育成のことに関して私が思ったのは、これはどの世界でもそうでしょうけ

れども、担い手を育成するために指導者が必要だと思います。そして、育成するか

らには多くの人がそこに参入してきて、その中で本当に農業を頑張ってやっていこ

うという人がどれだけみつかるかということになってくると思うのです。そうする

と、もし人を集めた場合、いろいろなタイプの人が最初参入してくると思うのです。

そのときに上質な農業を営む人を育てるためにプロフェッショナルな指導者が必

要なのではないかと思うのです。そのプロフェッショナルな指導者というのは、プ

ロの農業者はそのまま指導者になっていけるのかもしれません。プロ指導者という

言葉を使うかどうかはまた別だと思いますが。  

 その指導者なのですけれども、今までのように経験者と一緒に新人が農作業しな

がら覚えていく、先輩から後輩へ受け継がれていく、あるいは先輩から盗んで何か

取り組んでいくということ、これはとても大事なことだとは思います。けれども、

今の時代は時間やお金で割り切る若い人たちが大変増えて、そういう傾向にあるの

で、そのやり方だけでは難しいのではないかと思うのです。そしてまた、地域によ

って適した指導者、いわゆるプロフェッショナルに上質な農業を教えられる人がい

るところと、あまり多く教えられないところが出てきているのではないかと思うの

ですが、このあたりもしご存じの方がいらっしゃったら教えていただきたいと思う

のです。  

 そして、これからきちっとした指導者の育成ということも考えていかれなければ

いけないのではないかと思うのです。インストラクターという言葉も使ったりする

かもしれませんけれども、指導者がもちろん農業の経験や知識が一定の基準に達し



ている人でもあると思うし、またいろいろ勉強していること、つまり今の時代の農

業のあり方を、経営ということも含めて常に勉強し続けるという姿勢がある人であ

ったり、もちろん取り組む先の地元の土地の気候や風土をよく知っていることも必

要だと思うのです。そういう指導者が例えば自分のところで困ったと思ったときに、

全国的に見渡して似たような悩みを抱えている人たちと情報交換をして互いに協

力し合ったり励まし合ったり互いの成果を喜び合ったりできるような環境づくり

があってもいいのではないかと思います。通信技術が発達してきているので、そん

なことが可能ではないかと思ったのです。  

 もちろん１カ所を見つめてそこの専門家になっていくということはとても大切

だと思います。私は今芸能の世界でやっていますので、その道一筋のような人はと

ても大切だと思うし、お家の中で伝統芸能のように伝えていく、この世界はとても

大切だと思いますが、これからはもう１つ、全体で物を見る、また、幅広い活動に

取り組んだり、全体の状況を把握しながら後継者を育てていく指導者、そういう存

在も必要になってくると思っているのですが、いかがでしょうか。もう既にそうい

った取り組みがあるのかあるいはないのか、私の知らない部分があると思うので、

よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。時間がかなり押しているよう

でございますけれども、大体本日のご議論としてはよろしゅうございますか。  

 それでは、長谷川委員のご発言をいただきまして、必要に応じてご答弁をいただ

いて今日の会議を閉めるということにいたしたいと思います。よろしくお願いいた

します。  

○長谷川委員  申しわけありません。２点あります。  

 １点目なのですけれども、先ほど森本委員から国民の危機感というお話がありま

した。二、三日前でしたか、90％位が危機感を持っているというアンケートがござ



いましたけれども、実際にはほとんどないかなというのが実感です。それを１点考

えますのには、基本法も見ましたが、消費者の役割というのはありますが、責務で

はないんですね。今回提案されております政策パッケージを見ましても消費者の役

割がほとんど見えてこないというのがありまして、この議論の中ではもう尐し消費

者の役割というのをどこかで深めていく必要があるでしょうし、また議論を巻き起

こすような仕掛けも必要ではないかと思います。  

 ２点目は、今さらと言われるかもしれませんが、「品目横断的政策」と書かれて

おりまして、私は昨日資料をざっと見て品目横断的政策というのがわからなかった

のです。それはなぜかと言いますと、品目別の価格政策がとられていて、それが品

目横断的な政策になるというふうにみたときに、第一印象で言いますと品目を横断

した価格政策をやるのかなと思ってしまったのです。よくよく読めばそうではない

ということはわかるのですが、一般の人というのは大体ヘッドラインしか読みませ

んので、「品目横断的政策」という文言を使うのはいかがかなと印象として感じま

した。以上です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは経営局長、よろしくお願いいたします。  

○川村経営局長  時間もあまりありませんので、簡潔に平野委員のご質問にお答

えしたいと思います。  

 現場で農業者育成に当たっておられるのは幾つかございます。まず代表として挙

げられるのが県の職員で普及員というのがございます。農協の関係ではＪＡの営農

指導員、土地問題とか何かになりますと農業会議とかがやっております。おっしゃ

るとおり、農業者の技術とか経営が非常に高度化していますので、それについてい

くような指導者を育てなくてはいけないということで、実は今回の通常国会に法案

の改正を出そうとしているのがあります。まず普及職員の制度、今全国に１万人弱



いらっしゃるのですが、これが専技と普及員と分かれていてなかなか現場のニーズ

に対応していないのではないかというご意見もあるので、専技と普及を一本化して

できるだけレベルアップしていこうと。それから、県の職員ですので、いろいろな

関係機関、市町村もありますし農業委員会もありますし土地改良区もありますが、

そういうもののまさに結集力と言いますか、求心力と言いますか、核となって指導

していこうということでございます。各道府県では指導農業士という制度を作って

おりまして、まさにそこが農家自体の経験をもとにやっていらっしゃるということ

があります。  

 ただ、今後は非常に工夫をしなくてはいけないということで、今おっしゃったよ

うな相互の連携と言いますか、ネットワーク化、こういうこともやろうということ

で、インターネットも発達しておりますから、そういうＩＴ機器も使ってやってい

こうということでやっております。  

 今回の法律改正、農業委員会の方も特に土地の関係では手直しをしようとしてい

ますので、その改正を生かしながら指導に努めていきたいなと思っているところで

ございます。  

 また、ＪＡの方も営農指導についてはこれからしっかりやっていこうということ

で今検討されておりまして、６月には方針を作られるということで、また新たな取

り組みをやっていかれるということでございます。さらに改善は必要だと思います

が、現時点はそういうことでやっておりますので、ご理解いただきたいと思います。

詳しくはまた資料等お示ししたいと思います。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。そのほか事務局の方で何かご

発言ございますか。――それでは総合食料局長。  

○須賀田総合食料局長  １つございましたのは品目横断が地域横断にならない

ようにというお話でございます。水田営農を見てみますのに、確かに地域によって、



水稲は共通ですけれども、あるいは大豆ができないところではソバを作るとか、小

麦のできないところでは他の作物を作るとか、地域の条件に応じて営農が違います

ので、当然地域別に考えていきたいと思っております。  

 それから、長谷川委員からございました消費者の役割関係、国民の理解関係でご

ざいます。この後、ずっと先かもしれませんけれども、自給率の関係で食生活の問

題が必ず出てきます。そのときに今の食生活、どうも健康面からいくと生活習慣病

が増えておるということからわかるように、必ずしも望ましくない。それからＢＳ

Ｅの問題とか鳥インフルエンザの問題とか、輸入に頼っていていいのかというよう

な問題がございますので、そのところで十分ご議論をし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。――では総括審議官。  

○松本総括審議官  総括審議官でございます。２点ばかり簡単にコメントさせて

いただきたいと思います。  

 まず１点目は、消費者の関係につきましては今総合食料局長が答えたとおりなの

ですけれども、１点だけその関連で現行の基本計画を議論したときのことをご紹介

しますと、当時の消費者の委員だったと思いますけれども、「消費については個人

の問題である。したがって、これに関してあまり天下り式にたがをはめるようなこ

とはいかがか」というような議論があったやに記憶しております。その点で申し上

げますと、今消費者の代表の委員の方から消費者の役割、今年の後半の部分で総合

食料局長が答えたとおり議論していただくことになると思いますけれども、そうい

った消費者の役割を重視してやっていきたいというご意見は非常にありがたい、貴

重なご意見だと思いますので、それも踏まえて議論していきたいと考えております。  

 もう一点は、品目横断政策、中身は冒頭に企画評価課長がご説明したとおりなの

ですけれども、確かに品目横断的政策というものからいきなり入るとわかりにくい、



何のことかなという感じが確かにあるのではないかと思います。この点については、

現行の基本計画のその部分を踏まえて今検討していただいているわけですけれど

も、何と書いてあるかと言いますと、これは効率的かつ安定的な農業経営が大宗を

占めるという構造を踏まえてのことなのですが、そういった「育成すべき農業経営

を個々の品目を通じてではなく経営全体として捉え、その経営の安定を図る観点か

ら、農産物の価格の変動に伴う収入又は所得の変動を緩和する仕組み等について、

いろいろなその後の価格政策の見直し状況等々も踏まえて検討を行う」というふう

になっています。  

 したがって、その意味するところは、価格個々でやる部分についての限界を踏ま

えると、経営を全体として捉えて経営の安定を図る観点から何らかの仕組みを工夫

しながら検討を行う必要があるということでございました。それを踏まえての今回

の検討ということで、したがって結果として、冒頭の一枚紙でご説明したとおり、

経営に着目してやる場合、水田営農とか大規模畑作、こういった複数の作物を経営

としてやっている部分については、品目横断的にいろいろな政策的な手法を考えて

いく必要があるということの議論になる訳でございます。  

 その際にやはり国民――この場合の国民というのは、現行の基本計画自体が国民

参加型で進めるということになっておりますので、そういった意味で消費者の方々

もそうですし生産者も含めて日本国民全体ということになりますけれども、その国

民の理解、あるいは納得といってもいいかもしれませんが、そういったことを得る

ためには、やはり最も生産性が高く、安定して生産できる生産主体に多くのものを

生産してもらうということが必要ですし、当然のことながら一定の生産性の向上を

前提とすることが、この国民の理解、納得を得るために必要ではないかということ

でございます。  

 併せて、これは外部的な要因ですけれども、国際規律がこれまでもあるわけです



が、さらにいろいろな議論が進んでいる訳ですので、そういった国際規律にも柔軟

に対応できるような形にするという観点を頭の中に持ってこの検討をしていくこ

とが不可欠ではないか。私なりに考えると、そういったことで、この３課題のうち

の品目横断政策の検討が行われているということではないかと思います。  

 ３点目は、今日も品目横断の経営安定の部分の議論をしていただいておりますけ

れども、担い手農家に絞るということとは別に地域の集落をいかにきちんと維持す

るか等々、下支えする部分の地域の資源、農業を取り巻く環境、そのあたりの議論

を次回していただくことになりますので、全体を議論していただくことでまた議論

が深まるのではないかと期待しております。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。  

 予定の時間を 30 分近く超過しておりますので、いろいろご議論はまだあるかと

思いますけれども、一応ここで本日の会議は閉めたいと思います。  

 なお、今日は１つのテーマについての第１ラウンドの議論ということでございま

して、４月以降、全体を通した議論の整理の場が設けられるということを前回もこ

こで合意しておりますので、その際にもいろいろご議論いただければありがたいと

思います。また、そのときまでに事務局として、本日いろいろ出されました委員の

皆様方の貴重な意見についてよく吟味をした上で検討をお願いいたしたいと思い

ます。  

 なお、次回の会議は３月５日金曜日の午後２時からでございます。場所は今回と

同じこの場所でございますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、以上で閉会いたします。どうもありがとうございました。  

   

――了――  

   


