
第５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３月５日（金）１４：００～１６：３５  

   

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、まだお見えになっておられない委員もございますが、

定刻でございますので、ただいまから、第５回の企画部会を開催いたしたいと思い

ます。  

 本日は、江頭委員、古賀委員、豊田委員、森野委員、永石臨時委員、それから秋

岡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、一般公募によりまして 78 名の方から傍聴のお申

し込みがあり、本日お見えになっております。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。よろしくお願いいたします。  

 本日は木村農林水産大臣政務官にご出席をいただいておりますので、最初にごあ

いさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○木村大臣政務官  ご紹介いただきました、政務官を拝命しております木村と申

します。開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。  

 第５回食料・農業・農村政策審議会企画部会の開催に当たりまして、委員、また

臨時委員並びに専門委員の皆様方におかれましては、ご多用中のところご参集いた

だき、心から感謝を申し上げたいと思います。  

 今回は、農業環境・資源の保全のための政策のあり方についてご審議をいただく

ことになっております。農村には、ご承知のとおり、食料を生産する農地や農業用



水などの生産基盤や緑の田園風景など、多種多様な資源が豊富に存在しており、こ

うした資源の利用と循環を通じて、自然と共生する持続的な生産活動を展開してき

たところであります。  

 こうした資源は、食料安定供給や多面的機能発揮のための基礎的な社会資本とい

うべきものと考えておりますが、一方で、高齢化の進展や集落機能の低下などによ

り、その保全が困難になるといった状況もみられております。このような中、農地

や農業用水などの資源の保全を通じて、食料の供給力とともに、農業の有する多面

的機能を確保していくこと、あるいはまた農業生産を環境を重視していくために転

換していくこと、こういったことなどの重要性がますます高まってくるものと考え

られます。  

 委員の皆様方におかれましては、それぞれの専門のお立場から、ぜひ活発で忌憚

のないご意見を賜りますことをお願いしたいと思います。  

 私事でありますが、私も、家の前が田んぼでありまして、家の周りはリンゴ園が

広がっておる農村に住む一人としても、この部会の皆様方のご活躍に心からご期待

を申し上げたいと思います。  

 なお、私が出席させていただくときには、大変恐縮ですが、目の前のオレンジジ

ュースでなくて、リンゴジュースを出していただければ（笑声）大変ありがたいな

あということをつけ加えておきたいと思います。  

 また、お許しをいただきまして、今日これから、衆議院におかれましては、平成

16年度予算案の採決を伴う本会議が予定されておりますので、中座することをお許

しいただきたいと思います。何とぞ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。今、政務官からもご発言ござ

いましたように、ご政務のため、ここで退席されますので、よろしくお願いいたし

ます。  

（木村大臣政務官退席）  

○生源寺部会長  それでは、議事に入りたいと思います。  



 本日は、前回の品目横断的政策への転換に引き続きまして、主要３課題の一つで

あります農業環境・資源の保全についてご議論をいただきたいと思います。事務局

の方で資料を用意しておりますので、まずはこのご説明をいただき、その後、皆様

方からご自由にご意見、あるいはご質問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  企画評価課長の皆川でございます。  

 次回にはリンゴジュースにさせていただきたいと思います。政務官、今退席され

ましたが、そういうことで、次回はリンゴジュースでございます（笑声）。  

 では、今日の課題でございますけれども、前回は品目横断的施策ということで、

人なり経営を特定して、それに対してどういった支援をしていくのかということを

中心にご議論いただいたわけですが、今日はそれから一転いたしまして、農地、水

等々、またそこで農業生産活動が行われるという農業地域全体の地域を対象にした

施策ということでご議論いただくということかと思います。  

 一枚紙がございますので、それをまずご覧いただきたいわけでございますが、「農

業環境・資源保全政策の検討方向等について」という一枚の紙でございます。政務

官のごあいさつの中にもございましたけれども、農地・農業用水等、社会共通資本

として評価して、これをどう保全していくのかという政策体系を整備したいという

ことでございます。これは当然に、その上で展開される農業経営というものへの、

プロ農業経営への支援の集中ということと併せて同時にご議論いただいて施策の

確立を図るということかと思います。  

 その際、右側の方にちょっと矢印が延びておりまして、農地・農業用水等の適切

な保全と環境保全といった取り組み、これはまさに一体として行うということを検

討すべきではないかと。  

 また、２番目の○でございますが、日本の場合、これも前回の議論の中でも、経

営をみるという際にも、新大陸型の農業経営ということは展望し得ないのではない

かと。やはりアジアの置かれたこの地勢的な条件の中の経営というようなことを申



し上げたわけでございますが、この真ん中の２つ目の○も、特にヨーロッパ等で行

われているような、先ほど環境ということも申し上げたのですけれども、環境保全

的な取り組みということになりますと、どうしても、ヨーロッパの畑作農業の場合、

また非常に大河川があるようなヨーロッパということを前提といたしますと、粗放

型ということをかなり中心に据えまして環境施策というものも展開されるという

ことがございますが、日本の場合はそうではございません。非常に高温多湿で多雤、

また、河川といいますか、大河川はないわけですが、それが全国に網の目のように

張りめぐらされている農業水路と結びまして、かなり水をたたえた地域という中で

行われている農業ということになるわけで、また自給率の問題１つとりましても、

粗放型ということだけではなかなか済まないわけでございます。  

 そういう意味で、国民の多様な期待に応えるため、当然に多面的機能の発揮とい

うこともございますし、食料の安定供給の確保ということも併せて、効率的な農業

の推進ということと、環境保全というものをある一定の高いレベルで同時に達成し

ていくということを考えなければいかんということかと思います。そういう意味で、

我が国の農業や自然環境等の特徴を踏まえた、日本型のといいますか、そういう政

策を打ち立てていく必要があるということかと思っております。  

 下の「留意事項」というところにございますが、新たな政策の確立ということで、

今までにない次元での政策に踏み込むわけでございますから、そういう意味での国

の支援なり関与のあり方ということについては、当然に国民の十分な理解を得てい

かなければいけないということでございます。ただ、これは何ぼでも時間をかけて

ゆっくりゆっくりやるということではなくて、かなりのスピード感を持ちながらも、

そこでしっかりと国民の理解を得ていくプロセスを踏んでいくと、スピード感を持

ちながらも拙速を避けるというような意味でございます。  

 ２つ目に、このやり方でございますけれども、農地・農業用水等の適切な保全の

ための措置なりということについて、どういった水準でそれを図っていくのか、ま

た環境保全ということについても、どういったレベルを想定して施策を打つのかと



いうことについて、その最適手法を検討していく必要があるということかと思いま

すし、また、その保全をだれによって担っていただくのかと、また、どういった行

為なりどういった内容のことをしていただくのかということについても、子細な検

討が要るということかと思います。  

 また、日本の農業構造は、特に土地利用型の農業構造が零細であって、効率的で、

かつ安定的な農業経営をつくっていくという課題が非常に片方であるわけでござ

いまして、その方向性、いわゆる構造政策といいますか、農業構造の改革といった

ような方向と、ここの新しい施策として展開する、地域を対象にしたような施策と

いうものがやはり調和していくことが必要であろうと。構造をかえって温存するよ

うな形ということではなくて、やはりその構造改革というモーメントが働き得るよ

うな仕組みにするべきではないかということでございます。  

 また、既存先行施策として言いますと、平成 12 年から導入されております中山

間地域等に関する直接支払い、条件不利といったようなものに着目した施策がある

わけでございますが、そういった既存に行われている各種の施策、農地、水という

ことになりますと、その保全を図っていくための別の角度からの施策というものも

当然あるわけでございますから、そういったものとの整理も十分に図りませんと、

全体としての施策の絵姿が描けないというようなさまざまな留意事項がございま

すけれども、こういった新しい施策の確立ということについて、今日はご議論いた

だくと。  

 また、前回のそういう意味での品目横断施策、いわゆる担い手なり人というもの

に着目した施策と、今回の地域に着目した施策、また、その両方に関係いたします

議論、これは３月 22 日に予定しております、担い手と土地利用制度ということに

ついての議論、この３回で、当初言っておりました３つの課題についての第１巡目

の議論が一応終了するということかと思っております。  

 では、中條整備部長の方からご説明申し上げます。  

○中條農村振興局整備部長  農村振興局整備部長の中條でございます。よろしく



お願いいたします。  

 私の方から、「農業環境・資源の保全政策の確立」ということでご説明申し上げ

たいと思いますが、その前に、お手元に資料をお配りしておりますので、ご確認を

賜ればと思います。１つは、今申しました「農業環境・資源の保全政策の確立」と

いうものでございます。それから資料２（参考）としまして、「農業環境資源に関

する現状等」がございます。  

 それとは別に、この資料リストに挙げてはおりませんけれども、２つ、本日は用

意させていただいております。１つは、黒い背表紙でまとめております「農村の地

域資源に関する研究会中間取りまとめ」でございます。これは昨年の６月２日から

今年の２月 19 日までの間、８回にわたりまして、東京大学の農学部長も務められ

ました林良博先生を座長に、13人の各般の方から委員会を構成していただきまして

ご論議いただいたものでございます。最終報告ではなくて、途中の議論の取りまと

めでございますが、いろいろの角度からご論議賜ったものでございまして、本日の

この説明を申し上げますときに非常に参考になるものと思いましてつけさせてい

ただきました。中身としましては、農地とか水資源という地域資源の定義ですとか、

あるいはそれぞれ持っております現状、課題、そしてまた国際的な動きですとか国

際的な施策、そういったものをご論議いただきまして、その上で今後の展開につき

ましてご提言を賜っておるものでございます。  

 それからもう一つ、「農林水産環境政策の基本方針」、これは昨年 12月 25日に策

定されたものでございます。我が省としましての基本方針でございまして、これも

本日の議論に参考になるかと思いましたので、つけさせていただいております。  

 それでは、本日は、冒頭に申し上げました資料１の「農業環境・資源の保全政策

の確立」によりましてご説明をさせていただきたいと思います。  

 １ページをご覧いただきたいと思います。まず、「政策確立の必要性の背景」と

しまして、「農村の環境と資源の概要」についてでございます。この四角の中に書

いてございますように、農村には食料を生産する農地、農業用水などの生産基盤や



緑の田園風景など、古来からの人々の営みの中で形成されました多種多様な資源が

豊富に存在しております。  

 下に図を書いておりますが、ここで具体的な資源のイメージをご説明したいと思

います。申すまでもなく、左上の農地、これは水田、畑などでございまして、役割

としましては、食料の安定供給に不可欠なもの、雤水の一時貯留等によります国土

保全等々でございます。それから、その対極の右側に農業用水がございます。具体

的には、農業用水、水そのものでございます。それから、それを運びます農業用水

路といったものでございまして、これも食料の安定供給に不可欠なものでございま

す。同時に、健全な水循環系を形成するものでもございます。そしてまた、この水

は多様に使われておりまして、防火用水、生活用水、生態系保全といったものとし

ても機能を発揮しているところでございます。  

 それから左側の下に移りまして、有機性の資源でございます。これは家畜の排せ

つ物ですとか集落排水などの汚泥などが代表されるものでございまして、物質循環

の一部を形成するものでございます。  

 ４番目に、右下の環境と景観でございます。この辺りになりますと尐し具体性を

欠くところもあるわけでございますけれども、自然環境、生物の多様性、美しい農

村景観などといったものでございます。概念としましては、これ単独というよりは、

薄く全体を緑で囲っておりますように、農地・農業用水、そしてまた有機性資源、

こういったものと一体不可分といった性格も持っております。  

 そして、忘れてなりませんのは、真ん中の上のところにございます農村コミュニ

ティでございます。こういう農家を含みます地域住民の共同体、いわば人の集まり

といったものも地域における資源と私ども思うところでございます。役割としまし

ては、集落共同作業の主体となるということと同時に、実は伝統文化の継承の主体

ですとか、例えば地域の俗にいうのれんを守るようなもの、郷土料理ですとか、そ

ういったものもこの中には入るのではないかと思っております。  

 上の四角に戻っていただきまして、３番目の○でございますけれども、これらの



資源は以下の特徴をもっております。１つは、長い歴史の中で形成・維持されまし

て、二次的自然を形成するものであること。２つ目は、動かすこと、そしてまた分

割ができないものであること。３つ目は、地域共同で維持保全するもの。４つ目と

しましては、いったん損なわれますと、その復元に多大な時間と経費が必要である

ものということでございます。  

 １枚めくっていただきまして、「農村の環境と資源を巡る情勢」についてご説明

したいと思います。まずは「農村社会の変化」についてでございますが、ここは皆

さんご承知のところと思いますので、尐し簡略にご説明させていただきます。  

 左上に「農家戸数の推移」が書いてございますが、昭和 60 年で約 420 万戸ござ

いました。これが暫時急激に減ってきておりまして、平成 14 年には 300 万戸にな

っております。他方で、右側へ移っていただきますと、農家の高齢化は随分と進ん

でおりまして、ここには全国の高齢者の割合と農家の高齢者の割合が書いてござい

ますけれども、右方向の線でご覧いただきますと、おおよそ農家につきましては、

高齢化が全国に 20 年先がけて進んでいるというところがみていただけると思いま

す。  

 その中にありまして、左下ですが、新規就農も着実に増えているわけでございま

して、平成２年には１万５千人強の新規就農がございましたけれども、これが 12

年には７万７千人に増えている状況にございます。  

 そして右側に農業集落の推移を書いてございますが、これは各集落における農家

の割合を示しているものでございまして、一番上の青い色が 80％以上を占める集落

の割合でございます。45 年には 50％近くの集落が 80％以上の農家を抱えておった

わけでありますけれども、平成 12年には５割以下の集落が 60％となっております。  

 １枚めくっていただきたいと思います。それでは、国民はこの農村とか農業をど

のようにみているかということでございます。国内農業生産の基盤であります農地

の減尐が続く中で、左上の円グラフをご覧いただきたいと思いますけれども、消費

者の約９割の方が食料供給に関しまして不安を感じておられます。そしてまた、左



下の円グラフにございますように、最近、食の安全安心への関心も高くなっている

状況にございます。  

 右上のグラフをご覧いただきますと、その中で、都市住民の方々は、農村の豊か

な自然、美しい景観、健康的な生活環境について高い評価を示しておられます。そ

してまた、右下のグラフが示しておりますように、自然は心の安らぎや潤いを与え

てくれる、あるいは子供の成長や学ぶ場としての認識も高い傾向にございます。  

 １枚めくっていただきまして、ここからそれぞれの資源についてご説明申し上げ

たいと思います。まずは農地についてでございます。左上の「人口と農地面積の推

移」をご覧いただきたいと思いますが、ご覧のとおり、農地はずうっと歴史上増え

てまいりました。しかし、昭和に入りまして、真ん中の赤と青のグラフをみていた

だきたいと思うのですが、36 年の 609 万ヘクタールをピークに、それから歴史上

初めて下がり始めております。現在、15 年で 474 万ヘクタールということで、36

年に比べましてかなり下がっているところでございます。  

 その下に農地の増減についての内訳を書いておりますが、ご覧のとおり、拡張面

積がかい廃面積を大きく下回っている状況がございまして、拡張面積は主として農

地の新しい開墾ですとか干拓といったことで確保しているわけでありますが、かい

廃につきましては、農地の転用、あるいは、かい廃といいますか、耕作放棄という

ことによりまして林地に返ったりということで出ているものでございます。  

 こういう優良な農地を守るために法律上の制度も制定されておりまして、右側に

それを尐し簡単に説明しておりますが、優良な農地を確保するという観点から農振

法が制定されまして、その中で優良農地を確保する農用地区域を指定しております。

そしてまた、効率的、安定的な農業経営を育成するという観点から、農業経営基盤

強化促進法も制定されておりまして、担い手を認定するとともに、その担い手の農

地の集積を促進しまして、効率的な農業生産が行われるように、ここで促進してい

るところでございます。  

 １枚めくっていただきまして、次に「農地の利用状況」についてでございます。



左側は農地面積と耕地利用率の推移を示しております。下の棒グラフは、今ほど申

し上げました農地面積の推移でございますが、上の折れ線グラフはその耕地の利用

率について示しております。昭和 35 年には 133.9％ございましたけれども、14 年

にはそれが 94.4％。 100％を割っている状態でございます。  

 そしてまた、農地の耕作放棄されている、いわゆる耕作放棄地の割合についてで

ございますけれども、右側の上の棒グラフがそれを示しておりまして、ここは農業

地域類型区分の３区分を書いてございますけれども、３区分とも耕作放棄地が増加

する傾向にございます。  

 右下に耕作放棄の増加している理由が書いてございますけれども、一番大きいの

が高齢化・労働力の不足ということで、これが 85.3％を占めております。というこ

とで、総じて、今、農地の保全管理が極めて重要なテーマとなっております。  

 １枚めくっていただきまして６ページでございますが、「農地の整備の状況」に

ついてご説明したいと思います。ご案内のとおり、区画の大区画化ですとか担い手

の経営規模の拡大ということで、従来あちこちに分散しておりました農地を集めま

してほ場整備等を実施いたしまして、あわせて利用集積を促進しているところでご

ざいます。下の図の真ん中に水田の整備の状況が書いてございますが、これは平成

14年度の実績でございまして、水田の整備率が今、60％にまで達しているところで

ございます。  

 左側の上と下がほ場整備の写真と概念的な図を示しておりますけれども、右側が

ほ場整備後、左側はほ場整備する前の状況でございまして、左側のように分散して

おりますものが、整備をしますと、右側のように集積されるということでございま

す。  

 ポイントは、そのときに換地という手法を用いるわけでありますが、その換地に

よりまして、上の図にありますように、将来とも耕作する担い手に、農地を貸して

もいいという方の農地をなるべく寄せまして、一つの経営体が大きな農地の面積を

経営できるようにということも併せて施策として行っているところでございます。  



 右側の上にほ場整備によります担い手の経営規模の拡大が示されておりますけ

れども、これは過去５年間にわたりまして実施されましたほ場整備地区で、どのよ

うな経営規模の拡大が行われているかを示しているものでございまして、整備前と

整備後で約２倍以上の経営規模の拡大が行われているものでございます。  

 右下は、整備によります労働時間の短縮について、その効果のほどを示しており

ますが、昭和 40年と平成 14年では、労働時間が約４分の１に短縮されているのが

おわかりいただけると思います。  

 １枚めくっていただきまして７ページでございます。これは中山間地域の直接支

払いについての説明でございます。12年からこの制度を実施しておりまして、基本

的には平場の地域と中山間地域の生産条件を比較いたしまして、その差の分につい

て直接的に支援するというものでございます。その実施状況につきましては、右側

の上と下に円グラフと棒グラフで書いてございますけれども、実施者につきまして

は、それぞれその効果については十分確認されているところでございます。  

 １枚めくっていただきまして、これから「農業用水」についてご説明いたします。

農業用水につきましては、下の絵をご覧いただきたいと思いますが、まずはこの目

的はかんがいでございまして、縦に３つ並んでおりますように、干ばつの防止、あ

るいは水をかけますことによります農産物の単収増加・品質向上、そしてまた、効

率的に水を配分することによります営農労力を節減すると、この３つが直接の目的

でございます。  

 冒頭申しましたように、このほかにも実は農業用水の効果というのがございまし

て、右側にその例を挙げておりますが、下流に流れるに従って生活用水として使わ

れたり、生態系を回復させたり、親水機能として機能を持ったり等々に使われてい

るものでございます。  

 １枚めくりまして９ページでございますが、その農業用水施設の現状についてで

ございます。左上の棒グラフは整備の状況を書いておりますが、平成 14年までに、

水路の延長にしまして約 40 万キロの水路が整備されておりまして、資産にしまし



て約 25兆円の資産となっております。  

 右上にその大きな概略図を示しておりますけれども、おおよそこういうような施

設の配置になっておりまして、上流にダムがあって、それを河川の下流で頭首工で

受けまして、それを地区内に水路で持っていくというようなことでございますが、

それぞれ管理しております主体が違っておりまして、ダムの場合は、多くの場合、

都道府県、あるいは国が管理主体になっております。頭首工、これは堰でございま

すけれども、都道府県、市町村、そして地区内にありますと、農家の組合員からな

ります土地改良区というのがその管理に携わっております。さらに、一番細い線、

これは末端の水路でございますが、集落の皆さんが自発的にボランティアとしてこ

れを管理されているような実態がございます。  

 右下に、その施設が老朽化しまして更新を迎えているその状況を示しております

が、平成 15 年で、まだ途上でございまして、これからこれまでつくられました資

産を更新する時期が迫ってきておりまして、今後、こういう更新ですとか保全管理

が非常に重要になってきているということがおわかりいただけると思います。  

 １枚めくっていただきまして、管理の実態についてでございます。左上のグラフ

でございますが、今ほど申しましたように、管理につきましては、農家の方々が夫

役で参加される率が非常に高うございます。そのほかにも、集落内の他の方が参加

されたり土地持ち非農家が参加されたりという実態でございます。  

 この維持管理の負担状況を下に示してございますけれども、農家が水利費として

現金で負担される部分、それから、今申しましたように、夫役で出される部分、こ

れはお金に換算しますと 740 億円位になるわけでありますが、この２つが全体の３

分の２でございまして、施設によっては、例えば排水機場などは、農業だけではな

くて、そこの集落、あるいは地域全体の排水を受けますので、こういうところは市

町村なり県なりが管理をし、それに負担されるという例もございます。  

 右側に「水路の維持管理が不十分と考えられる作業」ということで、草刈り、泥

上げ、除塵といったものが挙げられております。  



 １枚めくっていただきまして、環境と景観という視点でございます。冒頭申しま

したように、農村は人の手が加わることによって成り立っております二次的自然を

基調としまして、多様な生命体を育んでまいりました。左側に「農村の生き物」と

いうことで、ナツアカネとかチュウサギとか、懐かしいトノサマガエルとかメダカ

とか挙げておりますが、実はメダカにしましても、フジバカマにしましても、絶滅

のおそれが高まって、一部、絶滅危惧種に指定されているところもございます。  

 右側に「田園環境整備マスタープラン」のイメージ図を載せておりますけれども、

現在は私どもの農業農村整備事業を実施しますときに、市町村にこの田園環境整備

マスタープランをつくっていただきまして、生態系として保全すべきところをして

いただいて、そこについては自然とマッチした施工をさせていただいているところ

でございます。  

 １枚めくっていただきまして、今度は「農業生産に伴う環境影響」についてでご

ざいます。農業生産に伴います環境負荷が増大しますと、環境汚染の原因となるば

かりではなくて、我が国農業が将来にわたって果たしていくべき、国産農産物の安

定供給と安全安心の確保、農業の多面的機能の発揮、循環型社会形成への貢献とい

う課題に応えていくことが困難となってまいります。  

 左の上の図でございますが、これは農機具と肥料と農薬の、大気、それから河川、

湖沼、地下水への影響について示した循環図でございます。  

 右側は、硝酸性窒素の濃度を例にとりまして、各地域がどのような負荷を与える

かについて示しておりますが、畑地と樹園地につきましては高い値が出ております。

今後、こういう化学合成農薬に依存しない防除、あるいは施肥の方法の普及が重要

なポイントとなってきております。  

 １枚めくっていただきまして、13ページでございます。平成４年以降、環境保全

型農業を推進してきておりますが、その考え方につきましては広く浸透してきてお

ります。また、11年にはいわゆる持続農業法を制定いたしまして、土づくりと化学

肥料、化学合成農薬の使用低減を併せて取り組む農業者に対しまして、金融・税制



上の特例措置を講ずる、そういう施策を打っているところでございます。  

 しかしながら、エコファーマーに対しましては、なかなか技術的に難しいという

こととかメリットが十分でないということから、関心があまり高くなくて、右上の

表にその取り組み状況を示しておりますが、必ずしも十分な取り組み状況というこ

とになっておりません。  

 １枚めくっていただきまして 14ページでございます。「有機性資源」についてで

ございます。再生可能な有機性資源、バイオマスと呼んでおりますけれども、これ

は家畜排せつ物に代表されますように、農村に豊富に存在しております。右の図は

地域的に偏在します有機性資源について書いておりますけれども、家畜排せつ物と

しまして、当然のごとく、南九州辺りは畜産の非常に盛んなところでございまして、

こういうところの生産量が非常に大きい値となっております。  

 「有機廃棄物の利活用の状況」につきまして、左側の表がそれを示しております

が、家畜排せつ物、あるいは農作物の非食用部、これは稲わらとかモミガラ等でご

ざいますが、こういったものが大きな数字を示してございます。しかしながら、こ

れの利活用の状況としますと、家畜排せつ物につきましてはそこそこの堆肥利用等

もございますけれども、その他についてはなかなか十分な利活用が行われてない状

況にございます。  

 １枚めくっていただきまして 15 ページでございます。これまでの各資源につい

ての現状と論点をここで整理したいと思います。農地・農業用水についてでござい

ますけれども、これまでの各種施策によりまして、地域として格差は若干あるもの

の、総体としては相当程度優良な農地・農業用水施設が整備されてきておりまして、

生産性向上に寄与しております。先ほど申しましたように、現在はこれらの施設の

保全管理に重点を置くこととなっております。  

 そしてまた農地につきましては、区画の拡大と併せまして、農地の利用集積、経

営体の育成なども行われておりまして、構造改革を推進しているところでございま

す。  



 農業用水につきましては、農業生産に加えまして、いわゆる水循環ということで、

自然環境、それから親水空間の形成を行っておりまして、いわば多様な機能を発揮

しまして地域に貢献しているわけでありますが、これらは市町村、土地改良区、集

落等が役割分担して保全されております。  

 一方で、農村の混住化、過疎化、高齢化などが進んでおりまして、農村自体が非

常に非農家が多数占めるような構造に変わってきておりますことから、農地とか用

水路等の保全を担ってきました集落の機能が脆弱化しております。ともすれば不適

切な管理が行われることになりまして、農地・農業用水等の機能の低下によりまし

て、食料供給はもとより、多面的機能の低下が懸念される状況になっております。  

 論点としましては、保全されるべき農地等の範囲について、食料の安定供給、そ

れから多面的機能の発揮の確保の観点、それから農業情勢の変化等を踏まえて議論

されるべきものであることにまずは留意する必要があると考えております。  

 農地・農業用水等がもたらします営農上の便益に鑑みますと、例えば農家と公的

機関を含みます農家以外との管理の分担ということでいいますと、農家が受益の程

度に応じて管理を負担することをまずは基本と考えるべきではないかと思います

が、一方で、今後の農地・農業用水等の資源を保全するための施策の確立に当たり

ましては、次に申し述べますような点にも留意しまして検討していく必要があるの

ではないかと考えております。  

 １つは、農政改革を進めますと、担い手農家への施策の集中によりまして農地等

が集積されることになります。尐数の担い手の管理作業などの負担が過重となりま

して、構造改革の加速化に影響が出るのではないかと思われます。  

 そしてまた、農業の持っております多面的機能の便益につきましては、多数の非

農家もこれを受けるものでございますので、農家のみならず、これらの方々も含め

て地域一体として保全の取り組みに参画する仕組みをつくるべきではないかと考

えるところでございます。  

 地域住民なども含めました多様な主体によります取り組みが促進されますよう



に、環境保全活動も併せて取り組むことについても検討する必要があると思います。

農業を主体としつつも多様な役割を持っておりますので、多くの方々が参加するこ

とによりまして、また多くの効果も期待できるわけでございますし、集落機能の強

化にもなるところと考えておるところでございます。  

 農地の適正な保全のあり方につきましては、農地制度等におきます対応も含めま

して検討する必要があるのではないかと考えております。ここでは、耕作放棄等の

抑制、担い手・農地制度の検討におきますゾーニング等の考え方との調整等もある

と思います。  

 それから、個々の経営体というよりは地域としてのまとまりという視点からは、

構造改革の加速化との連携、整合性を確保することが必要ではないかと考えている

ところでございます。  

 １枚めくっていただきまして、「農村の環境と景観」についてでございます。こ

れまで効率性を求める、あるいは経済性を求めたあまり、生産基盤整備とか農業生

産の活動によりまして、生物多様性への影響、それから水質の汚濁などが懸念され

るところでございます。  

 こういう環境への配慮が十分でなかった点を踏まえまして、実は先般、土地改良

法の改正も行いまして、すべての事業を自然と共生する、いわば環境創造型事業に

転換したところでございます。  

 農業生産活動につきましても、先ほど申しましたように、エコファーマーの認定

等を通じまして、農業者による環境負荷低減への取り組みを推進してきたところで

ございますし、耕作放棄もご紹介しましたけれども、これによります農村の景観の

悪化が心配されるところでございます。  

 論点としましては、国民にとりましてより良い農村の環境と景観への期待に積極

的に応えるために、農地とか農業用水等の保全と一体的に、環境の保全、そしてま

た景観形成に取り組む必要があるのではないかと考えております。  

 その際に、農業生産につきましては、環境負荷を低減し、農村環境の保全・増進



に寄与するものにさらに移行させていくことが重要ではないかと思っております。  

 それから環境保全を重視しますと、農地・農業用水等の保全のあり方が人手を必

要とする形態に変化することもあり得るところでございまして、保全への取り組み、

負担のあり方については地域の選択を基本としていくことが必要ではないかと考

えております。  

 次に有機性の資源についてでございますが、「バイオマス・ニッポン総合戦略」

が先般制定されましたけれども、これに基づきまして、新技術を活用しつつ地域に

おける有機性資源の着実な利活用を推進する必要があると思っております。それか

ら化学肥料に依存しました農業となっておりますことは先ほど紹介いたしました

けれども、まだまだ多量の未利用の有機性資源が存在している状況でございます。  

 論点としましては、飼料作物を始め多くの農産物を輸入し続けておるわけであり

ますから、有機性資源を活用することは不可避であると思うわけでありますが、そ

の一環としまして、有機性資源を肥料などに活用した持続性の高い農業生産を一層

進めていくことが必要ではないかと思っております。  

 それから有機性資源の豊富な農村地域におきまして、都市部の食品残さ等も取り

込みつつ、総合的な利活用の検討も必要ではないかと考えております。  

 １枚めくっていただきまして、農地・農業用水の保全活用の状況についてでござ

います。右の図は某県の町の状況を示したものでございます。右下にピンクと紫と

黄色の色をつけまして、それぞれ担い手Ａ、Ｂ、Ｃと示してございます。担い手Ａ

さんは 45.1 ヘクタール、ヨーロッパ並みの経営をされているところでございます

が、関係しております筆数が 221筆。上に赤く点々と飛んでいる地域があると思い

ますが、この方が耕作されておりますのはこういう状況になっているところでござ

います。紫も黄色も同様でございまして、それぞれの区画はほ場整備によりまして

整備されているわけでございますが、その１筆１筆が非常に飛んでいる状態になっ

ております。  

 左側にこの町の状況について説明しておりますけれども、担い手の農家は総農家



戸数の３％でありますが、町内の農地面積の３割を保全しているところでございま

す。しかしながら、今申しましたように、状況としましては相当分散している状況

にございます。  

 その状況で農地・農業用水等の保全の現状といいますと、当然担い手は個人でや

っていらっしゃるわけですから、人手不足などによりまして、自分が所属されてお

ります集落の共同作業だけ参加されているのが現状でございまして、他の部分につ

きましてはそのそれぞれの集落にお願いしている状況となっております。  

 それから現在の状況でございますが、一番下にございますように、担い手は省力

化のために、ともすれば転作田などの草刈りなどを最小限にとどめる、これはやむ

を得ない状況かと思いますけれども、周辺から草刈りの要請などの苦情も発生して

いると聞いております。  

 １枚めくっていただきまして、農地の利用状況についてでございますが、右側の

図はＡ県Ｔ市。比較的都市に近いところでございますけれども、赤く塗られており

ますのが耕作放棄地でございます。これでも全体の８％位でございますけれども、

非常に目立った状態になっておりまして、耕作放棄地問題、今非常に重要な問題に

なってきております。  

 １枚めくっていただきまして 19 ページをお開きいただきたいと思います。これ

は冒頭、皆川課長から説明がありましたので重ねて多くはご説明いたしませんけれ

ども、今回の政策改革のパッケージについての考え方でございます。これまでは全

生産者を対象とした支援をしてきたわけでありますが、これからは、真ん中のだい

だい色で書かれておりますプロ農家、プロ農業経営を中心とした施策、特に、一番

上に「すぐれた経営の維持・発展のための支援」とありますけれども、今回私がご

説明しておりますのは、この下の「地域全体で支える」という緑の部分でございま

す。右にありますように、環境や農地・水等の保全政策の確立を目指すものでござ

います。  

 概念的には、下に矢印で水平方向に線が引いてございますが、水田で 260万ヘク



タール、畑が 220 万ヘクタールでございますけれども、この全体というよりは、こ

の中で一定の条件を満たすもの、地域としての取り組みが十分されているものにつ

いて、この地域全体で支える施策を確立していくというイメージでございます。  

 「基本的な考え方」、次のページをご覧いただきたいと思いますが、その場合に、

農地・農業用水等は、食料安定供給、多面的機能の発揮のための基礎的な社会共通

資本として評価して、これを適切に保全活用する政策体系のあり方を検討する必要

があるのではないかと考えております。  

 下に図を書いておりますが、この図に沿ってご説明しますと、左上の農地・農業

用水等でございますけれども、今申しました食料安定供給と多面的機能の発揮のた

めの基礎的な社会共通資本と思うわけでありますが、現在は、下にありますように、

農業・農村の構造変化、先ほどからるるご説明しましたように、集落機能の低下、

高齢化、過疎化、混住化などが当たるわけでありますけれども、こういう構造の変

化が今進んでおります。同時に、こういう状況を背景に、不適切な管理などによる

農地・農業用水等の機能の低下がおそれとして出ているところでございます。  

 他方で、下にありますように、これまではどちらかといいますと、過度に経済性

を重視した農業生産活動が行われてまいりました。下に例示的に、水路のコンクリ

ート化とか、農薬、化学肥料の多投入などございますけれども、この結果としまし

て、真ん中にございますように、食料安定供給への影響のおそれ、あるいは多面的

機能発揮の支障が心配されるところでございます。  

 右下に状況を書いてございますが、最近は、国民の期待としまして、前述のアン

ケートでもありましたとおり、環境保全の重視ですとか、美しい農村への期待、食

の安全安心の確保といったところが期待として挙がっているところでございます

し、こういうところを背景としまして、今申します新しい農業環境・資源保全政策

が重要な視点になってきていると思います。その際、農地・農業用水等の適切な保

全と環境保全の取り組みが一体として行われることが必要となってくるものと思

っております。  



 また、右側にありますように、米改革・農業構造の改革によります担い手への施

策の集中、あるいはＷＴＯに代表されます国際規律への対応等が背景でございまし

て、構造改革の一層の推進、加速化が求められているところでございますが、こう

いった施策と、今申しました新たな農業環境・資源保全政策とが整合とれた形で確

保され、目指すべき方向としまして、効率的な農業の推進と環境保全との高いレベ

ルでの両立を果たす方向がこれから求められていると考えているところでござい

ます。  

 １枚めくっていただきまして、その場合に、一つの指標になると思いますけれど

も、我が国とＥＵとの比較をここでしてみたわけでございます。左側に「ＥＵの特

徴」を述べております。農産物は過剰基調でございます。降雤量は尐ない。日本の

場合、大体 1,600 ミリから 1,800 ミリ、年間降るわけでありますが、イギリスで 

1,000ミリ、フランスで 750 ミリということでございますから、極めて尐ない降雤

量でございます。国土に占める農地面積にしましても、フランスが 54％、イギリス

が 70％ということで、実は日本の 15％を切る農地面積と比べますとかなり広い農

地面積を保有していることがわかります。  

 その中で畑作畜産農業が中心に行われておりまして、大規模農家が中心となって

おりまして、平均の戸当たりの規模をみましても、フランスでも 40 ヘクタール、

イギリスでも 70 ヘクタールということで、日本の平均の 1.2 程度に比べますとか

なり大きな経営規模になっております。  

 そこで、「ＥＵ型の農業環境施策」として、生産を一部制限しましても、環境へ

の保全を推進するということで施策が行われているわけでありますが、粗放的な農

業推進に沿った計画を行うことにつきましては、面積または削減する家畜の頭数に

基づきまして、給付金を毎年農家に支払うといった施策が行われているところでご

ざいます。  

 これに比較しまして、「日本の特徴」でございます。今ほど申し上げた点でござ

いますが、生産が十分国内の消費を賄えてない、非常に雤も多く、夏季高温で雑草



が繁茂しやすいということ。それから農業生産が実は同時に二次的な自然も形成し

ているということ。それから農地につきましては、これまで申しましたように、小

規模で分散所有されているということ。そしてまた農業は水田を中心に行われてい

る、そういった特徴がございます。  

 現在、農業環境・資源の保全政策の新たな検討が求められているところでござい

まして、いわば日本型ともいうべき施策、我が国の農業や自然環境等の特性を踏ま

えた施策の確立が求められているところでございます。その場合、世界的な流れを

踏まえるとともに、ここで書いております、生産性向上のための効率的農業推進と

環境保全を両立することとか、地域一体の共同活動を基本とした農地・農業用水等

の保全活用の仕組み、こういったものが重要かと思っております。  

 １枚めくっていただきまして 22 ページでございます。その場合の「検討要素」

についてここで挙げさせていただきました。このような政策の確立につきましては、

選択肢を示しつつ、オープンな場で国民的な議論を深めていく必要があろうかと思

っております。  

 その留意点としましては、まず１つは、国の支援・関与につきまして、農家を始

めとする地域の取り組みに任せることが基本ではないかという議論もありますし、

他方で、国が支援・関与することについては十分な国民理解が前提となるのではな

いかといった指摘もございます。  

 それからその手法についてでございますが、農地・農業用水等の適正な保全のた

めの措置をすべきである。あるいは環境保全に係る規範を設定すべきである、等々

を含めた最適な手法について十分な検討が必要ではないかと考えているところで

ございます。  

 既存の施策についての十分な評価・認識もここで必要ではないかという指摘もご

ざいます。  

 そしてまた、新たな施策を導入するに当たっては施策の対象としてどのようなこ

とを考えるべきなのか、保全の主体は何なのか、保全の対象とすべき資源の範囲は



どこまでを考えるのか、保全の具体的態様、あるいは行為、どんなところを対象と

するのか等々について十分な検討が必要ではないかと思っております。  

 その他としまして、施策の検討に当たりましては、客観性・透明性を導入しなけ

ればならないということとか、それから具体的な支援ということになりますと、国

と地方の役割分担についてどう考えるかということとか、それから先ほどから申し

ております構造政策の推進との関係を十分重視する必要がある等々、指摘がござい

ます。  

 以上、非常に最後は駆け足でございましたけれども、私の方からのご説明を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。農業農村政策の新しい領域を

生み出していくという方向での資料のご説明だったかと思います。  

 それでは、ただいまのご説明を踏まえながらいろいろご意見をちょうだいいたし

たいと思います。発言の際には挙手をしていただければありがたいと思います。ど

なたからでも結構でございますので、よろしくお願いいたします。  

○森本専門委員  19 ページをお開きいただいて、「地域全体で支える」という部

分がありまして、その上に「プロ農業経営」という部分で、全体の 480万には入っ

てないわけですけれども、残りの部分をどういう形でやっていくのかという部分と、

この「地域全体で支える」という考え方が、私たち農業者からみると、環境を守る

という部分での話であれば、これは農林水産省だけの話ではないのではないかと。

これは環境省とか国土交通省とか、「地域全体で支える」という部分には当然そう

いう部分も入ってくる話ではないのかなと思うのですね。  

 私たちが水路の管理とかいろいろな管理をする場合に、生産性につながる部分は、

それは当然当たり前としてやらなければならないと思うわけです。そこにまでいろ

いろなことを支援していただく必要は私はないと思っているのです。ただ、環境を

守るという部分と第一次産業的な部分のやらなければならないことは、私たちはや

ります。ただ、それと別な部分で、多面的機能とか、いろんな形の中で環境保全と



かそういう部分であれば、それは逆に農水省の方だけがやっていただくことではな

いような気もするのですね。  

 それと、ここの議論ができないと将来の食料自給率の話にもつながらないと思う

のです。何のためにその部分の農地を確保していかなければならないのか、それが

将来の食料安全保障につながるという議論になっていって、そこで初めて、国民が

そこを理解していただかないと、私は食料自給率辺りの話にも到達できないのでは

ないかと。  

 だから大事なのは、食料自給率を何％にするという数字の設定ではなくて、なぜ

そこで農地を守っていかなくてはならないのか、環境を守っていかなくてはならな

いのか、それと生産性の話をいかに切り離して、どこからどこまでを守るのか、ど

こからどこまでは農業者自らが取り組んでいく話なのかというのを、やはりある程

度明確に分ける必要があるのではないかという気がいたします。  

 とりあえず今の１点です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。そのほかございますでしょう

か。  

 横川委員。  

○横川専門委員  まず、お願いしたいことは、資料の中の、「安全と安心」とい

う言葉がいつも一緒に使われているので、「安心」は削って「安全」だけにしてい

ただきたいのです。「安全」という言葉は基準がありますからいいと思いますが、「安

心」という言葉には数値などの基準がないのです。そのため、非常に不明確で伝わ

りにくいのです。この辺の言葉使いについてはぜひもう一度検討していただきたい。  

 それから安全という言葉も多用され過ぎていると思うのです。安全基準をつくる

というなら理解ができるのですが、安全・安全という言葉ばかり先行すると、消費

者が何でも安全だと思ってしまうような錯覚を起こす危険性があります。ですから、

安全とは何かという議論も是非もう一度やっておいていただきたい。  

 僕は、これは案として非常によく出来ていると思います。逆に出来過ぎているの



ですけれども、やることが出来るんですかと心配にもなります。  

 また、加えて言いますと、つくる側の論理ばかりが出ていて、消費者側の論理が

この中にほとんど入ってないのですね。ほんの尐し「消費者ニーズ」という言葉だ

けあります。今の消費者ニーズは何なのかというと、私は、「安全」が求められて

いると思うのです。例えば、価格よりも、量よりも、今、安全が求められているの

です。そうすると、どうやって安全を確保するかということについて総力を挙げて

やらなければいけないのに、話の方向はどうも「安全」ということの中身でないと

ころに向かっているような気がするのです。  

 消費者は安全な量と質を求めているのであって、安全のつくり方はどうでもいい

わけですね。ところが、どうしてもつくり方ばかりが議論がされているので、この

ままいくと、また 10 年たっても同じような気がしてならないのです。  

 この案は確かによく出来ていますが、これは全部やるには相当量のお金が要るは

ずです。今、国の財政からいってお金がないのに、本当にこんなに書いてあるとお

りにいくのかなという心配が残ります。  

 そういう意味で、求めるものが「安全」だとすれば、安全の中身、添加物だとか、

水銀だとか、ダイオキシンだとか、土地改良剤とか、消毒とか、今の基準というの

はあります。でも、その基準の安全性は変更されることもあり、完全な保証ではな

いとも言えるわけです。もし安全ということをうたうのならば、具体的にどういう

ことが問題かということも今後進めていかないと、やはり、「出来はいいな、きれ

いな絵だな、でも中身がないな」と終わってしまうことを私は強く懸念します。  

○生源寺部会長  それでは、村田委員。村田委員にご発言いただいた辺りで、事

務局の方から尐しコメントいただければと思います。  

○村田専門委員  外食産業に携わる方が言う言葉かと驚きました。安心安全を否

定して成り立つ産業なのか。まあそれはここの議論ではないので置いておいて、今

日の議題ですけれども、食料というか、食い物は輸入しようと思えば幾らでも輸入

できるわけですけれども、環境というのは輸入できないのですね。国土保全、環境



というのは。そういう意味で、日本の農業にコスト面でハンディがあってもなお国

内生産を維持する意義というのは大きいと思うので、この農業環境・資源保全政策

の大切さというのは全く同感であります。  

 そのことを前提としてちょっと２つほど言いたい。１つは、環境・資源保全政策

は、必ずしも生産量だとか、あるいは生産者の収益の向上につながらないこともあ

る。むしろ逆に減収になったりコストアップになったりすることもあるわけですね。

先ほどの説明で、土地改良法の改正で、土地改良法の中に環境配慮ということが目

的に入ったということです。それは評価されるところですけれども、この農村政策、

土地改良事業というのは受益者たる農家の自己負担というのを前提としてやって

いるわけですね。そこに土地改良事業の限界があると思うのですけれども、これか

ら取り組まなければいけない農業環境政策というのは、ご説明にあったような社会

共通資本とか、公共財として整備しなければいけないということであって、そうい

う意味で、これまでの土地改良事業とは違う仕組みというのですか、農村整備であ

っても、環境・資源保全政策であっても、これまでの土地改良事業と違うスキーム

が必要になるのではないかということが１点です。  

 あともう一つ、農業の多面的機能を発揮する、それも地域一体でやるべきだとい

うことです。これは全くそのとおりだと思うのです。それで、主な担い手というか、

主業農家のみならず、兼業農家だとか、あるいは非農家も含めて、その地域に住ん

でいる人たち全員が参画する、また、その参画を支援するような仕組みが必要だと

思うわけです。  

 それは今ご説明にあったとおりなのですけれども、それを考える場合、条件不利

地域の直接支払い、デカップリング制度が今ありますね。この中山間地域のデカッ

プリング政策がどういう役割を果たしたのか、効果があるという先ほどのご説明で

したけれども、そういうことを参考にして、もう一歩進めて私が提案したいのは、

環境デカップリングです。中山間とか条件不利地域に限らず、平地も含めて、農業

生産に伴う多面的機能を発揮しているのであるならば、環境保全というのですか、



多面的機能発揮ということに着目して直接支払いをするという環境デカップリン

グ政策の導入に一歩踏み込んだらいかがなのかと思います。  

○生源寺部会長  今、横川委員のご発言に対するコメントがございましたので、

横川委員からのご発言をいただいて、その後、事務局からコメントいただきたいと

思います。  

○横川専門委員  ちょっと誤解されているようですから弁明をさせていただき

ます。「安心」という言葉は「安心と感じる」ことであって、人によって違うわけ

ですね。安心安心というと、十人十色ですから基準がない、僕が申し上げたのはそ

ういうことなのですね。誤解を招くので、使い方に気をつけていただきたいという

のが安心の問題です。  

 また、安全ということについてはもっと厳しくきちっとやるべきだと申し上げた

のがこちらも誤解を招いているようですので、きちんと確認しておきたいのです。  

食品添加物には色々な添加物があります。着色剤も漂白剤も防腐剤もあります。

それが今までの基準では、食品衛生法で決まっていますが、本当にこの決め方でい

いのかという投げかけをしたくて、添加物のことに触れたのです。例えば水銀の量

の検査も、ダイオキシンの問題も、いろんな問題があることについて、基準を明確

につくっていくことが安全ということを確保することではないでしょうかという

意味で申し上げたのです。  

 例えば、ドイツの基準は日本の数値の 10 分の１位で大変厳しいのだそうです。

厳しいことがいいのかどうか、僕ら素人にはわかりませんが、そういった具体的な

数字をきちんと議論して基準を見直したり、設定したりしていくということが、安

全を確保することの中身ではないかと申し上げたつもりだったのです。  

 ですから私は、ここで誤解がありましたらぜひ解いていただきたいということ、

これから進めていく中で、安全の中身、安心というのはどういうことなのかをもう

ちょっときちんとやっていく必要があるということを申し上げましたので、もし皆

さんの中で誤解があったら訂正しておい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。  

 それでは、事務局の方から、かなり多岐にわたって質問、あるいはご意見がござ

いましたが、太田局長、お願いします。  

○太田農村振興局長  農村振興局長の太田でございます。  

 全般にわたってお答えをするというよりも、これはむしろ皆さん方でご議論を進

めていただく上の尐し情報提供みたいな形でのお話をさせていただきます。  

 まず、この施策がどこの省の施策かということにつきまして、総論的に言います

と、まず食料・農業・農村基本計画そのものは閣議決定という位置づけを考えます

と、各省がそれこそ参加してという形になります。したがって、それをどこで主に

担うかについては、まさにそこはここでのご議論を踏まえたあるべき形があるのか

なとは思っておりますが、現実的には、農村振興局というのは実はできて３年にな

ります。それまでは農林水産の業、生業の省庁だったわけですが、国土庁の地方振

興局の役割が特に農村部については農林水産省に移されたと。省庁再編によりまし

て。そうしたことからしますと、農村地域についての施策を一体的にやるという意

味合いは１つあるだろうと。別にこれは排除するという意味ではなく、共同してほ

かの省ともやっていきますが。  

 それからもう一つは、いわゆる農村の環境という言葉がありましたけれども、生

産と環境というものがまさに一体であるのが農村だということからすると、これを

どのように切り分けた形がいいのか、あるいは一体的な施策としてやるのがいいの

かというところは、皆さんにむしろご議論をいただければと考えております。  

 それから横川委員の方からありました、私ども、これはワーディングのつもりで

書いているわけではございませんけれども、必要なところは、情報発信としては注

意深くやる必要があるということについては今後ともそのようにしていきたいと

思いますし、また、村田委員の方からありました、新たな施策の提案、こういうこ

とをしてはどうかということについては、今回お示ししたものが具体化される段階

で、その性格なりを含めて、これもあわせて皆さんでご議論いただくべき分野だろ



うと考えております。  

○生源寺部会長  このほかにもかなり具体的な質問等があったかと思いますが。

例えば 19ページの 260万ヘクタールと 220万ヘクタールを合わせると 480万ヘク

タールですけれども。  

○太田農村振興局長  19ページのイメージで申し上げますと、いわゆる水田、畑

合わせて 480 万ヘクタールあるわけですけれども、例えば、今現在、農地政策とし

てやっておりますのは、農業振興地域の整備に関する法律というのは農振法といっ

てますが、その中で、農用地、いわゆる守るべきといいましょうか、そういう農用

地設定をしておりますので、この大きな全体の幅とその差は、一つの段階としては

例えばそういうものがある。中山間直接支払いにつきましても、実は中山間地域に

おきます水田、畑、全部に対しての支払いをするということではなくて、農振農用

地というものに限って行っているという意味で言いますとそういうものがありま

すが、ただ、ここのところはまさに担い手・農地制度の再構築の中で、そうしたこ

とも併せた議論をこれから進めていこうということになりますので、そことの関連

が当然に出てくるということになろうかと思います。  

○生源寺部会長  それでは、消費・安全局の方からお願いいたします。  

○岡島消費・安全局審議官  横川委員から安全と安心の問題につきましてご提起

ありましたので、お答えさせていただきます。  

 安全と安心の問題につきましては、恐らくいずれ相当ご議論いただくことになる

と思いますので簡単にお答えさせていただきますが、おっしゃられたとおり、安心

の基準というのがあるというわけでは全くないと思います。それはもうおっしゃる

とおりだと思います。ただ、安心というのは何かといえば、供給者、生産者とか食

品産業の関係者、あるいは行政の担当者への信頼感も含めて、つまり、生産供給過

程でコンプライアンスが遵守されているかということも含めて、消費者がどう受け

取るかという問題だろうと私ども思っています。  

 例えば農薬につきましては使用基準があり残留基準がありますので、これが安全



基準。これを満たしていれば安全であります。しかしながら、より農薬の使用を減

らすとか、化学的な農薬を使わないという、有機栽培とか、エコファーマーとか、

そういったところでの努力というのが、ある意味での安心、恐らく消費者からは安

心というふうに感じられるものではないかと思います。  

 そういう意味で、ワーディングにつきましては、私ども、安全と安心、違うとい

うことを考えておりますけれども、こういう形で使わせていただいておりますが、

またいずれご議論いただければと思います。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 そのほか、これは村田委員のご発言だったかと思いますけれども、土地改良法の

スキームと、今回お考えといいますか、ご提案いただいているものの関係、あるい

は環境デカップリングというお話もございました。これはいずれも非常に重い質問

でございますので、今直ちに何かご回答があるかどうかわかりませんけれども、ご

回答がない場合でも重い問題として受けとめておいて、今後の議論の中で対処して

いただければありがたいと思います。何かございますでしょうか。  

○太田農村振興局長  むしろ今後の議論に待ちたい部分がございますが、土地改

良法の改正によりまして、環境との調和に配慮ということで、さまざまな整備、要

するに施設の整備レベルではそういうことを進めてますが、現実にそういうものを

導入する場合に、例えばコンクリートで完全に三面張りに張ってしまったものを尐

し自然に戻す部分があってもいいではないかとした場合に、それの障害になってお

りますのが、実際にそれでは維持管理を誰がやるのだと、草刈りは大変だと、農家

も尐なくなるといった問題が、整備レベルでの問題よりもむしろ将来の管理の問題

がそのことを進める上での難しい、困難な部分だというのもございますので、そう

いったことも併せて、整備と保全といいましょうか、そういったもの一体のご議論

をいただければと考えております。  

○生源寺部会長  それでは、かなりお待たせいたしました。立花委員、それから

増田委員の順番でお願いします。  



○立花専門委員  ３点ほど気がついた点を発言させていただきたいと思います

が、１つは、今日資料の中で、水回りが非常に大変だということ。特に分散錯圃の

もとで、耐えがたいほどの重労働だという話は、私どももいろいろな話を聞くわけ

で、そのためには、お話にあったとおり、団地化の問題が不可欠だと思うので、こ

れはこれでまた別途ご議論されると思うのですが、もう一つは、農業についてイノ

ベーションの可能性をやはり追求していくべきだろうと思います。  

 先ほどご説明あった資料の 15ページのところで、農地・農業用水については、「現

在は、これら施設の保全管理に重点化」ということが指摘されているわけですが、

農業の先進的なイノベーションの事例では、平場の大区画されたほ場において、い

わゆる組み合わせ暗渠にして、用排水路を地下化して水管理を自動化している。基

幹の幹線の用排水路は難しいにしても、末端のところはまさに、千葉県の角来工区

にみられるとおり、大変な現場の農業者の方々のご努力や、農業試験場の方、全農

の方もご苦労されたと聞いてますけれども、そういった農業技術のイノベーション

を活用して、耐えがたいほどの重労働になっているというのを技術の力で克服する

という取り組みが不可欠だと思います。これは、ある意味では省力化された最先端

の工場をつくる設備投資に匹敵するものだと思います。  

 みんなで水管理の重荷を背負うのだというのも一つの考えでしょうけれども、そ

うではなく、やはり技術を使って、できるだけ肉体労働を軽減していくという面の

取り組みが２１世紀には必要ではないかと思っております。  

 それから２つ目が、欧米の事例をみても、農業の構造は大規模なプロ的な営農の

タイプと、ライフスタイルとして週末の土日に農作業を楽しむという、ライフスタ

イルファーマーというか、ホビー農業というかは別にして、大規模化の流れと極小

規模の農作業をライフスタイルとしてエンジョイする方の２つに分かれてくるの

が、歴史的に大きな流れになってきていると思うわけです。その場合に、これは構

造改革とも関連するのですが、プロの方々に耕作を委託した場合に、高齢の方々と

かライフスタイルファーマーの方々は、全部農作業から足を洗ってというわけにい



きませんから、ある意味でいえば国の農業政策と地域政策の中間に当たるというか、

むしろ地域政策と絡むかもしれませんが、大区画ほ場、あるいは団地化のときに、

集落の一角に、土地をプロに貸したけれども、年とった人たちがお墓にあげる花と

か、子供たちが来たときに食べられるような野菜とかトウモロコシをつくるとか、

ライフスタイルとして農作業をエンジョイしている形があるわけで、地域政策の観

点から、こういったライフスタイルファーマー的な方々が、地域と全く手を切らな

くても、集落の一角に、極小規模で農作業を楽しみとしてできる制度設計に、地域

政策の観点から取り組むことが大事だと思います。それは恐らくドイツのクライン

ガルテン的な、都会の人たち、マンションの２階以上に住んでいる人たちに近隣の

農村が 0.5 アール程度の極小規模の土地を優先的に提供して、都会の住民は土日を

非常にエンジョイしている、またそういう人たちを相手にしたカフェができるとか、

農機具を預かるとか、農作業を教えるとか、そういったサービス産業の創出につな

がってくるわけで、私はぜひ、構造改革と地域政策の観点からそういった極小規模

のライフスタイルファーマーの考え方を、これは農業政策というよりも地域政策と

いうことでやはり組み込んでいく必要があるのではないかという点が２つ目。  

 ちょっと長くなって恐縮ですが、３つ目は、農業の多面的な役割についてるるご

説明を伺って、それはそうかなということですが、一方では、農業自体は環境にあ

る意味では非常に負荷を与えて発達してきたわけで、そうした実態に比べると、こ

の資料では、農業の環境に与える負荷について、正面からあまり取りあげていない。

確か亜硝酸窒素が非常に多いというお話がありましたが、日本はオランダ並みに窒

素分の土壌に占める含有率が非常に高いという話を我々聞くわけですけれども、み

んなで農業を支えるという議論をするためには、農業の環境に与えている、現に与

えている負荷の実態をもう尐し、農薬の問題もありましょうし、肥料の問題もあり

ましょうし、農業が環境に与えている負荷の実態を比較対照できるような分析デー

タも示していただきたいと思います。ある意味では農業の環境に及ぼしている良い

役割は何となく目に見えるというか、実感としてもわからないわけではないのです



が、環境負荷の方はあまり言いにくいという点もありましょうし、またこれまでは

そういった認識がなかったという点があるかもしれませんし、データも蓄積がどの

程度あるのかわかりませんが、そういった環境負荷の実態のデータもきちっとディ

スクローズしていただければ、プラスの役割とマイナスの局面とをどう考えていく

のか議論できると思います。環境面でプラスの役割を評価する場合には、やはりマ

イナスのことをやっている人に対してはどういうように対応していくかも課題に

なると思います。ヨーロッパではクロスコンプライアンスという話なんか、生源寺

先生が別のところでご紹介されてましたけれども、そういった考え方をどう取り入

れていくのか。  

 もっと突き詰めていくと環境政策と農業政策が一つの役所の中に同居していて

問題ないのかどうなのか。さっき森本さんも環境省の問題を言っておられました。

私も、どう考えたらいいか、そこははっきりわかりませんけれども、生産と環境は

一体だという議論もわかりますが、例えばＢＳＥでは、安全と生産が一体だと判断

が生産重視の方に引っ張られるおそれがあるという経験もあったわけですから、こ

このところは慎重に、私も別に結論があるわけではありませんが、政策的な体系と

してどう組み立てたらいいのかという点も議論していく必要があるのではないか

と思っております。  

○生源寺部会長  それでは、増田委員が先に手を挙げておられましたので、増田

委員、お願いいたします。  

○増田委員  農村の環境を生活者の視点でみた場合、一番私が注目しております

のは上下水道の普及率です。この政策のご説明を伺いますと、農業生産のありよう

についてはるる述べてありますが、果たしてここに暮らす農村生活者にとってその

環境がどうかという視点がみえません。水洗トイレがないということをよく農村で

聞きます。平成 14 年、中都市であっても 61％、大都会の場合は 90 数％まで生活排

水機能は完備しているのですが、集落排水処理人口普及率は、今 39％。努力目標と

して 19 年度、52％、24 年度、61％と聞いております。これは極端に言いますと、



家畜の排せつ物どころでない環境問題だと思っております。  

 これは結婚して農村に住むことにとても躊躇する若い女性の話の端々にも出て

まいりますし、農村ツーリズムがなかなか進まない一つの要因として、トイレが水

洗でないからという話も聞きます。集落排水が完備してないことで、土壌汚染など

の問題も指摘されていて、地域地域では努力されているようですが進んでいない、

この 39％という実態を何とか前に進めるような強い計画が必要だと思います。  

 現行基本計画の中でも、農村の総合的な振興のくだりに、「農村における汚水処

理施設や上水道等の整備を推進する」ときちんと書いてあります。農村とか山村に

なればなるほど、その計画を進めるのは難しいということはわかりますけれども、

これがこれから先の議論になります安全とか安心とか担い手とか後継者とか、さま

ざまな問題にもつながってまいりますし、日本の公衆衛生の問題でもあると思いま

す。農村の生活者にとっての環境という視点をこれからの政策の中に入れてまいり

ませんと、国際的視点に立ったときにも生活環境未整備な日本の農村では評価され

ないと私は思っております。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、西山委員、お願いいたします。  

○西山臨時委員  今、立花委員の方から意見が出まして、それに関連してちょっ

と申し上げたいと思っております。  

 それは環境保全対策ということでございます。今回の資料の 21 ページをみます

と、いみじくも、ＥＵと水田重視型の日本の農業の対比が示されてございますが、

私ども北海道の場合は、北海道の東部、あるいは北部におきましては、大規模な畑

作農業、そして酪農、畜産農業が経営展開をされているところでございます。これ

はまさに日本の中のＥＵ型農業が進められている地域と考えてございます。  

 畑作経営では、これまでの制度の中で、やはり単位当たり面積の収量をアップさ

せる、そして生産性を高めるといったことで、化学肥料、あるいは化学農薬の資材

投入型の農業になっているということでございます。また酪農におきましては、自



給飼料よりも購入飼料に依存する、濃厚飼料の比率を高めて乳牛一頭当たりの乳量

を増加させてきたと。こうした効率性を追い求める農法が、結果としては地域の河

川、あるいは地下水に対して硝酸態窒素による汚染といういわゆる環境への負荷、

これを拡大させていることが今地域としては非常に心配しているところでござい

ます。  

 このため、北海道では、慣行よりも３割の削減をする減化学肥料、あるいは減農

薬によるクリーン農業というものを実はもう十数年前から進めております。しかし、

さまざまな技術の問題、それから収量性の問題等がございまして、なかなか、その

運動というよりも、そういう農法が全道的に展開しづらいという実態にございます。  

 こうした取り組みに伴って新たな発生する経費というのが必ず出てきます。例え

ば除草剤を使わないということになれば、手取り、あるいは機械除草という形にな

りますし、化学肥料をできるだけ抑えるとなれば、堆肥の生産、あるいは堆肥を耕

種と畜産との間で連携させる。そのためには広域に流通させなければいかん。こう

いうようなコストが新たに発生してまいります。まさにこういう経費に対する環境

支払い制度というのが必要ではないのかなと思っております。  

 ＥＵの畑作酪農地帯ではもう既にこういう事態を経験済みで、21ページにあると

おり、特にフランス等では環境直接支払いという制度が創設されて、今もなお、よ

り良い制度としていこうという取り組みがされていると承知しております。私ども

としてぜひ、日本型の中に、 190％の自給率を有している、こういう北海道型の環

境支払いというものにきちっと視点を当てた制度の創設をお願いしたい。これは意

見ということで終わらせていただきます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 長谷川委員、中村委員、もう尐しお待ちいただけますでしょうか。この辺りで事

務局の方からコメントいただければと思います。まず生産局の方から。  

○染生産局審議官  生産局の審議官の染でございます。  

 農業生産に伴います環境負荷の問題及びそれに対する対応の問題というお話が



出てまいりました。それで、先ほどからお話し申し上げておりますように、これは

基本的に日本の農業とヨーロッパ農業の差があるというふうに、まず大前提がある

のではないかなと考えております。ヨーロッパの農業は基本的に降水量が尐なくて、

農地面積の割合が極めて多いと。いわゆる水道水源等も地下水に依存しておるとい

うことで、そういう意味で、水で薄まるというような形で、いわゆる施肥によって

施された硝酸性窒素が問題がなくなるということがなかなかないということもあ

りまして、水道水源の環境問題であるとか、あるいは農薬の残留問題等が発生して

おるという状況があるわけであります。  

 ですから、そういう中で、ヨーロッパについては粗放化農業を進めようと、ある

いは家畜飼養頭数の制限をやろう、あるいは有機農業等も進めようという動きが極

めて出てきておると。そういう中で、国民全体の理解と支援のもとに環境の直接支

払いというものが出てきておるのではないかと考えておるわけであります。  

 ところが、一方、日本の農業は、これも先ほど出ておりますように、降水量は極

めて多いという状況ですし、農地面積もウェイトがかなり低い。それと河川に流れ

た水がかなり早く海に流れてしまうということで、そこで有害物質がいつまでも滞

っておることはないということがあるわけであります。さらに水田におきましては、

施用された窒素肥料等はそこで浄化されると、いわゆる窒素ガスとして空中に出さ

れるという浄化機能も持っておりますので、そういう意味で、一般的にいえば、日

本の農業は環境保全的な機能が極めて高くて、環境汚染が起こりづらいような状況

もあるだろうと考えておるわけです。  

 ただ、じゃ完全かというと決してそんなことはございませんので、日本の農業に

おきましても環境汚染を引き起こしている例はたくさんあるわけであります。例え

ば水田においても、代かき水をそのまま流しますと、これが例えば閉鎖水域等の汚

染につながっていくような問題も出てまいりますし、畑につきましては、今、西山

委員がご紹介されたように、かなりの地域で地下水を汚染しておるという実態があ

りますし、これは北海道だけの問題ではなくて、都府県の野菜地帯、あるいはお茶



の地帯等におきましてはかなりの施肥量になっていると。それが地下水の方に流れ

ていって、資料の中にもついておりますような、畑における硝酸態窒素の環境基準

を超えるような地点がかなり多く出てきておるという状況になっているわけであ

ります。さらに畜産につきましても、家畜ふん尿問題等、いろいろこれも大きな問

題になるということでございます。  

 そういうような状況がありますから、日本におきましても、環境負荷の低減対策

というのはきちっと進めていかなければならないと考えておりますが、ただ、先ほ

ど申し上げました、日本とヨーロッパの気候条件なり風土条件の違いがございます

ので、どちらかといえば、その辺のことも十分踏まえてやる必要があるのかなとい

う観点でございます。  

 その場合に、農業における環境汚染、あるいは環境負荷、これを誰が責任をもっ

て防止していくのかということを考えますと、まず大原則は汚染源者の負担原則、

いわゆるＰＰＰの原則というのがございまして、汚染している者がまずやるべしと

いうことも必要ではないのかと、そういう考え方も必要ではないのかと考えており

ます。  

 ただ、それだけではなかなか十分な環境保全対策はできないということになれば、

そこから先のより一層高次の環境負荷軽減対策についてどうしていくのかという

ことを考えた場合に、ご指摘の多様な政策手段についても今後検討していく必要が

あるのかなと思っておりまして、その一環といたしまして、環境直接支払い的なも

のも大変魅力的な政策手法でありますし、ＷＴＯ上も緑になっているというもので

ございますので、その辺も視野に入れながら、この企画部会の議論の中で検討を深

めていただきたいと考えておる次第であります。  

○生源寺部会長  関連しまして、技術会議の方からお願いします。  

○石原技術会議事務局長  イノベーションによる農業の革新ということになる

のだと思います。おっしゃられるとおりで、方向性において同じ方向だろうと思っ

ております。農業の関係、省力化、あるいは、ともすれば軽労化というのは、こう



いう議論の場ではあまり言われないのですけれども、作物を人が植え、それで収穫

して、機械を使ってという工程をたどりますから、極めて重要だと思ってます。  

 大区画だけの話が出ました。大区画についても同じく、どのような形で作業体系

を仕組むかということでの試験研究をやっております。また軽労化ということにつ

きましても、機械の開発等を含めてやっております。それから農作業、特に、やは

りこういう場では事故の防止とかそういうのはえてして議論されない部分なので

すけれども、軽労かつ安全、それから作業環境といいますか、例えば畜産のふん尿

の処理の方は議論されるのですが、においの方の問題とか、そういうことはいろい

ろ多々ありまして、できる限り技術の革新等を通じて、軽労で快適な作業環境を目

指してやっていきたいと思っております。  

○生源寺部会長  それでは、農村振興局の方からお願いいたします。  

○太田農村振興局長  立花委員の方からありましたイノベーションに関しまし

て、尐しインフラなり管理の問題に触れながらお話ししたいと思います。  

 例えば水を運ぶという場合に、日常的にいわゆる水を分けていくという人手を要

する作業、これは最近、例えば自動に水を分ける施設をつくって、それを携帯で連

絡する、自動的にやるようなことがかなり進められてますが、そういう意味での作

業の軽減化は相当図れると思います。  

 ただ、例えばオープンに水が走っている場合には、そこに周りの集落からいろん

なものが放り投げられまして、そのごみの除去の問題、これは日常的にやらなけれ

ばいけないとか、それから農作業の最初、あるいは中ごろに水路の底ざらいをする

とかいうようなことがありますし。もう尐し大きな話をしますと、本当に水を農地

に運ぶだけの機能をいえば、パイプラインでやるのがある意味では一番省力的な方

法なわけです。  

 これまではそういう整備をした地域もありますけれども、すべてを本当に工場化

する形をある意味では追求するのかというところが土地改良法改正のときの議論

でありまして、そこは一定の調和という部分をどう考えていくのかというのがまさ



にこれからの課題だと考えておりまして、用水路はそれでもパイプライン化できる

けれども、それでは排水路はできるのかと。これはあり余る水を吐くためにはパイ

プというわけにはいきませんので、そんなことを含めた施策をしなければいかんと

いうことだと思います。  

 それからハード施設の補修についても相当やはり経費がかかりますが、これも最

近では機能診断、要するに定期検診と一緒ですが、できるだけ事前に検診をして、

悪くなる前に補修してあげれば、それが寿命が延びていくというような方法を使い

ながら、せっかくのこれまで行いました投資を将来とも大事に使っていけるような

政策を進めております。  

 それからもう一点、ホビー農業なり、その地域政策としてたくさんの人が農業と

いいましょうか、農というべきかもわかりませんけれども、かかわることについて

のご指摘、ご示唆がございました。これも例えば農地の利用という観点から言いま

すと、担い手・農地制度のところでもまた議論されなければいかんわけですが、最

近の取り組みを尐しご紹介しておきますと、例えば市民農園というのは確かにたく

さん増えております。要望も増えておりますが、これについて、今回の特区制度で、

市民農園の開設主体を市町村なり農協とかそういったものだけではなくて、一般の

農家の個々の農家がそれを開設できる、あるいはＮＰＯの方も開設できるという形

で、その担い手ができるだけ増えていけるような、そういう施策にも踏み出してい

るということを紹介させていただきたいと思います。  

○生源寺部会長  もう一点、増田委員の方から生活排水のことについて。  

○太田農村振興局長  すみません。集落排水のところについては、今回の議論が

農業環境・資源保全政策ということだったものですから、そこに限った説明をさせ

ていただいたのですが、例えば昨年 10 月に新たに踏み出しました新しい土地改良

長期計画、それを恐らくお読みなのかもわかりませんけれども、その中でも、これ

まではそういう計画の中には生活環境の部分は比較的弱かったのですけれども、そ

ういったことに重点を置きながら進めていくという方向で進めておりますので、こ



れはもちろん地域における取り組みがないとなかなか難しい面があるわけですけ

れども、我々としてはさまざまな政策手段を用意して進めていきたいと。  

 特に、例えば中山間地域なんかですと、全体を全部まとめて集落排水するという

方法もあるのですが、非常に遠いところまで管路、パイプを迎えにいくというのは

非常にコストがかかりますので、例えば環境省の合併処理浄化槽、これと計画を一

体につくって、施工も一緒にやっていく、管理は町村なり公的なものでやると、そ

んな形をかなり進めたり、効率的な整備に努めている状況にございます。これから

も引き続きやっていかなければいけないと考えております。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。今いろいろご答弁いただきま

してありがとうございました。  

 なお、生産局の方から施策の方向性についてもある程度のご示唆といいますか、

今の時点での基本的な考え方のような点があったわけでありますけれども、それは

この部会としてこれからも議論していくことになるかと思いますけれども、立花委

員のご発言は、そこの部分の前提としていろいろな情報を開示していただきたいと

いうことでございましたので、この点についてはよろしくご配慮のほどお願いいた

します。  

 それでは、長谷川委員、お待たせいたしました。  

○長谷川委員  ２点ございます。  

 まず、効率的な農業と環境保全は両立するのか。これは大分議論になっているよ

うですけれども、私は市民団体としまして水源の農山村地域と交流があるのですけ

れども、実感としまして、多分、両立しないだろうと思ってます。それで、この資

料の中に二次的な自然の形成ということが書かれておりまして、これはどうしても

文化的とか社会的背景があった上での二次的な自然が形成されてきたという経過

があって、今その背景が変わってきているところで、これができるのだろうかとい

うのは非常に疑問に思います。  

 そこで、再三いつも申し上げておりますが、消費者が安全なものをよこせとか、



あるいは豊かな農村景観を保全しろとか言っているだけではないだろうと私は思

っておりますので、ぜひ消費者が参画する仕組みをつくってほしいと。先ほども消

費者の視点が尐ないというお話がありましたが、まさにそうでして、例えば田園環

境整備マスタープランというのは、市町村が策定していると先ほどお話がありまし

たけれども、この策定者は、そこに都市住民といいますか、都市生活者が入ってい

るのかなとちょっと疑問に思いました。これは質問としてお答えいただければと思

いますが、そういったところに参画することによって、自分でつくった計画であれ

ば何とか実現させようと思うのが人の常ですので、ぜひそういう参画する仕組みづ

くりをあちこちでつくってほしいなと思ってます。  

 それから２点目ですけれども、これは実現が非常に難しいことはわかっておりま

すので、言うだけにとどめたいと思いますが、農業用水についてですが、水利権の

柔軟な運用をぜひ検討していただきたいと。先ほど農業用水を暗渠化するなんてい

う話もありましたが、私は絶対反対ですが、私は川の活動をしておりますので、確

かに農地内においての農業用水の豊かな自然を形成していることは非常によくわ

かっておりますけれども、とられた川、水源の河川の方につきましてはいろいろと

問題が起こっておりますので、ぜひそのほかも含めまして、水利権のことをどこか

にちょっとでも触れられたらなとは思います。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 今、３人の方が発言をお待ちでございまして、順番にまいりたいと思います。中

村委員。  

○中村委員  先ほどの森本委員からの発言とダブりますし、それから次回のテー

マとかなり関連いたしますので、それを踏まえて問題提起だけしておきたいと思っ

ております。  

 今日課題となっております問題は、基本法の２つ目の理念、多面的機能の発揮、

この国民的な要求にどのように回答していくかということだろうと理解しており

ます。したがって、政策対象も、農地から水、あるいは歴史、文化、環境、非常に



幅広くなるのではなかろうかということでありまして、森本委員からもありました

けれども、農林関係だけの検討でいいのかどうかという問題、それから他省庁との

連携がどうなって、どう考えるのかということがあろうかと思いますし、その上で

農水省としての政策はやはり明らかにする必要があるのではないかと思います。  

 例えば国交省の都計法の問題、あるいは生産緑地法の問題、今問題になっていま

す景観法、これでも、やはり農業の位置、接点をどういうふうに整理するのかとい

う問題もあろうかと思いますけれども、そういう点を１つ大前提として議論がある

のではなかろうかと思っております。  

 その上で例えば農地をとってみますと、極めて多様な切り口があるだろうと思い

ます。同じ農地でも、中山間もありますし、それから中間の農地地帯もありますし、

平地もありますし、それから都市近郊もあります。その地帯によって違いがあって、

資源としての意味合いもかなり違ってくるということでございます。したがって、

この食料の安定供給の場としての農地、あるいは市民農園、あるいは学童農園、あ

るいは防災、あるいは景観ということで、その質なり性格が違ってきますので、そ

ういうふうに区分して政策対象として考える必要がある。大変難しい話ですけれど

も、そういう区分の仕方がないのかどうかというようなこと。さらに農振農用地の

問題、それから市街化調整区域の問題、市街化区域内農地の問題。これも法律・制

度、適用がさまざまでありますので、これらの点にどう配慮した政策が組み立てら

れるのかという問題もあるのかなという気がしてます。  

 そういうことで、これらの違いを十分に踏まえた上で、農地の確保なり管理に万

全を期するということが必要であろうと。 470万ヘクタールという数値があるわけ

でありますが、前の基本指針にもありますように、問題は、農振農用地 417万ヘク

タールで、これもできるだけ確保したいということが前の指針に書かれてあります

が、これがどういうふうになってきているのか。もし十分でないとするならば、や

はり転用規制をもっと強化するとか、あるいは農振法の厳正な適用をするとか、そ

ういうことも十分に一方で考えなければいかんだろうと思っておりますし、特に農



振法もいろんな業務が自治事務になっておりますので、そういう点で、この農地の

量的な確保という観点からすると、強い国の関与を検討する必要があるのではない

かなと考えております。  

 それから一方、量的な問題だけでなくて質的な問題を考えますと、ちょうどこの

基本法をつくったときの調査会の答申のあとがきが非常に法律の性格をはっきり

言っていると思うのですけれども、20世紀の工業技術文明の中で失った農地だとか

そういうものを取り戻すことが必要だと。そして新しい価値観で対応していくこと

が世界的にも必要だということでありますので、農地についても当然、そういう理

念の転換が必要だと思っております。関連すれば、景観法、文化財保護法など、農

村とのかかわりが非常に今検討されておりますが、これらとの接点にも配慮が必要

ではなかろうかと思います。取り戻すというのは大変なことだと思います。  

 私も毎日、富士山を南側からみて電車に乗っておりますが、とてもああいう景観

で世界遺産なんかに登録できないということを毎日思っておりまして、これはもう

取り返せない景観でありますので、こういうことをさらに膨らめてはいかんなとい

うことであります。したがって、場合によっては、この新しい基本法は農村という

ものを位置づけたわけでありますから、農村をきちっと政策対象として明確にして、

農村計画というもので対応できることも考えられないか、ということが必要ではな

かろうかと考えてます。これは非常に難しい問題だと思います。  

 それから、そういうことを前提にして保全された農地の、その保全に当たる主体

と用途をきちっと確定しなければいかんだろうと思います。その場合、先ほど申し

上げましたが、地帯的にいろんな違いがありますので、それぞれの主体の範囲とか

イメージが異なってくると思います。そういうことを念頭に置きながら、どういう

エリアをとるのかとか、あるいは在村農家だけでなくて、不在村の農地所有者、土

地もち非農家等の責任と義務といいますか、そういうものをどういうふうに捉えて

いくのかということも、環境を守っていく上でも、生産を守っていく上でも必要だ

と思っております。  



 手法につきましては、今我々も組織検討を下ろしているところでありますが、中

山間でいうならば、今の直接支払い制度、これはそれなりの意味をもっております

ので、一つのヒントになるのかなということでございます。先ほど村田さんからも

いろいろなご指摘がありましたが、我々もそのようなことができないのかなあとも

思っております。  

 それから、これは一番初めに言ったことともダブりますが、それから 19 ページ

の全体で支えるところの差のところ、この空間をどう埋めるかということとも関連

いたしますけれども、新しい基本法は都市農業についても位置づけを明確にしてお

ります。この都市農業についてはいろんな面で国民的な関心は極めて高いのであり

まして、今は生産緑地等で国交省の分野で対応しておるわけでありますが、例えば

19ページの空間、こういうもので埋まるのかどうかということについてもご検討い

ただければと考えております。  

 ちょっと長くなりましたが、以上。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、続いて平野委員、その次に大庭委員の順番でお願いします。  

○平野委員  先ほどご説明していただいた資料に掲載されている写真や、また縦

長の「農村の地域資源に関する研究会中間取りまとめ」は今日初めて拝見し生源寺

先生もかかわっていらっしゃるということを知ったのですが、これに掲載されてい

る写真を見ていますと、こうした農村風景を見ているだけで心が洗われることに改

めて気付かされます。まして実物を見たときの心の安らぎたるや、言うまでもあり

ません。  

 この中の 21 ページには「農村の原風景」というコラムに「春の小川」が記され

ています。春の小川が美しくて心安らぐものであるということは多くの人が言って

いることだと思います。かつて、春の小川に親しんだことのある人の心には、いま

だに鮮やかにその風景が焼きついていて、寄せる思いも強く残っていると思うので

すね。これは各地いろいろなところを回っていて、多くの人の生の声として聞いて



いることです。  

 ただ、実はこの春の小川にしても、それから街中を流れているちょっとした川な

どが自然の川だと思っている人も多いような気がするのです。先ほど長谷川委員か

ら、川の方も大変なことが起こっているというお話がありましたけれども、実は一

般に住んでいる人たちは、どれが自然の川で、どれが用水路かなんていうことは今

ほとんどわからずに過ごしているのではないかと思うのです。  

 ということは、用水路というものが何だかわからない人たちが多い。何のために

つくられて何のために水が引かれていたのか、そういうことがわからない人が多い

のだろうと思ったのです。さらにそれから考えますと、そういうのがわからなけれ

ば農村の本当の良さというのも感じ取ることがしにくいのではないでしょうか。  

 私は農村の環境や景観といったものは日本の文化だと思っているので、今、用水

路というのはたった一つの例で申し上げたのですけれども、農村にかかわるさまざ

まなことを知るということはとても必要なのではないかと思います。今日本の文化

と申しましたけれども、その文化というのは主に生活全般にかかわる文化の方です。  

 また、最初ご説明いただいた、資料１の１ページにあるような国土保全であると

か、美しい景観の形成、それから食料の安定供給、防火用水にもなったりするなど、

こういったさまざまな機能が農村にはあります。これらを見ていると、環境がいい

とか、過ごしやすい生活がある、心の安らぎになるということの他に、ライフライ

ンとしても農村の機能は重要であるのではないかと思うのですね。ライフラインと

いうと、医療、電気、ガス、水道が先にイメージされるのですが、私は、人間は食

べながら生きているので、食料の安定供給というのはライフラインのトップバッタ

ーに入れていいのではないかと思います。それを支えているのが農村にはあると言

えるのではないでしょうか。  

 耕作を放棄している現状が先ほどのご説明でわかったのですが、せっかくの環境

や景観、農村の機能が失われていってしまうのは人間にとっての重要なことを失う

ことで本当にもったいないと思います。でも、そこで農業を続けていってほしいで



すねと言いますと、それは農業に携わってない人の無責任な言い分だと思われてし

まうと思います。そこで、誰が農村というものを引き続き守っていくか、その守る

というのは決して保存することではなく、地球を息づかせることだと私は思ってお

りますが、これを誰がやるかということについては、これからは農家の人たちだけ

に頼る問題ではないと思います。先ほど村田委員からもお話があったかと思います

けれども、地域の人たちが一体となり、いろいろな職業の人たちが参画し、さまざ

まなアイデアをいただきながら取り組むことが必要ではないかと思います。  

 かつて、農地というのは農家の人以外は入ってはいけない、入ると怒られる場所

だとずっと思ってました。けれども、これからは農村地域、それから農地というと

ころに多くの人たちが足を踏み入れていくことが必要になっていくと思います。そ

のいろいろな人が参加するときに、前回、私、プロの指導者が必要だと申し上げま

した。上質な農業を営んでいくために、やはりプロの指導者は必要だと思います。

しかし、指導される側、誰がやっていくかということになると、さまざまな人がこ

れからは参画し、アマチュアの方も入っていくことがあるかもしれません。また、

そうしなければやっていけないところが出てくるとも思います。アマチュアの方が

自発的に取り組むというのは理想的だと思います。ただ、私、１つだけアマチュア

の方の怖いところは、気分で入ってきて気分で去っていってしまう、あるいはある

時流に乗って参入してきて、時流が去っていくと、もういいやとどこかに行ってし

まう、アマチュアってそういう怖さがあるとは思っているのです。  

 けれども、アマチュアの力がうまく生かせたら、上から押しつけられて何かやる

というのではないことでもあるので、携わっている人々の心の健康にもつながるか

もしれません。そこで、継続性を考えたときに、いろいろな人が携わったときにで

も継続していけるような仕組みづくりがどうしても必要になるのではないかと思

っております。その仕組みというのが、ＮＰＯやＮＧＯなのか、それともそれ以外

のまた別なプロジェクトをつくることなのか、その辺りは、先ほど、もしかしたら

農村振興局長さんからも尐しお話があったのかもしれませんが、もし具体的に何か



イメージなどありましたら教えていただきたいと思います。  

○生源寺部会長  それでは、大庭委員、お待たせいたしました。  

○大庭委員  私は 20 ページの日本の農業が「目指すべき方向」という題目につ

きまして、ちょっと考えてみました。先ほど、私どもの同僚であります横川専門委

員から、食の安全安心、このテーマがありましたけれども、私は今日、鳥インフル

エンザの本場からまいりました。丹波というブランドが一瞬にして崩壊しました。

これは単に鳥のインフルエンザだけでなく、ここに書いてありますような食の安全

安心以前の問題、つまり、信用をなくしたということですね。これは非常に大きな

テーマだと思います。  

 また、その次に書いてございます、「国民に開かれた美しい農村空間づくり」「農

地・農業用水等の保全活用に向けた地域連携の推進」、この２つを見ますと、この

先に見える、いわゆる農家の生きがいといいますか、農村の生きがいが見えてこな

い。私は今ホテルで働いておりますけれども、先般、「ブランド・ニッポン」とい

う大変美しい日本の言葉を見つけました。実際にそれを活用しました。しかしなが

ら、外国の商品、例えば私どもがパンをつくりますときに、日本の小麦粉ではでき

ないのですね。  

 なぜかといいますと、日本の小麦粉ではグルテンが尐ない。ですから、どうして

もカナダとかアメリカの小麦粉を買わなければならない。ところが、この「ブラン

ド・ニッポン」の努力によりまして、日本の小麦粉でもグルテンの非常に高いもの

ができた。やはりそういうものを農村に生きがいとしてどんどん進めるべきだと思

います。ちょうど 50 年ほど前にドイツが、ここに書いてあるのと同じようなこと

をやりました。ドイツの有機農業ということですね。ところが、これは見事に失敗

しました。やはりそういった教訓はぜひ生かしてほしい。  

 私は専門がこういった農業関係ではございませんが、実際に一般の公募で来まし

たけれども、農水省が発表しました「地産地消」という言葉がありました。うん、

なるほどいい言葉だなと思いましたが、私は地産地消の「消」は消費の「消」では



ないと思います。商業の「商」だと思います。ぜひ土地の農家の育成にはそういっ

たものがないと、これから日本の農業は生きていけないと。10年後には間違いなく

だめになってしまうのではないかという心配が、これは私だけの杞憂で終われば関

係ないのですけれども、何となくそんなような気がしました。この「目指すべき方

向」というものをもう尐し何か内容を検討する必要があるのでないかというのが私

の意見です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 今、４時ちょっと前でございます。本日の会議の予定は４時までということでご

ざいますけれども、尐し延長させていただきたいと思います。  

 幾つかご発言が続きましたので、この辺りで事務局から何かございますか。２つ

ほど質問もあったかと思いますが。  

○太田農村振興局長  長谷川委員と平野委員から、こういうことを本当にやって

いくときの主体なり、いわゆる都市住民も含めた国民の皆さん方のかかわりについ

てのご質問なりご指摘があったと思います。  

 やはりどんな政策もそれが継続性を持たなければ効果が持続しないわけですの

で、これをどうするかというのはある意味では鍵になると思います。保てるのかと

いうことで長谷川委員の方からありましたけれども、保てるか保てないかというも

のにつきましても、幾つかの選択肢をお示しして、そういう中で議論いただくこと

だろうかと思います。いずれにしても、かなり継続性を持ってかかわる方、それか

ら時々来られる方、そのかかわり方の濃さ辺りも相当意識をしていかなければ、な

かなかこれが継続性を持つものにはならないということが１点です。  

 それから、そもそも農地とか水とか、そういうこと自体の存在を頭の中では想像

はできても、それがどのように現在保全活用されているかということについては、

必ずしも十分理解されてないというか、身近でない生活スタイルが増えてきてます

ので、そういう状況から、これをどう知っていただくかということが非常に重要に

なると思います。  



 これは２つほどあると思ってまして、例えばそういうお気持ちの方には、ボラン

ティアでも何でも、一過性でも何でもいいので、ともかくかかわっていただいて、

尐しその実情を知っていただくような場を提供していくというのが１つでしょう

し、もう一つは、政策がもしもでき、それがそれなりに動いているかどうかを、監

視という言葉はちょっと適切ではないでしょうけれども、ご覧いただくということ

によって、いわゆる国民が、皆さんが見ていただく中でそういうことをしていくと

いう方法も具体的な方法を考えていきたいと思います。  

 特に田園環境整備マスタープランにつきましても、おっしゃるとおり、理念とし

てはできるだけ地域の方に入っていただきたいということですが、その仕組みがま

だまだ不十分です。導入してから短いということもあるのですけれども。そういう

ものもより先駆的にといいましょうか、具体的にそれを見直しをしている市町村が

増えてきておりますので、その機会に尐しでも、農業者以外、あるいはこういうこ

とにかかわりの尐ない方にできるだけ参加していただくような機会をつくりたい

と思います。  

 逆に言いますと、しかし、こういうことに関心をお持ちの方は非常に増えてきて

おります。インターネット等でもそういうものをお示ししますと、非常にアクセス

が増えてくることも事実ですので、いろんな広報なりコミュニケーションの手段が

増えてきておりますから、そういったものを有効に活用して、開かれた制度にして

いくということが我々として一番肝要だと考えております。  

 それから中村委員の方からありました農地の利用の問題につきましては、次回こ

れを中心に議論しますので、そこのところは次回に、今日は時間の関係もあります

ので、できるだけそのご指摘にもお答えできる形で整理し、ご議論させていただけ

ればと思いますので、ここはこの程度でとめ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。  

 中條部長。  

○中條農村振興局整備部長  長谷川委員の方から農業用水の柔軟な活用につい



てというご要望がございましたけれども、農業水利ですか。水利権そのものは実は

私どもの範疇でございませんで、これは国交省さんの話なのですが、農業用水の調

整につきましては、大分今柔軟に対応してきておりまして、実態を踏まえて対応し

ていくところだと思います。また、各地各地の農業の形態が変わりますと、それに

合わせた農業者の慣習とか形態も変わってまいりますので、そういうこととして現

在対応してきているところでございます。  

○生源寺部会長  それでは、大木委員、お待たせしました。  

○大木委員  私は 13 ページのところの環境保全型農業の推進というところでお

尋ねしたいと思います。  

 先ほどのご説明で、環境保全型農業というのは広く浸透しているというご説明だ

ったと思いますが、これは消費者にとったら果たしてどうかなとちょっと疑問を持

ったのですけれども、ここのところで、消費者に対して環境の保全型農業というの

はこういうものですよというのは、パンフレットとかシンポジウムとか、そういう

ふうなＰＲも確かにあったと思います。それから表示制度の整備ということをやっ

ていただいて、例えば特別栽培農産物がとてもわかりにくいということに対して、

今回とてもわかりやすくなってきたということはあります。そういうことでやって

いただいたと思っております。  

 ですが、農水省の消費モニターのアンケートですか、それをいつかやったのを見

てみますと、無農薬とか、減農薬とか、無化学肥料とか、減化学肥料とか、こうい

う言葉に対してどういう印象を持ちますかというアンケートがあったのですね。そ

れを見てみますと、まず第一に、安全性が高いというのが来るのですね。その次に

健康に良いというのが来て、それからずうっと来て、やっと環境にやさしいと来る

のですよ。  

 ということは、環境保全型農業の推進と言われていても、なかなかそれが消費者

に浸透していないということではないかと思うのですね。これはこれで重要なこと

ですし、環境と農業を結びつけて考える人が増えていかなければ日本の農業という



のはいけないのではないかなと思っておりますので、そういうふうな啓発ですね。

それをもう尐し力を入れて、これからも、いろいろな方法があると思いますので、

それをやってほしいと。そういうことによって、ここに、エコファーマーの方もな

かなか難しいから一部でとまっているとなってますけれども、そこの生産者のご努

力にもつながっていく、結びついてつながっていくという感じがいたします。つな

がっていくということに対して、ここのところの啓発を消費者としてはもう尐しみ

んなが理解できるような方法でやっていただきたいなという希望でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、山田委員、その後、杉本委員ということでお願いします。  

○山田臨時委員  全体のイメージがどうしても定まらないでいるものですから

戸惑っておるわけですが、率直に言って、もっともあまり率直に言い過ぎても誤解

を生みかねませんけれども、中山間地の直接支払いみたいな形を一定の要件のもと

で、平場の例えば農地といいますか、水田といいますか、そういうところへ考えて

みようということなのかと思ったりしていますが、その点がちょっとイメージはっ

きりしません。  

 そんな中で、４点ほど、今日の資料に基づいて質問したいと思いますが、１点目

は、15ページの右側の論点の下の方の２つの○の意味がもう尐しわかりませんので、

この点、機会があったら教えてもらいたいと思います。多分、農地の適正な保全の

あり方と農地制度は関係しますから、そういうことなのだろうなということですが、

特に下の加速化と整合性確保というのがよくわからないので、教えていただければ

と思います。  

 関連で、この 15 ページの上のところも、「保全されるべき農地等の範囲について

は」云々と論点されてますので、これは先ほど議論になってまして、森本さんから

も話が出ましたが、19ページにありますように、そしてまた若干回答もいただいた

わけでありますが、この下の黒い線と、「地域全体で支える」という、この幅がち

ょっとあるわけですね。この幅が合わないのは何か意味があるのかとご質問があっ



たかと思いますが、私も、これは対象外の農地が出るということなのかどうかと思

いますので、その点は今後議論になるだろうと思います。  

 ２点目は、この 19ページで、「地域全体で支える」という緑色の部分についてで

あります。これは担い手なりそれから経営とかというものではなくて、何を指すの

かということなのです。すなわち、上に「プロ農業経営」がピンクで存在している

わけですね。一方、この「地域で支える」というのは多様な生産なり経営があると

いうことなのかどうか。それとも、生産や経営を行わない、例えば農地の提供者み

たいなものも想定するのか。それともさらに水の保全管理を行う土地改良区のよう

な組織みたいなものも想定するのかどうかということで、この辺ももう尐しイメー

ジがはっきりすればと思います。  

 そこで、この 19ページの絵とも関係するのですが、プロ農業経営というものも、

結局は地域の農業なり地域を支えるという行為を行っているわけですね。かつ、こ

れは前回私も言ったのですが、プロ農業経営になろうと努力する農家というのもい

るはずなので、このプロ農業経営のイメージがもうちょっとわかりませんからわか

らないのですけれども、それらも地域を支えるという役割を果たすわけですね。そ

うすると、これはこんなふうな絵にならないのであって、階段ピラミッドみたいな

ことになるのかなあ、ピンクと緑の部分が交差するのかなと思ったり、いろいろ考

えます。模式図をつくってわかりやすくということでありますから、こういう議論

も生じて議論でいいのだろうと思いますが、いつかそのうちに明らかになるのかと

思ってます（笑声）。  

 ３点目は、これは次回のテーマとも関係するのかもしれませんが、農地を農地と

して有効に活用するという観点から、農地の利用をプロ農業経営に集中させるとい

うことですよね。一方で、集中できずに残る農地も出てくるわけですよね。それか

らまた家庭菜園や、場合によれば美しい農村景観の維持というために、林地とか公

園とか、それから場合によれば居住地の整備という部分も出てくると思うわけです。

だから、農業経営を行う、それから地域を支えるというのは、どうもそれは一体と



して農村地域整備と関係するのだと思います。ですから、農地制度をどんなふうに

つくるのか、農村整備計画をどんなふうにつくるのかということと、これらへの支

援措置は密接に結びつくと考えていっていいのかどうかという思いであります。  

 ４点目は、20ページ、「基本的な考え方」の○の３つ目に、「新たな施策において

は、農地・農業用水等の適切な保全と環境保全などの取り組みを一体的に行うこと

を検討する必要がある」と書いてあるわけであります。そこで、この農地・農業用

水の保全の行為、これと環境保全という行為、これが一体となるということは一体

どんなことを言うのだろうという思いがあるわけです。だから、先ほども言った、

農業経営を行っているのか、生産を行うということと関係するのかしないのかとい

う疑問が出てくるわけであります。これも後ほどの新しい議論になってくるかと思

いますが、要は、農地の保全についても、環境保全についても生産と関係するとい

うことであれば、当然、どういう作物を導入するかということとも関連してくると

思います。  

 確かに水田における水稲は大変美しい景観をつくっているのですけれども、一方

でこれは計画生産が必要であるから、水稲だけつくっているというわけにいかんわ

けです。農地の有効活用や不足する作物の生産、需要への対応、それから結果とし

てそのことが自給率向上に結びつくという観点からしても、ここは水稲以外の例え

ば自給飼料作物の導入とか、場合によっては畑地化による牧草地化とか、それから

水田地帯への大家畜の導入とか、そういうこととも関係してくるわけです。ですか

ら、環境保全という分野を耕・畜連携も踏まえた、こういう分野への新しい作物導

入とか、農地の再編とか整備とかとも関係して想定することもあるのかないのか、

もう尐しイメージが定まらないとわからない。今日すべて答えるというわけでなく

てもいいですから、ともかくこうした疑問なりを解いてイメージをはっきりさせて

いくことが必要だと思っております。  

○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。  



○杉本臨時委員  私も今ほどの山田さんのお話と重なる同感の点もあります。今

日のこの議論の焦点が私もよくわからないのですが、農業は物づくりをしていると

いう単純なことではないと思っております。食料をつくっているとか物をつくって

いるというのではなくて、作物や家畜を育てている現場が農業、農村だと思ってお

りまして、育てたものが成長して食料になるのですから、安全に育て、お届けする

のが任務だと思っております。そのためにはきれいな水、きれいな土、きれいな空

気、きれいな環境が大切なのであり、そのもの、そのことは、国民の共通な宝物と

されていると思っています。  

 それで正しいと私は思っているのですけれども、今日の議論に戻りますと、上に

政策ありて、下に対策がないようなことになると、我々はなかなか、その政策を現

実にあらわしていくことができません。そう考えます時、今、農水省の方では、農

業の関係のものを担い手に支援や補助を重点化していくのだという方針が聞こえ

てまいりますけれども、私といたしましては、それが悪いというわけではございま

せんけれども、この資料の１ページにも、一番真ん中に地域コミュニティという言

葉と、そういう文面が使われてます。今日、いろんなお話が出されていましたけれ

ども、今日の議題のテーマを一番取りまとめていっているのが、農村における農村

のコミュニティであり、あるいは集落コミュニティが大分大きな部分を担っている、

あるいは解決策の大きなものを担っているのではないかなと私は思っております。  

 担い手へ重点化していくという、ある意味ではハードランディングを支えていく

ためには、バックアップ施策というのでしょうか、そういう地域、あるいは地域の

コミュニティにソフトランディングできるようなバックアップ政策というものも

同時に考えていただかないと、先ほど来からお話がありますように、用水も守って

もいけないでしょうし、文化もそうでしょう。あるいはいろんな方がグリーンツー

リズムなどでお見えになっても、そういう人たちを受け入れていけないだろうし満

足させられないと思います。農地の集約につきましても、ある意味では農業者がプ

ロ化していくという中で、その人格を問われるようなことが農村では起こってくる



わけですから、そういうようなものも含めていきますと、やはり集落機能、集落の

コミュニティを壊さない、あるいはそれをうまく誘導していけるような施策も同時

に考えていくということを怠りなくお願いしたいと思いますので、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。  

 それでは、まだご発言をご希望の方ございますけれども、この辺りでまず一度、

事務局の方から簡潔にお答えいただいて、その後、お待ちいただいている方が何人

かおられますので。  

○皆川企画評価課長  いろいろご質問があったわけでありますが、まさに山田委

員のいろいろとご質問された事項、どういったふうにその関係を捉えていくか等、

こういったことなのですかとおっしゃったわけですけれども、先行事例としての直

接支払いというのが参考事例だとは言いましたが、そうしますとはまだ言ってない

のですけれども、いろいろと山田委員のご関心の向きはよくよくわかりましたし、

それをまさにこの審議会プロセスの中でも尐しずつ材料を提示しながら議論して

いく場だろうと思います。  

 ですから、アプリオリに、こういうことなのですということであるわけではなく

て、まさにご議論をいただきながら、我々もそこの部分について徐々に提示をして

いく。徐々にといいますか、次のプロセスなりでご提示していくということではな

いかなということで、今日はご質問の多岐にわたる点について、まだ答える場でも

ないしということだと思います。  

 それから、生産とそれ以外の多面的機能というものの分離性があるのかないのか

という意味では、これは基本法上、生産をするというそのことに付随してというこ

とが多面的機能の定義ですから、そこのところを截然と、これとあれというふうに

はなかなか分け切らんと思うのです。ただ、その観点として、分けて分析した方が

いろいろ議論がしやすいという意味で、この 19 ページの表なりはできているとい

うことなので、そこはご理解いただきたいなと。まさに具体施策としてどう考える



かによって、この最終的なグラフといいますか、図も変形するかもしれません。そ

ういうことだと思います。  

○太田農村振興局長  ちょっと補足的に簡略に申し上げますと、杉本委員の方か

らもありました、いわゆる農業者と言いましょうか、農業と言うのでしょうか、生

産政策的なことからいうと、やはり農村なり地域の政策、コミュニティということ

とかかわるところをどう担っていくかということだと思います。  

 そういう意味で、現在の状況を今日ご説明しましたのは、かつては、農業者イコ

ールほぼ農村の住民という、均質なと言いましょうか、そういうことですから、農

業行為がそもそも自分たちの生活をしていく基盤に直接直結するので、行為とメリ

ットというのがかなりパラレルというか並行状態だったわけですけれども、それが

いろんな方がたくさんお住みになって条件が変わってきている、そういうものを踏

まえて、あるいは農業にしても、大規模に経営される農家を目指すということにな

りますと、当然その構造が変わりますから、そういうものを前提としてと言いまし

ょうか、そういうものを目指しながら、その生産の要素、あるいは多面的機能の基

本的な要素であります農地や水、そういったものをどう守っていくかという手法を

考えなければいかんということでございます。  

 まさに、山田委員の方からもありました、これからそれをおいおい提示させてい

ただきながら、今日のをいろいろ参考にさせていただきながら進めていきたいと思

います。  

○生源寺部会長  山田委員、よろしゅうございますか。今日の時点では。尐しず

つとか徐々にというようなことを言っているような段階ではないと思いますので

（笑声）、これはよろしくお願いします。  

 それでは、新開委員、安土委員、安髙委員の順番にご発言いただきます。  

○新開委員  生産者を代表して、新開と申します。  

 今日の「農業環境・資源の保全政策の確立」、これは農業者側から言いますと、

本当にやっと農業と環境が結ばれて動き始めたなということで、私はこの資料をい



ただいたときに、とてもうれしく思いました。村田委員がおっしゃいましたように、

食料は輸入できるけれども、自然は絶対輸入できないということを、この農業環境

の原点にしていただきたいと思います。私はこのことを、消費者の講演会とか行っ

たときに、農業は環境そのものだということをいつも声を大にして言っております。  

 それで、この資料の前半を見ていただくとおわかりかと思いますけれども、いか

に農村が高齢化して、女性で守ってきたかということがおわかりになったと思いま

す。それから川や森や、道路や、ほとんどが農業にかかわる人で守ってきたことも

おわかりになったと思います。今自給率を上げるとか、いろいろ叫ばれております

けれども、全国回っても、それを担う人間がいなくなっているというのが現状なの

です。横川委員が絵に描いた餅にならないようにとおっしゃったけれども、私は、

この計画を立てた以上はやらないといけないと思います。でなければ、もう日本の

農業はなくなると思います。  

 それから３ページですか、随分、都市住民が農業に対して関心が高くなっている

状況が出ておりますけれども、口では言うけれども、自然にはなかなか関わってく

れないのです。長谷川委員がいらっしゃいますけれども、こういう協力的な方がい

らっしゃるのはごく一部です。食の安全安心の問題にしても、そのときそのときの

報道で右往左往されて、本当に農業の苦労なんか知らないで、言いたい放題で、次

から次と報道に惑わされて移っていくのですね。  

 私は今回の農業施策は今までになかった日本の施策に入ったと思います。今まで

私たちが農業で水を守ったり、川掃除をしたり、環境を整備したり金にならない仕

事が、こういう文章の中で出てくるようなことはなかったのです。今日はいっぱい

傍聴席にも、記者の方がいらっしゃるけれども、もっと、生きることは食べること、

だれが耕しているのかということを真剣に考えていただいて、せっかくこういうす

ばらしい施策提案がなされたら、私は、むしろ協力するという気持ちで、農業を残

すという気持ちで話し合っていただきたいと思います。  

 それから増田委員がおっしゃいましたけれども、こういう生産現場だけではなく



て、生活環境がもっと問題ではないかということが出ました。私はそれを一番に今

日は言いたいと思っておりました。やはり都市との格差があり過ぎるのですね。都

会は水洗は早かったのに、まだまだ農山村では水洗トイレ普及率が低い。農村の生

活環境整備は大切な課題と思います。  

 これからプロ農業育成を主体に増やしていく政策が中心ですが、一方では小規模

農業と趣味的、ライフスタイル的な農業が盛んになっていくと思います。主はプロ

農業でいかないともちろん外国とは競争できません。また小規模農業が都市との共

生で、グリーンツーリズム、食農体験、直売所が、食とは何かとか、都会との交流

をもたらすと思います。だから、プロ農業を育てることはだめだだめだということ

ではなくて、プロの農業を育てないことには後継者は育たないのです。  

 そういう点から、プロ農業を育てながら、小規模、趣味的な農業、グリーンツー

リズム、食農体験など、両方を確立しながら、このやり方が悪いのではなくて、み

んなで協力してこれから農業を守らないといけないと思います。今のＢＳＥの問題

とか、ちょっと外国に事件が起きれば牛肉が食べられないと大騒動する。国産のも

のを食べればいいではないかと生産者側は言いたいですね。  

 だから、消費者に軸足を置くとかいうことは、私は決してそれではいけないと思

います。やはり働く人たち、農業を育てる人たちに軸足を置いて、そして両輪が生

産者と消費者であって、そしてお互いに理解し合って初めて農業が成り立つと思う

のですね。今日来てくださっている委員さんも、もっと私たちの汗と涙と、農業を

捨てた人は多いのですけれども、私たち農家が守ったから 40％の自給率があるので

すよ。そこをぜひ忘れないでください。よろしくお願いします。  

○生源寺部会長  それでは、安土委員、お待たせいたしました。  

○安土専門委員  今のご発言なんかを伺っていると、私がこれから申し上げよう

とすることでなんか袋だたきに遭いそうな感じもちょっとあるのですが（笑声）、

頭の整理ということも含めまして申し上げます。私はこの会議に出ながらいつも考

えておりますのは、目的と手段という考え方を尐し入れて整理をする必要があるの



ではないか。「企業の経営」の考え方で言うと、その企業がどういう使命を果たす

かということを決めて、その使命を目的として、それを果たす手段として能力を開

発する。つまり、能力を開発して使命を果たすという循環をつくり出すという視点

でおるわけですが、農業の問題も、そもそも使命をどこに置いて考えるかというこ

とがはっきりしないと、話がいたずらに混乱するのではないかと思います。例えば

「安全安心な食料の安定供給」ということと「環境の保護」ということ、それから

「農村や農地を守る」ということ、さらには「景観」ということを同時にその使命

として考えることができるのであろうか。疑問に思わざるを得ません。  

 例えば景観というものは長い間の農業生産から生まれてきた結果であって、その

結果が私どもの心にふるさとの思いや美しさというもの、日本の価値というものを

生んでいることは確かだけれども、しかし、そのことを固定化すると、新しい農業

とか新しい生産には結びつかなくなるおそれがある。そういうジレンマから、どん

な企業でも、どんな生産でも逃れることができないわけです。  

 そういうふうに考えたときに、食料の問題については、やはり「長期的に安全安

心な食料が安定供給される」ということを使命として第一義に考えざるを得ない。

食料は海外から持ってくればいいというお話であっても、特に食料危機ということ

がかなり確実に見越せるという状況の中では、やはり農業の使命は「安全安心な食

料の安定供給」と考えざるを得ない。その他のことは手段ないしは制約条件として

考える。制約条件とは、「絶対侵してはいけないこと」、「どこまで譲ったり変えて

いいこと」、「変えていいことと変えてはいけないこと」をはっきり分けていって、

その上で目的、手段関係の関係をつけていくというようなことをしないと、話は非

常に混乱して、みんなもとへ戻ってしまう。何のことはない、今のままが一番いい

よということになるのではあまり意味がないような気がいたします。  

 例えば「水洗トイレの問題」や、あるいは「農業従事者の収入の問題」というこ

とは、当然のことながら、「農業の担い手の確保」ということに関係あるわけであ

って、それは単に水洗トイレや収入の問題として考えるべきではないのではないか



と思います。「長期的に安全安心な食料の安定供給」ということを「使命」と決め

て、そしてそこから他の諸要素を整理するというような視点がないと、堂々めぐり

の循環論法に陥るのではないかと思います。企業経営すなわちマネジメントという

モノの考え方を農業問題に適用すると、そういうことになります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、安髙委員。  

○安髙委員  この分野はまだこれから議論されるのでしょうから、意見として二、

三申し上げておきたいと思っております。  

 農業の環境負荷という部分で、例えば畜産というものが、その排せつ物、あるい

は悪臭も含めて住宅環境の中では非常に環境の負荷になっている。片や耕種という

のは化学肥料だとかいろんな部分で環境の負荷になっている。畜産の場合は特に、

いわゆる農村の論理が９割通るような農村というのが平場にほとんど存在しない

のではないか。混住化の中で。だからどうしても畜産が山手山手へと行かざるを得

なくなる。そうすると、住宅地に近い、いわゆる栽培している耕種の部分が、例え

ば堆肥など使いたいと思っても非常に距離が離れていっている。  

 これは確かに現場の問題として、生産側がコスト負担すべき問題なのかもしれま

せんけれども、住環境という外部からのもの、さまざまなそういう部分から来て、

本当に負担し切れるのだろうかと。だから、例えば堆肥をつくってきちっと供給で

きる。これを経済的な負担、支援ももちろんですが、その前に、ルールとして、制

度としてできるような形をつくっていってもらわないと、農業者が取り組もうとし

ても、いろんな環境とかそういうものが来てできないということがある。だから、

そういう制度政策を扱うところがまさに農林水産省の仕事ではなかろうかと。その

上で支援すべきところが発生すれば支援すると、こういうものが非常に重要ではな

かろうかと思っております。  

 特に畜産においては、今、牛など、家畜を扱うものは植物性の飼料をやるという

のが基本であり、植物性のものを育てるときに動物性の肥料というのも、骨粉など



は果樹にとって非常に有効なわけです。ところが、ＢＳＥで肉骨粉をすべて中断さ

れたことによって、果樹に肉骨粉が供給できなくなった。それは例えば畜産に対し

て肉骨粉を飼料としてやっているというところから、ＢＳＥなど、非常に問題が発

生してきたわけですから、本来畜産が、動物には植物性のものを与える、植物性の

ものには動物から出た排せつ物を供給すると、こういう自然の本来の仕組みを復活

させていくようなことが本当の本来の農業の環境を正していくということではな

かろうかと思っております。  

 今確かに、作物においても畜産においてもかなり、 100％の生産能力を発揮する

ようなことが求められておりますが、 100％能力を発揮したときに、ゆとりがなく

なって、リスクに耐えられなくなる。ある日突然来たリスクに耐えられなくなる。

それが今の、牛に肉骨粉を与えたえさのやり方、あるいはさまざまな効率化を目指

したときに、大きな大規模飼育したときに、波及したときに、１週間のうちに全国

にまたがってしまうということになる。ゆとりがないからリスクに耐えられない。

人が口にする食物という非常に人にとってリスクの高いものを、何らかの形でリス

クを減らしていく、そこにゆとりがある。それが私は１つ、消費者に対して安心に

つながっていくものではなかろうかと思っております。  

 それからもう一点、農業の環境保全という部分でいけば、農業が本来の生産活動

をすれば、環境保全は、農業生産の副産物として環境は保全されると思っておりま

す。そういう部分もあろうと思っております。それから農業が産業として健全に発

達するためには、健全な環境維持が農業生産の前提条件となる。だから、健全な農

業生産が行われていれば、環境保全は副産物であり、その生産の前提条件になるの

ではなかろうか。だから、無理のない生産活動が最良の環境維持になるのではなか

ろうかと思っております。  

 ですから、例えば需給調整のために休耕というものは生産の農地からみれば無駄

であり、生産する農地からみれば、私はメカニズム的に無理なものがあるのではな

かろうかと。そういうところから、要するに荒地が 20 ヘクタール固まったときに



そこの環境維持はどうするのかという問題が発生してくる。だから、いろんな意味

で、健全な生産活動が農地、農村で行われるようにしていくことが環境維持につな

がるのではなかろうかと思っております。  

 そういうものを進めるときに、私は、政策の中でまさに環境、地域の問題ですか

ら、地域性というものは十分考慮していただきたいと思っております。全国一律で

はなく、地域で。地域の人たちが自らの環境を自ら考え、自ら環境を育て、できれ

ば環境、自然に学ぶ、自然を守るという人として思い上がった考え方ではなく、自

然に守っていただく、自然に守られて生かされていると、こういう謙虚な気持ちが

自然に対して人はなければ、環境というものを本当に守っていく人が育たないので

はなかろうかと思っております。  

 物理的な環境というものは時と物をかければ回復すると思いますが、農村が今ま

で、「民族の苗代」とかつて言われたような、人の気持ちを育ててきた、勤労の倫

理観を育ててきたという意味の農村の役割があるとするならば、人が育つ倫理観が

農村からなくなったときに、それを修復するのは時間をかけてでもできないことに

なるのではなかろうか。人が育っていく、集落が育っていく、人間関係が育ってい

く、その環境こそが私は農村の最も重要な環境ではなかろうかと思っておりますの

で、そういうことも議論の中の一部に考え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。  

 まだ２回目の発言をなさりたいという方もおられるかもしれませんけれども、か

なり時間も超過しておりますので、今日の議論はこの辺りで閉じたいと思います。

今のご発言に関しまして、恐らく、事務局から特にコメントいただく必要はないか

と思います。  

 ４月以降でございますけれども、改めて議論の整理の場を設けておりますので、

その際にまたご議論いただきたいと思います。そのときまでに、事務局の方では本

日の、あるいは本日までの委員の皆様の意見をよく吟味した上でご検討をお願いし

たいと思います。  



 それから、会議の途中でも私からも申し上げましたけれども、ご質問がかなりご

ざいました。また、ある意味では資料のさらなる提示に対するご要求もありました

ので、この点につきましても、ご準備の方、よろしくお願いいたします。  

 次回の会議は３月 22日月曜日、午前 10時から、この場所で開催いたしますので、

よろしくお願いいたします。  

 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――  

 


