
第１１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５月１８日（火）１０：００～１２：３５ 

 

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、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 11 回企画部会を開催いたします。 

 なお、本日は、江頭委員、大庭委員、古賀委員、新開委員、豊田委員及び安土専

門委員が所用によりご欠席となっておられます。 

 この企画部会は公開されており、一般公募によって、78名の方から傍聴の申し込

みがあり、本日お見えになっておられます。また、資料、議事録等につきましては

すべて公開することになっております。毎回のことでございますけれども、よろし

くお願いいたします。 

 本日は、金田農林水産副大臣にご出席を頂いております。まず、副大臣からごあ

いさつを頂戴いたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○金田副大臣  皆さん、おはようございます。 

 食料・農業・農村政策審議会、まさに来年の３月の基本計画の見直しに向けて、

先生方の熱心なご審議をお願いしているわけでございます。何としても日本農政の

基本的方向を、この基本計画の作業の中で、皆さん方の熱心な議論の中でつくり上

げていかなければなりません。自民党の部会の方でも、あるいは農林水産委員会、

国会の方でも、どんなものが出てくるのだろうかというようなこと、どんな方向で

どんなものが将来の農政の方向として打ち出されてくるのだろうということで、企

画委員の皆様方の論議の内容、そういったのを注視しているわけでございます。 

 基本計画の見直しの方向として、品目横断的な政策に転換していこうと、畑作に

ついてでございますが、そういった方向、それから２点目の問題として、農地と担



い手をどういうふうにしてやっていくか、それから３つ目が、今まで営々とつくり

上げてきた農山村の耕作地、そういったものをどう管理していこうとしているのか、

その３点が主要な議題でございますが、今日は、農地、そして担い手、これをどう

やっていくかということで熱心な議論をお願いすることに相なると思います。 

  470万ヘクタールの農地が今日本にあるわけでございますけれども、残念ながら、

耕作放棄地が出てきている。それから農地に対する規制というのがいろいろあって、

社会的な、いろんな方々からもう尐し開放してほしいという話もありますが、何と

しても耕作地は確保しなければならないという一方の要請もあるわけでございま

す。この農地をどういうふうな管理システム、見直しをしていくかという議題、そ

して担い手の問題でございます。 300万戸の農家があるわけでございますが、残念

ながら高齢化が進んでございます。やはり人が農村にいなければ農業というのは成

り立たないわけでございます。いろんな担い手の確保の方法、こういったことにつ

いて皆さん方の熱心な議論の中で方向性を打ち出して、ああ立派な基本計画ができ

上がったなという内容にぜひともして頂かなければなりません。 

 皆さん方の熱心なご議論をお願い申し上げまして、私からのお願いのごあいさつ

とさせて頂きます。本当に、日夜こうやって勉強して頂きまして、そしていろんな

貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと存じます。本日は、今ごあいさつの中にもございま

したけれども、担い手、農地制度についての２回目の議論でございます。事務局の

方で資料を用意しておられますので、まず、これを説明頂きたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○山田経営局審議官  おはようございます。経営局審議官の山田でございます。

資料は、経営局担当の部分と農村振興局担当の部分がございますが、一括して私の

方からご説明をいたします。 

 資料、１枚おめくり頂きますと目次になっておりますので、見て頂きたいと思い

ます。この資料の考え方ですけれども、１としまして「農地・担い手をめぐる状況」



というのがございます。これは前回、農地・担い手の問題を議論して頂きまして、

３月 22日のときに、農地・担い手の現状をご説明したわけですけれども、そのう

ちのポイントとなるものを再掲しております。 

 それから２が「農地施策の展開方向」、それから３が「担い手施策の展開方向」

ですが、２、３ともそれぞれ（１）は、３月 22日にご議論頂きました課題なり検

討の方向、粗々のものですけれども、お示ししたものを要約したものでございまし

て、それぞれ２、３の（１）が全体像を示しているとお考え頂きたいと思います。 

 ２の（２）、あるいは３の（２）ですけれども、これにつきましては、その全体

の課題のうちで、特に今回また追加的な資料ですとか、あるいは、特に部会長の方

からは、考え方がもう尐し踏み込んで示せないかとか、あるいは選択肢が示せない

かとかいうような全体としてのお話もございましたので、そういった踏み込み、足

りているかどうかわかりませんけれども、ある程度踏み込んだもの。 

 それからもう一つは、農地制度が非常にわかりにくいというお話もありましたの

で、ご存じの方にはちょっと退屈な資料になっているかもしれませんけれども、農

地制度全体にこういうふうになっているということをご理解頂いてご議論頂けた

らということで資料を整理しております。 

 それでは、１ページ目からご覧頂きたいと思います。先ほど申しましたように、

「担い手・農地をめぐる状況」、これにつきましては、３月 22日の資料なり、ほ

かの会合の資料でも出ておりますので省略をいたしますけれども、状況といたしま

しては、１ページの左側に書いてございますように、「耕作放棄等による農地面積

の減尐」ですとか、「担い手の現状」ということで、減尐、あるいは高齢化が進ん

でいるような状況。 

 それから２ページ目でございますが、構造改革が非常に遅れている、特に水田農

業部門での構造改革の遅れが見られるというような状況を概略お示ししてござい

ます。 

 それで、３ページ目をご覧頂きたいのですが、３ページ目は、先ほどお話をしま

した「農地施策の展開方向」ということで、３月 22日にお示しした課題なり方向

を要約したものとして載せております。 



 （１）の 1.として、農地の確保、あるいは有効利用についてということ。2.とし

まして、優良農地の計画的な利用ということで、特に多様な土地利用のニーズがあ

るということから、農地利用区分の見直しができないかということ。3.としまして、

農地転用規制について、国と地方の権限の分担の関係をどうしていくかということ。

4.としまして、耕作放棄地対策についてさらに検討が必要であるということ。 

 （２）の 1.でございますが、特に農地の参入という観点から、農地法の農地取得

の要件でございますとか、農業生産法人についての要件の見直しが必要ではないか

ということ。それから 2.として、一般の株式会社等によります農地取得の問題をど

うするか、いろんな意見があるということでございます。それから 3.として、農地

の流動化をさらに進める必要があるということ。 

 （３）の 1.は、都市住民の農地に対する多様な需要があるということへ応えてい

く必要があるということ。それから、2.多面的機能の発揮というような、これが全

体の課題と方向でございます。 

 それで、恐縮ですが、１枚おめくり頂きまして４ページでございますが、現在の

農地制度でございますが、概略、簡単にご説明したいと思います。このページの右

側に一点鎖線で書いてございますが、平成 11年の新しい基本法においては、農地

については、農地の確保及び有効利用を図るという観点から必要な施策を講じると

いう基本的な原則が書いてございまして、基本的な見直しの視点としてはこういう

ことであろうと思っております。 

 そこで、左側の「現行制度」でございますが、真ん中に農地法が書いてございま

す。農地法、全体で 100条位の非常に大きい法律でございますが、ポイントだけこ

こに書いてございます。１つ目の○として農地の移動制限ということで、農地の権

利を取得する、所有権なり賃借権を取得するような場合の許可の要件、それから法

人の場合には農業生産法人という要件を満たさないと農地の権利が取得できない

ということ。 

 それから２つ目の○ですが、農地転用について、やはり制限がかかっておりまし

て、許可制度になっております。 

 それから３番目の○ですが、農地の賃借権の保護ということで、ここに対抗力と



か法定更新とか書いてありますけれども、一旦借りた方については、民法の特例を

設けまして、非常に手厚く保護しているということでございます。これが逆に、貸

し手の方からすると貸しにくい、一旦貸すとなかなか戻ってこないというようなこ

とがあって、当初なかなか農地の流動化が進まなかったと言われた部分でございま

す。 

 それから４番目に、小作地所有制限というのがございます。不在地主等の小作地

の所有禁止と書いてございますが、要するに在村でない方、例えば都会に出てきて

おられる方が、小作地と書いておりますが、貸し借りをするということについて制

限をしている。農地法の考え方としては、自作をすると、所有権に基づいて耕作す

るというのが原則だという考え方なので、そういう貸し借りについては非常に限定

的に対応しているというのが農地法の原則としてございます。 

 左側の方ですが、これは「農業振興地域の整備に関する法律」ということで、都

市計画と並んで農村側のゾーニングのシステムでございますが、その中で、農用地

区域というのが四角で囲っておりますが、今後相当長期にわたり農業上の利用を確

保するということで位置づけられている区域ですが、この部分と、矢印で農地転用

の部分が線を引いてありますけれども、この農用地区域では原則として農地転用を

禁止するということで農地を守っているという制度になっております。 

 一方、農地法の右側の方ですけれども、農地法で、先ほど言いました非常に貸し

にくいような法制になっているわけですが、現実にはこちら、バイパス法とか、昔

呼んでおりましたけれども、「農業経営基盤強化促進法」で、担い手に農地を貸し

借りでもいいから集めていこうということで、ここに「利用権設定等促進事業」と

か書いてありますが、農業委員会等の関与のもとで、権利移動した場合には農地法

の適用除外を講ずるということで、貸しやすい、あるいは小作地でも持てるという

ような例外措置を講じているということでございます。 

 現実に、農地の権利移転について言いますと、先ほど言いました右側がバイパス

ということでつくったわけですけれども、現在の権利移動につきましては、９割が

右の農業経営基盤強化促進法による権利の移動、１割が農地法による移動というよ

うな感じで、むしろこちらの方が本道になっているということでございます。 



 それから、これが担い手への農地の集積の点でございますが、その下に「特定農

地貸付法」、あるいは「市民農園整備促進法」と書いてございますが、もう一つの

流れとして、市民の方が、要するに農業をするということではなくて、市民農園的

な利用をしたいということについては、今の農地法では基本的に認められていない

のですが、そういうニーズもあるということで、こういう法律をつくって、例外的

にそういったものの貸し借りも認めるというような形で、いろんな形で制度改正を

しながら現在運用されているということでございます。 

 １枚めくって頂きまして、過去から現在への流れを書いております。左側に「農

地法制定時」と書いてございますが、背景として、深刻な食糧不足ですとか、農村

に多大な人口があった、あるいは農地の不足が生じていたという状況のもとで、政

策要請としては、農地改革をやりまして自作農を非常にたくさんつくったわけです

が、それを維持する、あるいは旧地主の復活を阻止する、また耕作者を強力に保護

するというような観点で農地法ができております。その後、状況の変化に応じて現

在に至っているわけですが、矢印の下の方に四角で、過去の改正と書いてあります

が、現実にはなかなかこの農地法の原則どおりに運用するというのは難しくなって

きておりましたので、例えば、そこに書いてありますが、農業生産法人制度――も

ともと農地法は法人というものを想定していなかったわけで、そこで法人制度をつ

くったり、あるいは借地による流動化を進める。それから農業振興地域、先ほど言

いましたゾーニングの制度をつくる、あるいは市民への貸付制度をつくる、それか

ら特に担い手として認定農業者制度をつくるということで、実態に合わせて手直し

をしてきたということでございますが、現在の状況、そこに情勢を書いてございま

すが、需要に応じた生産の増大、あるいは高齢化、担い手不足、耕作放棄地の発生

等の情勢を踏まえて、今のような状況でいいのかどうかと。 

 特に政策要請として、食料の安定供給、あるいは多面的機能の発揮、それから担

い手の確保、利用集積、また３番目は農地を耕作放棄地化させないような施策が十

分かと。あるいは都市住民がレクリエーション的に使いたいというものに十分応え

ているかというようなことがありまして、右側に「論点」として、「『農地の確保・

有効利用』の観点から徹底した見直し」と書いてありますが、先ほど、農業基本法



の基本的な考え方もありますので、それを踏まえて見直しが必要ではないかと。 

 その場合のポイントとして５つほど書いてございますが、１つ目の○として、担

い手を確保する観点から、農地の権利取得の要件、これを見直す必要があるのでは

ないか。また、２つ目の○については、取得後の転用なり耕作放棄地が生じないよ

うにするための措置、そのあり方を検討する必要があるのではないか。３番目とし

て、都市住民等のニーズに応えていく必要があるのではないか。４番目としまして、

制度、原則の制定から 50年以上が経って、先ほど言いましたように、例外措置が

主流となって運営されている状況でございまして、例外、原則が逆になっていると

いうこと自体が問題というわけではありませんが、そういう状態を踏まえて、新し

い農地制度としてどういうふうにあるべきかということ。それから５番目として、

その制度がつぎはぎでやってきておりますので、複雑化してきてわかりにくいとい

うことになっていないかというような観点から見直す必要があるのではないかと

いうことでございます。 

 それで、１枚おめくり頂きまして６ページでございますが、ここでは優良農地の

計画的な利用なり都市住民の多様な農地需要について記載しております。そこの真

ん中よりちょっと上に、「現行の農地利用区分の実態」と書いてございますが、先

ほどちょっと説明をしましたが、今のゾーニングの制度では、農振農用地区域とい

うのを決めておりますが、一色の区域しかないということで、現状として、転用規

制は一律的な転用規制になっておりますし、一方、都市住民等の利用のニーズが高

まっていると。 

 問題点としては、そういうゾーニングをつくっておりますけれども、個別分散的

な農地転用なり耕作放棄地が発生している。さらに、都市住民のニーズに応えて、

遊休農地が解消されるということにも、もちろん一部ではなっておりますけれども、

総体として見るとそういうことにつながっていないということでございます。 

 それで、このゾーニングの考え方については、その下に写真を２つほど掲載して

おりますけれども、左側のように、大規模、土地を集めて使うような農業の区域と、

右側に書いてありますような、都市住民等が小規模、あるいはレクリエーション的

に農地を利用するような区域、これを今の制度では一つの農用地区域という中でこ



ういうことが行われているわけですが、この区域区分をむしろ見直して、こういっ

たニーズに応じて、あるいは用途に応じたゾーンというのを設定すべきではないか

と。 

 それに応じて、この表の下から右の方へ矢印が延びておりますけれども、この区

域区分に応じた規制、例えば農地法の許可の規制ですとか、そういったことを変え

ていく、あるいは農業施策についてメリハリをつけていくというようなことが必要

ではないかということでございます。 

 この農業振興地域の整備法の、今のゾーニングを幾つか区分できないかという取

り組みはこれまでもいろいろやってきたわけですが、やはり財産権の制限とかそう

いうことにつながりますので、今までは、いろいろ検討しましたけれども、なかな

か成果を上げていないということで、今回またそういった観点から検討してみては

どうかということでございます。 

 ７ページでございますが、現在、今のゾーニングの状況ですけれども、先ほど制

度としてはなかなかできなかったと申し上げましたけれども、平成 12年３月、こ

れは法律的に許認可等の効果が生ずるものではありませんが、制度として一応そう

いう用途区分を設けられるということにはしております。 

 ただ、先ほど言いましたように、それが直ちに法律的な規制のバリエーションと

か施策の違いということにはなっていないということなのですが、現在、ここの左

側の写真にございますように、農業上の用途として、高度利用水田区域と書いてあ

りますけれども、基盤整備を十分したような地域については担い手中心に利用して

いこうという区域。また、下の方では、棚田区域と書いてありますが、棚田の景観

保全等を考えて棚田区域というのを設定して、自治体で設定しているということが

ございます。 

 こういう区域、現在ではわずかですが、５市町村、７区域で設定されている状況

でございます。こういった制度をむしろもうちょっと法律的な仕組みにして、いろ

んな施策と関連させることができないかというイメージを持っております。 

 それから８ページでございますが、これは農地の権利移動規制のあり方でござい

ます。「個人の場合」「法人の場合」と書いてございますが、これは農地法に基づ



く権利の移動の場合ですけれども、個人の場合には、主にこの４つの要件を満たさ

ないと農地の権利取得ができないということで、１つ目が、耕作の事業に供すべき

農地のすべてを耕作しているということ。２つ目が、農地面積の合計が原則として

50アール以上であるということ。３つ目が、農地を効率的に耕作することが可能で

あるということ。４つ目が、農地取得後に必要な農作業に常時従事する、というよ

うな４つの要件を決めております。 

 一方、法人の方は、上の３つは同じですが、４番目の農作業に常時従事するとい

う要件がございませんで、それに代えまして農業生産法人の要件を決めているとい

うことで、そこに４つ・がございますが、法人の形態の要件、事業の要件、構成員

の要件、役員の要件というような規定をいたしまして、こういった法人については

農地の権利取得を認めております。 

 なお、こちらの右に書いてございますが、法人の場合には、要件を満たさなくな

りますと、最終的には国が農地を買収するというような措置が用意されております。 

 それから９ページでございますが、耕作放棄地の問題でございます。耕作放棄地

の解消は、基盤整備が進んでいないですとか、あるいはなかなか生産性が上がらな

いとかいうような観点がございますが、なかなか農地制度だけでは解消できる問題

ではありませんが、尐なくとも、この左側に書いてございますが、実態の把握が十

分行われていないということで、ここには幾つかの自治体で、まず実態の把握をし

ながら耕作放棄地の解消を進めている例というのを載せております。 

 それから右側の方は、現行制度において耕作放棄地解消措置はどのようなものが

あるかということで記載しております。２つ挙げておりますが、農業経営基盤強化

促進法の措置ということで、そこの矢印で示してありますように、農業委員会の指

導をしまして、所有者からどういうふうに利用するか計画を出してもらうと。その

とおり行われていないようですと勧告をして、最終的には買入協議ということで、

農地保有合理化法人が買っていくというようなことをするという制度がございま

して、特に計画の届出等については、昨年の通常国会の制度改正で措置を強化した

わけでございますが、実際どの位使われているかと言いますと、農業委員会による

指導、これはかなりの件数で行われておりますが、勧告に至るものは非常に尐なく



なっておりまして、農地の権利を移動するような買入協議というものはこれまで実

績がないということ。それから昨年制度改正をしました計画の届出というのも、ま

だ実績がありません。 

 それからもう一つ、２番目に、耕作放棄地を解消するための措置として強制的に

利用権を設定するという措置がございます。ここに「農振法による措置」と書いて

ありますが、耕作放棄地について、市町村の住民なり、あるいは農協組合員が共同

利用するときには強制的に利用権を設定できる仕組みがありますけれども、これに

ついても実績はありません。というような状況になっております。 

 それで、１枚おめくり頂きまして 10ページですけれども、農地の権利の移動と、

それから移動後の事後措置というのでしょうか、これをどういうふうに組み合わせ

ていくかということがあろうかと思います。これまで、この企画部会でも議論があ

りましたし、その他いろんなところでのご意見などを整理してみますと、大きく３

つ位に整理できるのではないかということでございます。 

 一番左側の Iには、権利移動規制は廃止すると書いてありますが、要するに参入

はもう誰でもいいとしたらどうかと。その代わり、２つ目の○に書いてありますが、

参入した後の弊害を防止すると耕作放棄地が生じないとか、あるいはむやみに転用

できないというふうに後で縛っていけばいいではないかというご意見、こういった

意見もかなりございます。 

 そこの「論点」に整理しておりますけれども、２つほど書いてありますが、現実

的に先ほど現在の制度をご紹介いたしましたけれども、転用を認めないなり、ある

いは耕作放棄地が生じた場合に強制的に何かの措置をとるということについて、財

産権の非常な制限になりますので、法制的にどこまでできるかという議論がもとも

とございます。 

 それからもう一つ、下の☆印で書いてありますのは、先ほど説明しましたように、

制度をつくりましても、なかなか現場では強制的な措置がとりにくい面があるので

はないかということがあって、仮にできたとしても、どこまで実際運用できるのか

ということがございます。 

 ２番目のパターンといたしまして、権利移動規制、農地の取得等については、先



ほど言いました、農地がどうやって利用されるのかと。農業基本法の観点も踏まえ

てもう尐し緩められないかということを見直しするのと同時に、下の○で書いてあ

りますが、事後的に耕作放棄の防止などの措置がどこまで強化できるかということ

を、双方バランスをとるというのでしょうか、両方にらみながら考えていってはど

うかということでございます。これは、その下の☆印で書いてありますが、それぞ

れ一体どこまでできるのかということを具体的に議論していく必要があるという

ことでございます。 

 ３番目は、農地の権利移動の規制内容については、先ほど説明しましたような要

件というのは基本的に重要な要件なので、それはやはり維持すべきではないかと。

それ以外の措置で耕作放棄地などの解消について、法律の措置なり予算の措置など

で講じていったらどうかということですが、耕作放棄地がある、あるいは高齢化が

進展しているということで、農地の取得要件を基本的に今のままでいいということ

で本当にいいのかどうかという、大きく３つ位に整理してみたのですが、最初の入

口のところとその後の規制をどうするかという観点で、こういった考え方が今いろ

んなところで議論されているということを整理いたしました。 

 それから 11ページでございますが、もう一つは、一般の株式会社についての農

地取得でございます。これについては、特段どうしたらいいかということについて

案が示されているわけではありませんけれども、前回もご説明しましたが、懸念す

る声として、投機目的の農地取得ですとか、遊休化につながるですとか、あるいは

産業廃棄物の不法投棄の問題が生ずるですとか、土地・水の利用に混乱が生じない

か、あるいは担い手の育成に支障が生じないかというような懸念の声がありまして、

それに対してはそれぞれ、心配する必要はないとか、解消できるとかいう反論が出

ているという状況を整理しております。 

 それから 12ページでございますが、もう一つ、この株式会社の農業参入の関係

で議論されておりますが、構造改革特区で、上の四角の中で書いてありますが、一

般の株式会社等がリース、貸し借りで農地の権利を取得するようなもの、あるいは

市民農園の開設についても認められておりますが、これについてどうしていくのか

というのが一つの課題ですけれども、２つ目の○に書いてございますが、現在、農



林水産省なり、あるいは特区の評価委員会というのがございますが、ここで現状が

どうなっているか評価をしておりますが、弊害が生じないと認められる場合には全

国展開をしていくという方針が政府全体として決まっております。 

 ここでスケジュールが書いてございますが、農林水産省としては、５月ないし６

月に調査の結果を取りまとめて、総理が本部長をしております推進本部に報告をす

ると。それから評価委員会の方では独自に調査をしまして、８月頃に意見を取りま

とめて本部に報告するということで、８月ないし９月には、全国展開をするのか、

特例措置の継続・廃止をしていくのかということを決めることになっております。 

 以上、農地関係の追加的な資料でございます。 

 あと、13ページから担い手関係でございますので、ご説明をいたします。担い手

関係の方は、これも 13ページには前回お示しした検討の課題なり方向を要約して

書いてございます。（１）の 1.では「担い手」の明確化、施策の集中化、それから

2.といたしまして、認定農業者制度の運用の見直し、推進。3.として、法人化の推

進なり集落営農の組織化。4.として、多様な担い手の確保。5.として、経営の継承

の問題。それから（２）の 1.としまして、新規就農、あるいは労働力の確保、高齢

者の問題等がございます。それから 2.として男女共同参画と書いてありますが、女

性の経営参画なり社会参画の問題。それから（３）の 1.としまして、担い手の支援

体制、あるいは技術・経営ノウハウの向上という課題があるということでございま

す。 

 本日追加して出しております資料として、14ページからでございますが、１つは、

担い手の議論のときに、この場でも何人かの委員の方から、実際、集落で担い手が

本当にどれだけいるのだということもよく考えなくてはいけないというようなお

話がございました。その関係で整理したものです。基本的には、担い手が確保でき

ないような地域にあっては、集落営農を組織化するとか、あるいはＪＡ、市町村出

資の農業生産法人等で担い手を確保していくというのがまず第一にありますが、担

い手がいるようなところでは、こういったものをまず育てていくというような、あ

る程度地域によって対策も分かれていくのではないかと思います。14ページの左側

の真ん中辺りに表がございます。これが、今回、センサスの集落カードというのを



再度整理しまして、集落における担い手がどういう状況になっているのかというの

を改めて分析してご提示しているものでございます。 

 ここに書いてありますように、集落のうちで水田の割合が７割以上の集落を水田

集落と定義しておりますが、これが全国で約８万ございます。そのうちで水田作の

主業農家、米なりを中心としてやっておられる主業農家が１戸でもある集落という

のをこの集落ごとの調査票で再度整理してみますと、約半分については主業農家が

おられるような集落です。地域別にみますと、平地農業地域では約３分の２、それ

から山間地域では３分の１位が主業農家が１戸でもある集落ということになって

おります。もちろん、主業農家がない集落でも、隣の集落の主業農家の方にやって

頂いているという場合もありましょうし、それから集落が非常に大きい規模ですと

担い手が１戸ではとても賄えず、非常に大きい規模ですので、そのほかのところは

やはり担い手不足であるという状況もあると思いますので、これが正確に実態を表

しているかという点はありますけれども、全国平均でみると半分位の集落には一応

担い手になり得る農家がいるような状況ではなかろうかということでございます。 

 それから 15ページでございますが、認定農業者制度の件につきまして、この部

会でも種々議論がございました。手挙げ方式でやったらいいのではないかとか、あ

るいはばらつきが多い、それからフォローアップが十分でないというような様々な

ご意見がございましたので、再度、認定農業者の運用の改善なり、今までの取り組

みなり、あるいは今後どうしていくべきかということについて整理をいたしました。 

 左側をご覧頂きますと、認定農業者制度の概要が図示してございますが、一番上

に、経営改善を図ろうとする農業者がまず自分でその経営改善の決意をする。ここ

で手挙げというのでしょうか、自ら改善していこうということで経営改善計画をつ

くります。これを市町村に出しますと、市町村の方では、認定基準で市町村の基本

構想等に照らして適切かどうかというようなことを判断して、この計画を認定する

ということでして、この人がいいとか悪いとか言っているわけではありませんで、

経営改善をしようとする計画を認定するということでございます。ですから、認定

農業者制度というのは必ずしも人の認定ではなくて、その計画を認定しているとい

うことでございます。その計画の認定を受けた人を認定農業者と呼んでいるという



ことでございます。この認定計画が実現できるように様々なフォローアップをして

いかなければいけないと、こういう全体の仕組みでございます。 

 それにつきまして、右側で、昨年の６月に運営改善のためのガイドラインという

ものを出しておりまして、例えば、ばらつきがあるということで市町村の認定の際

の透明性の確保ですとか、あるいは、ここにはちょっと記載しておりませんが、同

じような状況の市町村で、認定にあまり差が生じないように、都道府県の方で目配

りをして頂くような対応ですとか、あるいは２つ目の○に書いてありますが、認定

後のフォローアップを進めるということ、それから４つ目の○に書いてありますが、

夫婦等で共同で申請することを認めるという措置も講じたということでございま

す。 

 それから右下の方に書いてございますが、これは今年の３月にまた関係機関に通

知したものです。支援機関の関係者等から認定農業者が誰かということについて、

地域の中でなかなかわからない、支援しようにも支援できないというようなお話も

ございました。これまでは、認定農業者の方が認定を受けたら、自分で関係機関に、

私は認定農業者ですよということを連絡してくださいとお願いしていたのですが、

なかなか行われませんでした。これからは、認定をしたときには本人のご了解を得

て関係機関に連絡しますよということで、市町村から関係機関にご連絡をする。関

係機関はそれをもらって、この人は認定農業者だという理解のもとでいろんな支援

をしていくということを積極的に進めたらどうかということで始めておりますが、

まだ十分これが多分徹底されていないということ、あるいはさらに改善の余地があ

るかもしれませんので、さらに検討していきたいということでございます。 

 それから 16ページは多様な担い手ということで、上の四角の２つ目、３つ目の

○に書いてありますが、サービス事業体について農政上の位置づけをしていく必要

がある。それから４つ目の○に書いてありますが、特区制度によって参入した株式

会社については、現在の制度では市町村と協定を結んで参入するというような仕組

みでございますので、これについては支援の対象としていっていいのではないかと

いうことが記載されております。 

 なお、16ページの真ん中の表でございますが、現在、担い手の支援措置がどうな



っているかということを整理してあります。表の右から１つ目、２つ目で、注など

で書いておりますが、そのサービス事業体に対する措置、それから構造改革特別区

域で参入した法人についての取り扱いが必ずしも明確になっていないということ

がございますので、この際明確にしていったらどうかということでございます。 

 それから 17ページが人材の確保の促進ということでございますが、女性や高齢

者について、もう尐しその能力を生かし得るようにすべきではないか。前回、森本

委員からも、高齢者については、もう年齢などあまり気にしないでやっていくべき

ではないかというお話がございました。高齢者については、一番下の○にあります

けれども、年齢にとらわれないで経営を続けるなり、あるいは若い人を支援してい

くなりという役割が果たせるような環境をどうやってつくっていくかという課題。 

 それから女性の方は、２つ目の○に書いてありますが、女性を担い手としてもっ

と積極的に位置づける必要があるのではないか、あるいは女性に対する施策の情報

というのが十分行き渡ってないのではないかというご意見もありますので、女性の

経営者に対する情報の提供という仕組みも考えていく必要があるのではないかと

考えております。 

 それから 18ページですけれども、担い手への施策の集中化・重点化ということ

で、これも前回の会合の際に川村局長に対してご質問があった、施策・助成ルート

の複線化の話でございます。ここにも２つ目の○に書いてありますが、前回、川村

局長が説明いたしましたとおり、担い手の活動が市町村なり都道府県の枠を超えて

かなり広域化しているという状況もございますので、これまでの、都道府県、市町

村と段階を追って施策を推進するやり方ももちろん有効ですけれども、それ以外の、

複線化ということで新しいルートとして、全国段階・国が直接支援していくという

ものも施策によっては考えられるのではないかということで、施策の見直しをして

いきたいと考えております。 

 それから 19ページは担い手への支援体制ということでございますが、これまで

いろんな関係機関が推進体制もまちまちに実施している現状がございます。例えば

担い手の育成という観点からしましても、資料の左下に書いてありますが、認定農

業者の育成、あるいは経営の法人化、集落営農の組織化について、似たような組織



でありますが、それぞれ中心となる支援機関が違うという状況もあります。今後は、

関係機関が総合的一体的に担い手を育成する仕組みということと、それから地域の

中で、担い手がいる地域、いない地域、集落営農を推進しなければならない地域、

いろいろ状況が異なりますので、地域の中でどの課題を重点にして取り組むか、重

点課題を設けながら推進するというやり方が有効ではないかということでござい

ます。 

 以上、資料をご説明いたしました。一番最初にお話をしましたけれども、今回の

資料、全体を網羅するということではなくて、その中で特に追加的な資料なりをご

用意した次第でございます。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、いつものように、ただいまのご説明も踏まえまして意見交換を行いた

いと思います。ご意見、あるいはご質問、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。西山委員。 

○西山臨時委員  追加的資料の 18ページでございますけれども、担い手の活用

が市町村、都道府県の枠を超えるという事例をもう尐しわかりやすく教えて頂きた

いということと、それから細かい話ですけれども、都道府県の枠を超えるといった

その取り組みというのは、基本的には営農活動だと思いますので、例えば北海道の

場合は１道１県、今、道州制の議論もやっております。18ページの右側の下の線が

国から直接対象者に線がいっているわけですけれども、北海道の場合、国というよ

りも都道府県の道という役割で十分ではないのかなと思うことと、それからちょっ

と今心配しているのは、それぞれの地域の自治体は、地方分権という流れの中で、

何か線が逆になってくるのではないか。国が直接地域の地域づくりをする担い手と

いうものを認定するというのは、何となく逆行するのではないかという気もするの

ですけれども、その辺のちょっと考え方をお聞きをしたい。 



○生源寺部会長  今の点につきましては、関連してご質問、あるいはご意見等ご

ざいますでしょうか。それでは坂本委員。 

○坂本専門委員  私は、このシステムに大変興味を持っているし、ぜひこれを実

現することによって地域末端の農政が変わっていく一つの入口ではないかと思う

ぐらい高く、この 18 ページは評価しているものでございます。 

 確かに、今ご案内がございましたように、これからは地方分権ですよということ

ですが、市町村長におかれても、都道府県知事におかれても、自己責任という言葉

がありますが、その中で都道府県の知事、それから市町村の町長なり市長が政策を

決断していくという、これは大変な重荷がかかってくるだろうと私は思うわけです。

地方分権という中でですね。果たして今の多様化した農業・農村情勢の中で、どこ

まで明確な審査・決定をし得る体制がとれるかということです。将来はとれていく

ことを期待するわけですが、私は、地方分権を推進すべきであるからこそ、多様な

政策ルートが必要であると思います。一番大事なことは現場で経営を営む経営者が

いかに早くその情報をつかんで、それを選択し、それをどう実行していくかという

ことがこの見直しの基本であると思います。この政策ルートの見直しこそ自給率向

上につながっていくと思うのです。今までのルートはもう戦後ずっとやってきたわ

けですから、そしてこのような状態を起こしているというのも事実ですから、やは

りこの見直しにおいて新しいルートを試みて一つの突破口を開くということが非

常に重要ではないかと。私は、勇気を持ってこの政策はぜひ試していかなければい

けないと思って賛成しているものでございます。 

○生源寺部会長  それでは、永石委員。 

○永石臨時委員  前回も私の方も話をしておいたのですけれども、やはり基本は、

前回も、川村局長さんお話があったように、地方分権という大きな流れの中で、国、

都道府県、市町村の役割ということを明確にしながら進めていく施策、行政という

のが基本だろうと。その中で、今現在進めている水田農業ビジョンにしろ、市町村

が初めて地域の中で自ら動こうという施策を展開し始めてきていると、そういう中



でこれをあえて強調しなければならないのかというのはちょっと疑問なのですよ

ね。基本的には。 

 だから、川村局長、原則は一番上のルートですよとこの前言われましたので、や

はりそうなのだなと理解はしていたのですけれども、その辺の流れを、確かに今緒

についたばかりですから、時代がこれから変わっていこうとするときで、だから、

今西山委員から言われましたように、具体的に都道府県を超える、こういう生産者

の方や法人の方って具体的にどの程度いるのか、ここに直結しなければならないの

は。そういう実態の背景があって、こういうのはどうしても必要ですよという説明

ならばある程度納得できるのですけれども、こういう、例えば、いろいろ要望があ

ったよ、だから複線化するんだよというのはなかなか納得できないのではないかと

思っておりますので、ちょっとその辺わかれば教えて頂きたいと思います。 

○生源寺部会長  今の点については、そのほかございますでしょうか。 

 もしよろしければ、事務局の方からお答えを頂きます。 

○山田経営局審議官  今のご質問でございます。１つは、地方分権に反するので

はないかとか、あるいは国、県、市町村のこういった段階的なものが基本ではない

かということですけれども、前回、川村局長がお答えしたとおり、今の県なり県段

階の農業団体、あるいは市町村なり市町村段階の農業団体というのを通じて、施策

をする、あるいは情報を集めるというのが基本であると考えております。ですから、

そういう意味で、これをやめて、もう国が直轄で全部やるということであれば、地

方分権との関係でどうかというご議論もあろうかと思いますが、基本としてはもち

ろん今の上に書いてあるルートを中心に、基本としてやっていきます。 

 しかし、施策によっては、あるいは実態によっては、国が直接やったり、あるい

は全国団体がやったりするという方法ももう一つの方法として設けた方がスムー

ズに進むような施策もあるのではないか。現実にどうかというお話がありますけれ

ども、前回、川村局長もお話をしたと思いますけれども、例えば流通のあり方とし

て、今までですと、例えば農協なりを通じて流通するような流通形態が通常であっ

たのですが、例えば消費者の方と直接結びつく、あるいは量販店と直接結びつくと



いうようなものの流れも最近ではかなり多くなってきておりますし、それから生産

の現場でも、だんだん規模が大きくなって、都道府県を超えるものも若干ございま

すし、市町村レベルを超える生産というのはもうかなり大規模農家では普通になっ

てきておりますので、そういう意味で、市町村の枠内で施策をするのがいいのか。 

 先ほど、道が間に入った方がいいのではないかというお話もありました。もちろ

ん、その複線化の一つとしては県なりが直接講じていくという複線の仕方もありま

す。ここに書いてあるのは一つのパターンとして書いたものでして、施策ごとに、

あるいは市町村を介在せずに県が施策を講じていくというような施策もあってい

いということで、具体的にどうするかは、お話がありました実態と、それから施策

の内容を精査しながら、全部が全部こういう施策をやっていくということではあり

ませんので、今後検討していきたいと考えています。 

 ただ、方向としては、こういう今までのやり方と別ルートが必要な施策もあるの

ではないかということで検討したいと、こういうことでございます。 

○生源寺部会長  よろしゅうございますか。もし何かあればまた承りたいと思い

ますけれども。それでは、永石委員。 

○永石臨時委員  基本的には、審議官言われるようによくわかるのですよね。じ

ゃそういうことだったら、具体的にどういう施策だったらそういう流れの方がうま

くいくのかとか、そういうのも逆に出して頂くことによって納得できてくるのでは

ないかなと思いますので、その辺はひとつ、こういう制度の方が逆に今の情勢では

よりベターにいくのではないかというような方向を出してもらった方が私はむし

ろいいのではないかと思っております。 

○山田経営局審議官  ちょっとまだそこまで検討は進んでおりませんが、できる

だけ、できますかどうか、ちょっとやってみます。 

○生源寺部会長  それでは、具体的な形になった段階でお願いします。 

 それでは、立花委員。 



○立花専門委員  ２点ばかり発言させて頂きたいのですが、１つは質問といいま

しょうか、ちょっとわからない点がありますので。もう一つは、今日、私が参考ま

でにお出しした資料のご説明をさせて頂きたいと思ってます。 

 質問の方ですが、今日ご説明頂いた資料の９ページのところで、耕作放棄の問題

ですね。これについては、農業委員会、現場でのいろんな取り組みが、必ずしも実

効が上がってないというご説明がありました。１つは、農地は農地としてまさに有

効活用してこそいろんなインセンティブがあるというのはよくわかるのですが、農

地が農地として使えてないにもかかわらず、税制上のインセンティブを受けている

というのはちょっと釈然としない。農地を農地として利用するからこそ、例えば固

定資産税について非常に優遇するとか、あるいは相続税について優遇するとか、そ

れはわかりますけれども、相続で、都会にいて、農地を農地として集落の人にも貸

さないでそのままにしていて税制上の恩典だけ受けるというのはどうも釈然とし

ない。その辺の実態が一体どうなっているのか、私よくわからないので、質問です。 

 農地転用の問題ですが、これは別に農業サイドの問題だけではなくて、経済の高

度成長の中で、工業用の需要、あるいは住宅用の利用とか、いろいろそういったこ

ともあって転用がされてきたわけですが、私ども見ると、身内に甘いといいましょ

うか。よく農家の次・三男坊の方が、家を建てたいということで、私なんか、田舎

に帰ると、そういった転用の話をよく聞かされるわけですが、やはり一人一票のも

とで、メンバーを選んで、その方が農業内部の人からの転用については正直言うと

甘くなりがちだという点はよく指摘されるわけで、その辺の歯どめといいましょう

か、どういうふうに運用されているのかという点がわからないのでお教え頂きたい

と思います。 

 それから、私が参考までにお出しした横長の、「新たな組織形態について」とい

う資料がございます。これを、今日のご議論とも関係しますので、補足的に説明さ

せて頂ければと思っております。 

 これは何のためにお出ししたかというと、農業経営の法人化の話が今日の資料に

もございましたが、特にいろいろと解決すべき課題の多いとされる集落営農の受け

皿ということで、この資料の右から２つ目の箱に「新たな組織形態（ＬＬＣ等）」



とございます。これはリミテッド・ライアビリティ・カンパニー。この「等」とい

うのは、ＬＬＰ、これはリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップというこ

とで、日本語に訳せば有限責任事業会社、あるいは有限責任事業組合というべきも

のでございます。 

 このＬＬＣ、あるいはＬＬＰは、アメリカでは各州の州法に基づいて非常に幅広

く普及しているものでございまして、いわば尐人数の、10人なりの尐人数で、非常

に気心の知れた、顔の見える方同士が、それぞれの抱える事業の合理化とか、ある

いは効率化のために設立する、経営の自由度の高い法人組織でありまして、いわば

株式会社の形態の長所と、それから組合形態のもつ長所、それらを併せ持ったもの

という位置づけ、そういった認識を私どもしております。 

 具体的にどういうことなのかご説明しますと、例えば所有と経営という面では、

株式会社の場合は、その関係は遮断といいましょうか、株主と取締役ということで

分離されているわけですが、このＬＬＣでは所有と経営は一致しておりまして、農

家と農地の関係は維持できることになります。農家の方々が持ち分としての農地を

拠出したらどうかなってしまうのではないかという不安は解消できるという点。あ

るいは、参加したけれどもどうしてもやめたい場合には、脱退は自由なわけですけ

れども、しからばその持ち分を顔の知らない全くの第三者に勝手に売り渡すことが

できるかというと、それは自由ではなくて、構成員全員の同意が必要ということで、

農家からすれば、何かわけのわからない人にかき回されるのではないかといった懸

念を払拭できるという面がございます。 

 そのほか、例えば意思決定、あるいは業務執行、あるいは利益分配のやり方は自

由度が高くて、あらかじめ、定款自治ということで定款に定めておけば、株式会社

のように、一々株主総会とか取締役会を開かなくても済む。 

 あるいは課税については、このＬＬＣという組織ではなくて、持ち分を出資した

構成員にだけ課税されるということで、こうなりますと、ここまでは、一番右の任

意組合とほぼ同じなわけですが、次の点が大きく違うわけでして、例えば債務等、

外部から借り入れした場合等の責任の取り方については、これはよく農協等でもそ

ういった話があったと聞きますが、任意組合の場合には無限責任、連帯して責任を



負わなくてはいかんのに対して、ＬＬＣは有限責任であり、かつ法人格も持てると

いうことでございまして、米国ではこういったやり方で新しい事業を興す、あるい

は事業を効率化するという点で非常に使われております。私どもも、昨今のこうい

った構造改革の中で、新しい事業を興したり、過剰設備の処理とか、あるいは設備

の有効活用を図るために、商法改正でぜひこういった組織形態を認めてもらいたい

ということを要望してまいりまして、ようやく昨年の秋に発表されました商法改正

の要綱の中に盛り込まれております。現在、立法化に向けた作業が法制審議会で進

められております。 

 私は、ぜひこの担い手の範囲とかそういった議論に関連して、いわゆるプロ農家

的なものは当然その対象になるというのはほぼ異論ないだろうと思いますが、いわ

ゆる兹業農家といいましょうか、あるいは兹業農家の抱えておられる土地をどう集

約化していくかという議論、あるいは、彼らがそういった土地を集約するに当たっ

て、土地がどうなってしまうのかなと、そういった不安をどう解消していくか、大

きな課題になるわけですが、ぜひ集落の内部で、この後継ぎの問題、集落としての

後継ぎをどうするかという問題のご議論とも関係して、集落内部での今後の農業経

営のあり方を話し合う際の一つのきっかけといいましょうか、ツールとして、こう

いった新しい法人形態を活用することもぜひ検討対象の中に含めて、集落の中での

合意形成の一つの選択肢ということで考えて頂けると参考になるのではないかと

思った次第でございまして、ご参考ということでご説明させて頂いた次第でござい

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。関連ということでございますか。もしそういうことであれ

ばお願いしたいのですが。 

○山田臨時委員  それでは、最後だけは関連するかもしれませんので、ちょっと

申し上げさせて頂きます。 

 農地の扱いの問題は、ここに整理されておりますように、まさに歴史があります

し、それから私有財産のもとで大変難しいわけで、このことにずっと農林省は苦労



されてきたということはよく承知するわけであります。 

 そこで４点ほど申し上げたいと思いますが、まず１点は、４ページ、５ページに、

農地制度を徹底して見直すというふうに書いてあります。徹底して見直すと書いて

ありますから、その決意については賛成であります。しかし、残念ながら、本日の

資料を見ておりましても、どうしても具体策に欠けると思います。 

 例えば５ページであります。５ページの真ん中のところに、現在の政策要請に関

連して、「担い手の確保と利用集積」とか、それからその下の「農地の農地として

の利用の確保」という要請が整理されているわけであります。これは大賛成なので

すが、それでは矢印でいったこの右側の「論点」の中にそのことが生きているかと

いうふうにいいますと、この中にはその頄目がないのではないかと思うわけです。 

 ありますのは、上の○は、担い手を確保する観点から、農地の権利取得要件を見

直すとしているのは、これは株式会社を想定されているのですかね。農業生産法人

の要件の見直しですかね。要は入口規制の話でしょう。その次の、権利取得後の農

地の利用を確保するための措置について云々というのも、これも株式会社の出口規

制を想定されているのかと思わざるを得ないくらいの内容になっているわけであ

りまして、あとのそれぞれの頄目について、必ずしも利用集積や農地を農地として

の利用の要請に「論点」が答え切れてないのではないかと考えざるを得ないと思っ

ております。 

 なお、６ページの、優良農地の確保に関連して、農地の利用区分に応じたメリハ

リのある規制云々、ここの部分だけが新しいのかなあと、こんなふうに思っている

ところであります。 

 ２点目は、９ページに耕作放棄地解消に関連して論点が展開されているわけであ

りますが、実績のところで、勧告が平成 12 年に３件だけ、あとはゼロ、それから

買入協議はゼロだと。そして結論として、この右側の下の方に、強制力のある制度

であるが、活用実績がないという。なぜここの部分について進まないのかという部

分についても徹底した検証がないのかということであります。徹底した見直しをや

るというなら、こういうところを徹底して検証してもらわないとそれは前に進まな

いと思うところであります。 



 関連して 10ページに、今後の規制と利用のあり方について検討方向が出されて

いるわけでありまして、今後この検討を進めていこうということなのだろうと思い

ます。そう書いてありますから。とすると、ここについて詰めた検討を行ってほし

いと思いますし、それから農地制度については、有識者懇談会等、名前がいろいろ

あったと思いますが、委員会や懇談会を設けられて議論があったと聞いております。

その成果なりその問題をやはり示して頂いて、ここの部分についての議論もあった

と思いますから、内容の整理をお願いしたいと思います。 

 ３点目は、13ページに関連してであります。担い手について触れられているわけ

で、どうも私、こういう細かいところが得意でありまして、括弧書きで書いてある

「担い手」と、括弧のついてない担い手は、多分書き手は区別しているのではない

かと思っております。多分、括弧をつけた「担い手」は家族農業経営を中心にし、

それと法人経営、そこまで含めて、具体的には認定農業者ないしは、後で出てきま

すが、株式会社も括弧つき「担い手」にしようと考えておられるように思うのです。 

 一方、括弧のついてない担い手は、要は括弧つきの「担い手」の確保が困難な地

域で、積極的に集落営農の組織化を進めるというふうな、そういう集落営農を括弧

なし担い手と考えているように見えるのです。 

 要は、引き続きこの場においても、括弧つき「担い手」と集落営農を区別してい

るという、ここの問題意識が、やはり決定的に私は実態把握がなされていないので

はないかと思うところであります。 

 関連して 14ページに、水田集落の数が８万ありますよと。うち主業農家が１戸

でもある集落が３万 9 ,000あって、50％なわけですね。要は、逆に言うと、１戸

でもいないところ、ゼロのところは半分あると書いてあるわけでしょう。ゼロが半

分あるところで必要なのは何なのですか。集落営農を例外として扱っている限りは、

農地を農地として利用する政策展開にならないと思うのです。そこの、何か、全体

として農林水産省の検討の方向性がもうちょっとわからないのです。 

 もちろん集落営農も、ご案内のとおり、特定農業団体になって、ちゃんとやって

いけばそれは対象にする、法人化すれば対象にするよと言っているけれども、そこ

へ行き着く前の、いうなれば、この半分もいないような集落においての農地の団地



的利用、歴史的経緯を持っている集落の農地の団地的利用をどんなふうに解決して

いくのかということをやはり考えて頂かないと対策にならないのではないのかと、

こんなふうに思っておりますので、申し上げます。 

 ４点目ですが、15 ページに認定農業者のこととも関連して書いてありまして、15

ページの右下のところに認定農業者への情報提供ということで、ここにわざわざ、

こういう形の対策をやらないと、実は一生懸命何年もやってきた認定農業者制度が

十分展開し切れてないというか、もう尐し効果を生み出していないのだという思い

があるのだろうと私も思いますが、とりわけ水田農業経営における認定農業者制度

というのは本当にうまく進むのかどうかという課題があると思います。 

 私自身は認定農業者を否定しているわけではなくて、そういう取り組みは大事だ

ということはよくわかっているのですが、しかし、この認定農業者だけが括弧つき

の「担い手」として考えて対応したりすると、そして、その括弧つき「担い手」に

品目横断の経営安定対策を講ずるということになりますと、この 15ページの右下

に書いてあるような対策が必要になる背景といいますか、地域、集落におきます、

何といいますか、差別感――差別感という言い方、あまり良くないのですけれども、

疎外感とか、それから混乱とかが生じかねない。地域一緒にものを仕上げていく、

地域協同の中で水の問題も環境保全の問題もやっていくということであって、全部

ひっくるめて、私は認定農業者も地域によって支えられているし、それから集落営

農もあって認定農業者もあるということで、ともに共存しているという、そうした

部分をやはり絵にしてもらいたいと思うところであります。ましてや、16ページに

ありますように、ここは間違いなく、四角で囲った部分の４つ目の○は、特区に参

入した株式会社も認定農業者にしますよと書いてあると思うのですね。現行でもそ

うできるのですかね。そして、認定農業者に認知された場合は融資もやりますし、

制度も対策も全部やりますよということを書いてあるわけで、本当にそうですかね。

東京に本店のあります大手の食品会社が特区で野菜をつくっていってますが、それ

を認定農業者といってしまうのですかね。子会社化していればいいのですかね。ど

うしたらそういうふうにおっしゃるのですかね。ここの部分なんかもやはりもっと

もっと慎重に詰めて考えてもらいたいと思います。 



 そして最後に、この部分は立花さんのご発言と関連するのですけれども、経団連

がＬＬＣにつきまして提言されてますので、私のところの法律の専門家にこの内容

について勉強してもらっておりますけれども、なかなか私自身は魅力的な仕組みと

思っております。ですから、株式会社には抵抗感ある。しかし、自分の持っている

農地について、集落営農や農業生産法人みたいに、自分が参画して、自分の持って

いる農地がどんなふうに活用されているのか、そしてその成果がどんな形で現れて

くるのかということを集落営農や農業生産法人の中ではちゃんとわかるわけです

ね。しかし、一旦認定農業者に貸して、認定農業者の場合でも的確に報告を頂ける

し地代も頂けるということなのだろうけれども、一方で、自分の農地がどこへ行く

のかな、どう利用されているのかなという心配もある。この私有財産制のもとで所

有と利用を分けてものを考えようといったときの対応の仕方として、これはひとつ

ぜひ大いに検討してもらっていい仕組みではないかと、こんなふうに思ってます。 

○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、それから永石委員の項番でご発言を頂いて、その段階で、

幾つかもう質問が既にたまっておりますので、事務局からお答え頂きまして、恐ら

くまだ関連の議論が続くかと思いますので、そういう形で進めさせて頂きたいと思

います。 

 それでは、村田委員。 

○村田専門委員  立花さんと山田さんの意見に関連して担い手の問題について

です。一番最初、農地、担い手政策の説明を受けたとき、何回か前の分科会だった

のですけれども、そのときは、山田さんのおっしゃるように、集落営農組織を対象

とすることがあまりはっきりしてなかったと思うのです。それで山田さん自身もご

心配の意見を言われたと思うのですが、今日のこの資料ですと、例えば 18ページ、

一番右側に、認定農業者のみならず、特定農業法人、それから集落営農組織、これ

もいわゆる担い手として位置づけているわけです。そういう意味では山田さんの意

見は反映されて、尐しはっきりしたかなと私は受けとめてます。 

 つまり、一人の経営体としてのプロ農家、それは認定農業者を中心として、当然



それが対象になるのは異論はないと思いますが、さらに集落営農体も、もちろん私

も対象にすべきだと思います。ただ集落営農も、一つの意思を決定できる法人とい

うのですか、法人化した形の集落営農体であれば、それをいわゆるプロ農家とみな

していいと思うのですよね。機械の共同利用だとか作業委託程度の集落営農ですと、

それは経営の意思決定というのはばらばらですから、集落営農っぽい形態をとって

いても、それはプロ農家とか担い手として認定するのは難しいと思うのです。けれ

ども、法人化した形の集落営農であれば、やはり日本の農業の特殊性として、そう

いう小さな農家が集まって集落として一つの意思決定で農業経営をやっているの

であれば、それは認めるべきだし、この資料もそのように書いてあるのではないか

と理解してます。そういう理解でいいのかどうかということをお聞きしたい。 

 同時に、山田さんと同じ意見なのですが、立花さんの問題提起されたＬＬＣとか

ＬＬＰというのは大変魅力的で、これも、立花さんのご説明どおり、一つの経営体

なのですね。構成員はいろいろ小さな人もたくさんいるわけだけれども、一つの意

思を決定する組織で農業経営をやるということなので、これは日本の集落営農にぴ

ったりいくのではないかという感じがいたします。 

○生源寺部会長   それでは、永石委員。 

○永石臨時委員  農地法云々ではなくて、１つは、私、構造政策の中で、水田を

中心とした流動化が今までやはり進んでないと。この前、農水省の資料では目標の

半分しかなってないという資料が出ておりましたので、そういう面で、今なぜ基本

的に流動化が起こらないのかと。この辺の検証といいますか、やはりやっていかな

ければならないのではないかと。 

 特に不在地主等も増えてますよということで、そういう情報もあったものですか

ら、ここに立花委員から出されている、今の農地法上では、農協以外の信託という

か、農地の信託とかいうのはできないわけで、逆に言うと、農地貸付信託制度みた

いのは何かできないのかと。これは農協でなくていいから、いわゆる所有権だけで

なくて、貸し借りまで含めた信託制度が、例えば合理化法人とか、うちで言えば農

業振興公社がやっているのですけれども、そういうところでできないかなというこ



とが１つあります。 

 その場合に、そういう信託ですから、貸し付けも含めてですけれども、当然、水

利費にしろ、例えば基盤整備の土地改良負担金にしろ、地代にしろ、そういうのを

一切合切含めた形でのそういうことの、そこに信託を集めて、例えば地域全体の中

で誰にこの農地を貸し借りするとか、そういうのをもう尐し幅広くできないかなと

いうことなのです。 

 というのは、この前、川村局長も言いましたように、今の権利流動化については、

農業委員会もやり、それからそのために農用地利用改善団体もつくり、改善支援セ

ンターもやり、普及もやりと、いろんなところでやれやれやれと出てきているのだ

けれども、これを一元化というのも考えているというお話もありましたので、そう

いうのでも、尐しこの辺を含めてできないかなと考えています。 

 そしてその場合に、特に今の農地合理化事業につきましても、さっきありました、

農地を農地として、あるいは経営をやっていけば、一括生前贈与ということもあり

ますけれども、特例措置もありますけれども、それも例えば法人のメンバーになる、

あるいは農地を貸したりすると、その特例措置が経営主でなくなるために、一発ぽ

ーんと打って、また全部今までの、延滞も含めて払わなければならないというルー

ルになっている。この辺も含めて、併せて改善していくことでないと、なかなか流

動化というのは進まないのではないかと思うので、この辺も含めてぜひ検討して頂

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。 

 それでは、この辺で事務局の方からお答えを頂きたい点があったかと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○山田経営局審議官  たくさんのご質問を頂きましたので、全部答えられるかど

うかあれですけれども、最初に立花委員のお話でございます。税制上の取り扱いが、

耕作放棄地になっているのに固定資産税等で引き続き優遇されているのは何かち

ょっとおかしいのではないかというお話がありましたけれども、そこは確かに一つ

の問題点だろうなと思っております。 



 例えば固定資産税なり、あるいは今お話しありました相続税納税猶予みたいな優

遇税制については、例えば相続税納税猶予なりの規定では、農業廃止をしたら打ち

切るよという規定はあるのですけれども、耕作放棄地状態になっているものについ

て農業廃止とみれるのか、あるいはそうではなくて、ただ休んでいるだけなのかと

いうことで、まさに今の規定では、農業をやめたということがはっきりわかれば適

用は受けられないのですけれども、耕作放棄地状態のところの取り扱いというのは

多分そのままになっているのではないかと思いますが、実態はちょっと私ども掌握

していないところでございます。 

 それからもう一つ、農地転用の話で、身内に甘いという、農業委員会が関与して

いるということでおっしゃっているのかなとも思うのですけれども、農地転用につ

いては、転用の基準が明確に定められているということと、それから実際の許認可

権限は現在では知事なり大臣がもっておりまして、農業委員会は意見具申をすると、

意見を付して出すということなので、事実上いろいろ影響は与えるかもしれません

けれども、権限者はそういうことになっているということなので、身内に甘いとい

うことはないのではないかと我々は考えているということです。 

 それからＬＬＣの話が幾つか出ておりますが、あと農地信託のお話もちょっと出

ておりましたけれども、立花さんのご提案のＬＬＣの話については、新しい法人の

形態としてどういうものが考えられるのかという意味では、非常に貴重な提案とい

うことでよく検討させて頂きたいと思っております。 

 なお、実際に農地制度の面でこの制度をどういうふうに中に入れていくかという

話をちょっとしたいと思うのですが、実際にどういうＬＬＣの仕組みが商法なり会

社法の中で規定されるかということと、我々の見直しがどうなるかということにも

よるわけですけれども、ちょっとご覧頂きたいのが、８ページに法人の場合の要件

が書いてございます。８ページの真ん中に「法人の場合」ということで、農業生産

法人の要件として法人形態要件というのが書いてございます。 

 ここで農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社、株式会社で、（株式譲渡

制限のあるもの）と書いてありますけれども、農地法で、この法人の形態を受ける

場合に、ここで受けるわけですけれども、この考え方としては、当然のことですが、



農地法上、法人の形を決めているわけではなくて、商法なり有限会社法なり農協法

で決めた法人の形を借用してきているということが１つ。それから２つ目は、やは

り営利を目的とした、営利活動を主としてやるということを前提としていると。農

業をやるわけです。そういう意味で公益法人なんかが入っていないということ。そ

れから３つ目の要件として、株式譲渡制限が、今の現行の仕組みですと、構成員の

ところを非常に絞っていると。農業関係者が中心となる組織だということなので、

構成員についての変更がチェックできるかどうかと。 立花さんの資料では、「構

成員全員の同意が必要」と書いてあります。そういう意味では、こういう形で制度

化されれば該当し得るようなものではないかとは思っております。 

 いずれにしても、この制度が具体的に法制化され、どういう形で法制化されるか、

一方、こちらの方の制度の見直しはどう進むかということを考えながら検討してい

きたいと思います。大変貴重なご提案なので、十分検討していきたいと考えており

ます。 

 それから信託のお話がございました。ここの立花さんの資料でも書いてあるので

すけれども、今、農協が信託を受けるという場合、ちょっとお話がありましたけれ

ども、農地保有合理化法人、県の公社も農地信託という仕組みは一応ありまして、

できることになっております。ところが、農協の信託にしても、農地保有合理化法

人が行う信託にしても、実績ないことはないのですが、非常に低調で、農地保有合

理化法人については平成９年までありましたけれども、その後ありませんし、農協

の方は、最近でも行われておりますが、十数農協が年間 300ヘクタール位を信託で

受けているということなので、信託をもう尐し活用できないのかと。今も制度があ

りますので、活用できないのかということをまず考える必要があるのではないか。 

 なぜこの信託が進まないかというのをいろいろ聞いてみますと、やはり信託とい

う制度がなかなか日本の一般の社会でまだ十分根づいていないというのでしょう

か、よく理解されていないということと、信託をするために、先ほど貸付信託の話

もありましたけれども、一回とにかく所有権を移さないといけないということがあ

って、抵抗感なり、非常に面倒くさいというようなことがあるのではないかと思う

のですが、まず１つは、現在の信託制度、もう尐し活用できないのかということ。



それからさらに、どこまで広げていけるのかという問題を併せて検討する必要があ

ると思いますけれども、ただ、今の農地制度の中では、農協とか農地保有合理化法

人が例外的に信託を認められていると。 

 今の考え方では、自分が耕作するというときの農地取得は認めるけれども、自分

が耕作しないものについてはある程度一定の公的な組織しか認めないという制度

になっておりますので、そういったところもどうやって見直していくかというのは

一つの課題かと思います。いずれにしても、信託の問題についてももう尐し検討し

てみたいと思っております。 

 それから山田さんからいろいろご意見がございまして、具体策に欠けるというの

は、これからもう尐し一生懸命分析をして、できれば資料なり案もご提示できるよ

うに努力していきたいと思いますけれども、特に先ほど、入口規制、出口規制で株

式会社のことを想定しているのかとおっしゃいましたけれども、そういうことでは

ありませんで、具体的にどういうものが参入するのが適当かと。耕作放棄地を防ぐ

とか、そういう観点からもどういうものがいいのかというのを議論する必要がある

ということで、特定のものについて想定をして書いているわけではないということ

を一言申し上げておきたいのと、それから集落営農、例外的だとちょっとおっしゃ

ったのですけれども、先ほどの資料でも書いてございますように、山田さんおっし

ゃったとおり、半分ではいないということなので、あそこの資料の本文のところに

も書いてありますけれども、やはりいないところではまず担い手をつくっていくと

いうのでしょうかね、形成していくということが大事なので、集落営農もそのとき

の非常に重要な一つの方式と考えておりますので、別に農林省として集落営農を目

の敵にして、何か個別の担い手を重視しているということは全くありませんで、地

域の状況に応じてふさわしい政策を考えていかなくてはいけないということでご

ざいますので。 

 それからもう一つ、特区で入ってきたものが認定農業者になれるのだろうかとい

うお話がありました。特区の制度自体、市町村と協定を結ぶということになってい

ますが、認定農業者になるためには、市町村で基本構想というのをつくっておりま

して、農業の規模がどの位かとか、あるいはどういう経営であるかとか、地域の中



でこういう経営がモデルとなるということを決めておりますので、そこに合致して

いるかどうかということを見て頂くということでございます。そういう意味では、

市町村の基本的な振興方向に合致しているものとして認定農業者として認められ

るということであれば、いろんな施策の対象にしてもいいのではないか。そこで一

つのスクリーンがかかっていると私どもは考えております。 

 それから、今の話とちょっと関連しますが、村田委員の、法人化したものがプロ

農家ではないかとか、あるいは集落営農と法人化の関係でございますが、担い手に

ついて、前の資料でもご説明しておりますけれども、効率的、安定的な農業経営に

もう既になっている人、それからこうした経営を目指している認定農業者、先ほど

言いました経営改善計画を出してやっていこうという方、それから特定農業法人で

すとか特定農業団体とか、集落ぐるみで活動していくけれども、村田さんがおっし

ゃったように、将来は法人化していって、経営として成り立つような取り組みをし

ているということがやはり一つの担い手としての考え方ではないかと私ども思っ

ております。 

 もちろん、集落営農にはいろんな形があって、地域を維持するという活動もあり

ますでしょうし、それからまた経営体として発展していくという活動もあるでしょ

うけれども、私どもが農業経営の担い手として考えるのはやはり、法人化して、そ

の中で主たる従事者なりが他産業並みの所得も得られるような形で経営として成

り立っていくようなプロセスにあるものということで理解をしておりますので、そ

ういう意味で、村田さんがおっしゃったような理解でいいのではないかと思ってお

ります。 

 それからもう一つ、相続税納税猶予について、法人に貸した場合に納税猶予が打

ち切りになるというお話があります。これはかねてよりの課題でございますけれど

も、相続税、贈与税、両方、基本的には相続税納税猶予でそれが打ち切りになると

いうのが非常に大きな問題だと思いますが、これについては、これまでも税制改正

などで何回となく農林省としても要望してきたところですけれども、もともと農地

を相続した場合に納税猶予になるというのは、他の、例えば商店の方などにはそう

いう制度がないにもかかわらず、農業についてそういう制度があるというのは、や



はりその人が自分で耕す、耕作するという点に着目して制度が認められております

ので、これを誰かに貸した場合にはやはりその前提が崩れていくということもあり

まして、なかなかこれまで認められていない状況にございます。 

 そういう意味で、税制上の取り扱いの問題と実際の地域での動きというのはやや

齟齬があるのですけれども、課題として認識はしておりますけれども、これまでの

経緯からするとなかなか難しい問題と思っております。 

○生源寺部会長  あと、括弧のついた「担い手」と括弧のついていない担い手の

問題についてご質問があったかと思いますけれども。 

○山田経営局審議官  担い手というのはいろんな意味で使われているものです。

ここでもご議論がありましたように、地域の担い手もいるし、担い手といってもい

ろいろあるということで、山田委員がおっしゃったように、全部がそういうふうに

きれいに整理されているかどうかはありますけれども、括弧つきの「担い手」とい

うのはまさに経営として担っていくような方々を想定した、まさに施策を集中すべ

き担い手を想定して記載しているつもりです。文章が必ずしも全部そういうふうに

整理されているかはちょっと自信がないところですけれども、そういう考え方でご

ざいます。 

○生源寺部会長  こういう非常に重要なことはご説明の際に話して頂いた方が

いいかと思います。 

 中村委員から挙手がございます。それから、早めに退席される方もおられますの

で、その点を考慮しながらご指名申し上げたいと思います。それでは、中村委員。 

○中村委員  時間がございませんので、農地についてはかなり意見を持ってます

が、それぞれ２～３点ずつだけ意見を述べさせて頂きます。 

 農地全体の確保の問題では、今 470 万ヘクタールと理解しておりますけれども、

これに関しましては、10ページの権利移動の問題と、それから 11 ページに一般の

株式会社の農地取得に対する懸念の問題、これは関連する問題でありますが、私は、



事前規制、事後規制は堅持して頂きたいということをまず申し上げたいと。 

 お手元に資料を差し上げてございますが、これは千葉県が 14年度、15年度に相

談を受けた農地の取得に関する相談でございます。それを全部掲げてございますけ

れども、そこにありますように、農業生産法人の設立ということで相談にみえるわ

けでありますが、ずうっと相談をしていくと、農業生産法人を隠れみのにした産廃

処理ということが明らかになってきているということでございまして、14年度には

93件中大体 34件がそれに該当すると、15年度は 113件中で 24件がそういうケー

スであるという実態がございます。特に 15 年度は、今度は会社ではなくて、ＮＰ

Ｏだとか、あるいは司法書士が代わって相談に来るというような状況に変わってき

ているという実態もございますし、ほかの県でもそういう実態が見られます。 

 従いまして、私は、この農業生産法人の株式会社は制度としてできたわけであり

ますし、懸念も払拭しているのですから、むしろ農業経営に担い手として参加して

頂きたいと、積極的に参加した方がいいのではないかと思っておりますが、農地制

度上からみると、こういう問題は事後規制だけではやはり払拭できないので、この

辺は十分に検討をお願いしたいということであります。 

 それから流動化について、先ほども流動化が進んでないという意見もございます

が、目標からいけば、かなりのパーセントは進んでいるのではないかと理解してお

ります。ただ、確かに利用しにくい農地もございますので、農業生産的な利用につ

いては、今、穀物市場、非常に世界的に逼迫しておりますから、一つ目は、やはり

自給飼料基盤、これは基盤整備等も必要だと思いますけれども、それへの活用の一

層の推進が必要ではないかということと、二点目は、利用しにくい山地周辺の農地、

これは、里山への転換、あるいは山地畜産の畜産経営の推進を図っていくべきでは

なかろうかと思いますし、三点目は、７ページの、利用区分の提起がされておりま

して、農用地区域だけの中で考えるのかどうか、そこはよくわかりませんが、良質

な食料生産ということから考えますと、地力回復を必要とする農地がかなりあると

言われておりますので、西欧の三圃式ではありませんが、地力回復を要する農地と

して農地の有効利用という観点から政策の対象に位置づけができないかというこ

とを検討してもらいたいと思っております。 



 それから多面的な利用についてはいろんな要求があるわけですから、希望に沿う

ような制度に運用の改善を図ってもいいのではないかと思っております。 

 それから担い手につきましては、これは先ほどありましたように、一般の株式会

社につきましては懸念がやはり払拭されないという点もございますので、やはり基

本法に明記されております地域に根差した家族経営と、それから株式会社、あるい

は集落営農を含む農業生産法人がやはり基本であろうと思っております。 

 それから構造改革特区のリース方式の参入であります。これも新聞等で見ている

限り、いろんな地域としての評価もありますし、これから注視するべき方式である

と思いますけれども、ただ、まだまだ継続性の問題ではいろいろな問題があろうと

思いますので、そういう継続性等の観点から、やはり検証期間を十分とって、拡大

については慎重に検討してもらうべきだと思います。 

 それから認定農業者制度につきましての改革の話がございます。方向性だろうと

思いますけれども、経営の自主性と経営責任が発揮できること。また、地域がこの

認定を受けた人達、経営体を一緒になって明確にして支援できるという仕組みを考

える必要があるのではなかろうかと思っております。 

 それから先ほど立花さんから出ましたＬＬＣの問題、これは我々も非常に興味が

ある問題でありまして、フランスも組合契約方式の、ちょっと単位は違うかと思い

ますが、ガエック（ＧＡＥＣ）やＬＬＣに近いＥＡＲＬ（有限責任農業経営）があ

りますし、これは検討するべき形態ではなかろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、増田委員、その次、坂本委員でお願いいたします。 

○増田委員  私も、認定農業者について尐し伺いたい。これだけこの場で認定農

業者が俎上してまいりますと、一体どれ位の経営体数なのか、今頂いた白書を早速

見ました。17 万 2,000経営体とあります。 300万農家の中でこの数というのはい

かにも尐なくて、担い手として認定農業者という制度が本当に実効力あるためには、

今のままではとてもおぼつかないのではないかという気がしております。 



 認定農業者は「1.市町村基本構想に照らして適切であり、2.その計画の達成され

る見込みが確実で、3.農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である」

とありますが、一般の農業者はこれを見て、自分が認定農業者になれると思えるの

でしょうか。 

 それから 15ページの、「夫婦等による認定農業者の認定の共同申請を容認」と

いう頄目がありますが、これはちょっと言葉尻を捉えるようで恐縮ですが、「共同

申請を認める」と書いてありますが、上の方の認定の促進のところでは「周知」と

か「推進」とか書いてあるのですが、ここへ来ると「認める」という言葉になって

いる。これはもういかにも上位下達といいますか。女性の農業者というのが半分以

上を占めている時代に、家族経営協定の締結の推進が重要な頄目であると前回のご

説明でも理解しております。認定農業者としての家族の位置づけを併せて、言葉だ

けで認定農業者が歩いていくようで心配です。 

 以上です。 

○生源寺部会長  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  担い手の問題ですが、まず 19ページ、担い手への支援体制と

いうことで、15ページの認定農業者制度の問題にも絡むのですが、支援体制をこれ

からどうしていくのかという課題で、私の現場での経営者としての体験なのですが、

この 15ページにもございますように、関係機関が計画作成のアドバイスするし、

フォローアップもしますよと、こうあるのですが、技術的な面は相当効果が出てい

ると思うのですが、経営をこれから改善して農業経営として自立していきたい、市

場原理、市場のニーズに対応できる農業経営を進めるとするならば、どうしても経

営確立という視点で指導できるスタッフが、指導体制の中に入らないと、今の現状

では、地域合意という視点がどうしても優先されてしまうということになりがちで、

なかなか経営確立という責任ある指導になりにくいのです。 

 それから、もう一つには地域をこれからどう維持していくかというような政策も

当然あるわけですが、経営として自立して、これからの国際社会についていこうと



いうことしか農業経営は生き残れないのですから、方向としてはグローバル化して

いくわけですからね。国の税金使うのだから地域合意は仕方がないよという意見も

あるでしょうけれども、農業を自立した経営として確立していかないとどうにもな

らないわけですから、ぜひ、税理士等の、しっかり経営という視点で発言できる指

導スタッフをその構成に入れて頂いた指導体制に持っていって頂きたいというの

が１点です。 

 それからもう一点は、14ページで、先ほど山田委員からもご指摘ありましたよう

に、私も現場にいて、全国８万集落のうち担い手がいるのが３万 9,744 ということ

で、それが半分ですよということですが、この担い手の年齢がどの程度なのかとい

うこと自体も気になるわけです。これを何とかしなければいけないというのが農業

の大課題であると私も思います。 

 ただし、集落営農の議論が、さっき担い手問題でも出ているのですが、私は、当

然、集落営農経営体というのはこれからきちんと位置づけていかなければいけない

と思うのですが、この 14ページの 1.に書いてありますように、「市町村・ＪＡ出

資の農業生産法人の設立等による『担い手』の確保」という言葉、これはよくわか

るのですが、あまりこれにこだわりすぎて、集落営農を、何としてでも経営体にし

なければ、組織化しなければいけない、ＪＡさんは民間ですから、十分、出資・関

与して頂いていいと思うのです。市町村の指導・出資が集落営農に入っていくと、

簡単に言えば人民公社やコルホーズというような過去の歴史を他国ではみている

わけですし、また、第三セクターという課題も抱えているわけですから、これは慎

重に、冷静に、市町村出資というのは指導者も含めて考えて頂きたいと思います。

やはりこれからは自己責任における、民間で農業をやろうという人が政策を堂々と

活かし、国際競争の中についていく努力というのが、これからの最も重要な課題だ

ろうと思っておりますので、その辺をお願いしておきたいと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、横川委員、早めにご退席ということでございますので、お願いいたし

ます。 



○横川専門委員  先ほど立花委員がおっしゃったＬＬＣの問題は、僕は大いに賛

成です。そのほかに二つあります。まず、今、新規参入と、担い手とおっしゃるの

ですけれども、全面的な新規参入者が農業を始めるときにすごい壁があります。今

まで農業をしている人達の担い手問題ばかりが議論されていますが、新規就労の人

達の問題を解決しないと、例えばサラリーマンから農業者になって、きちんとやっ

ていきたい人達は、道はありますけれども、条件としては非常に難しい、そしてや

ってもなかなか軌道に乗らないので途中で投げ出してしまうということになって

しまうのです。特に規模の問題で、なかなか広げていけない。従って、農地のリー

ス方式をもっと緩めて、もっと誰もがリースで農業ができるような仕組みにしない

と、特定の人達だけがリースを受けていて、他は自由にリースを受けられないよう

なところがあるのではないかと思うのです。リースとしては、一般の人達を含めて

もっと自由に土地が使われるということが不可欠です。 

 この前も申し上げましたように、農家を守るのか農業を守るのかというところで、

どうもまだまだ農家を守るというやり方が脱皮し切れていないことに対して、早く

脱皮して頂きたい。従って、案をつくって頂いていて非常にいい道にいっているわ

けですから、やはりスピードアップしていくことも大事ではないかと思います。 

 それからもう一つは、株式会社（法人）のリースが特定地域で行われていますが、

この方式が良いのなら早急に拡大していくということも、日本の農業を支えるやり

方のひとつとして、とても大事だと思います。そうすると、自給率のカロリー40％

ということを本当に問題にして議論しているのかという点にも、最後は戻っていく

わけです。自給率を本当に上げていくのなら、もっと農業に興味を持った人が農業

をできるような仕組み、あるいはいい仕組みはどんどん拡大していくということを

前提にテストをしないと、うるさいから認可をする、終わったらそれでしばらく放

っておけば良いという事なかれ主義では変化できません。 

 本当に日本の農業をどうするのかという議論の中で仕組みを考えて良かったら

どんどん導入するような積極策がないと、いつも議論ばかりやっているのに中身は

変わらない、ということにならないようにして頂きたいです。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、森本委員。 

○森本専門委員  意見を言う前に、ちょっと１つお断りしたいのですが、私が今

からしゃべることは、農業者としては捉えて頂きたくないということだけちょっと

最初にお断りしたいと思います。 

 今、坂本委員なりからいろんな話が出ていたのですけれども、私もずうっとこの

審議会に出て今思っているのが、土地利用型農業で言えば、今、食管法という社会

主義の中の米づくりから、食糧法になって資本主義に移行しているような時期だと

思うのですね。その中で、私、いろいろな中で話を聞いていて、今「なぜ」という

言葉をすごく考えているのです。なぜ担い手を確保しなければならないのか、なぜ

農地を確保しなければならないのか、なぜ耕作放棄地を解消しなければならないの

か、なぜなのかと。その「なぜ」の部分がわからないまま進んでいくということは、

すごく私の中では不思議なのです。 

 私は自分の中ではその「なぜ」の答は持っているのです。しかし、本当に普通の

人達、国民の人達もそうだけれども、なぜそういうふうにしなければならないのか

ということに答を本当に持っているだろうか。その基本理念というのですか、基本

計画の前の基本理念、その部分がしっかりしたものがないと、結局今話しているこ

とはその手法であるのですけれども、その「なぜ」の部分が明確になってないと私

はいけないのではないかなと、自分なりに農地の担い手施策なんかを見ながら思っ

ているのです。 

 担い手が育たないというのは、簡単に言えば担い手がその職業に魅力を感じてな

い。それで飯が食えないから担い手が育たない。結局、簡単に言えばそういうこと。

だからこそ耕作放棄地も増えるし、というふうに資本主義的に言えば答は簡単なの

ですよね。でも、なぜそれではだめなのかということに立ち戻る必要がやはり私は

あるのではないかと。近頃、農業者としてではなく、一個人として若干そういうこ

とを、今、なぜなぜ病にかかっているところでございます。 

 それと質問としては、ちょっと勉強不足なので審議官にお伺いしたいのは、耕作



放棄地の中で土地改良事業が行われてますよね。その土地改良事業の占める割合で

すね。だから、簡単に言えば 474 万ヘクタールのうちのどれだけが土地改良事業が

行われていて、その中で土地改良事業が行われている水田の中でどの位の耕作放棄

地が発生しているのか、それと、やられてないところの耕作放棄地はどの位なのか

という数字がわかるのであれば、その数字を出して頂きたいと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、山田委員。 

○山田臨時委員  委員の自由なやりとりもぜひやってくださいという座長のお

話があったと思いますので、若干申し上げさせて頂きます。 

 坂本さんから、市町村なりＪＡ出資の農業法人や、場合によったら集落営農のこ

ともですかね、人民公社やコルホーズのような形でという言葉遣いがありまして、

これは前にも、我が方が、米政策改革の中で生産調整実施者集団というふうに言い

ましたら、これもどこかの幹部に、それは社会主義であり、人民公社、コルホーズ

だという言葉が使われましたが、まさにこれはうまく批判するのに最も適切な言葉

なのです。 

 私は、農地をどう守ってどう活用するかというのは今ものすごい境目に来ている

と思っております。もちろん、民間活力を活用してやっていくというのは、大前提

の大前提でありますが、しかし、農地はもう尐し社会的、かつ公的な視点がないと、

これは本当に守り活用していくわけにまいらないのではないかと思っているもの

ですから、そういう色彩がどうしても強くなっているのです。 

 だから、そういう面で、先ほど言いました括弧つきの「担い手」の扱いの問題と、

それと集落営農の扱いに差別があるのではないのかと、私、発言していますが、か

なり意識的に、ちょっと嫌味ったらしく申し上げているかもしれませんが、わかっ

て言っているつもりであります。 

 要は、農地を本当にどんなふうにするかというときに、農村に住んでいて、その

農地は私有財産で、資産で、もうどうしても手放したくないと言っている、その人

からどんなふうに利用を集めるのかということを徹底して考えた対策が必要です。



だって、私なんかもそうですが、都市へ出ていても、親父から相続した田んぼある

わけですが、もう絶対放しませんよ、それは。だから、これをどんなふうにちゃん

と管理してもらうかという仕組みが必要なんです。 

 だから私は、立花さんがおっしゃるＬＬＣなんていうのはやはりあると思うので

す。どんなふうに管理してもらっているのか、どんなふうに総会に参加できるのか、

そして、何か地代部分があるなら、地代部分はこういう理由でありましたとか、な

かったですとかいう情報が入るという形の仕組みというのも多分あると思うので

すよ。だから、農地を本当に活用するための、守るための多面的な議論というのを

ぜひぜひやって頂きたいという思いですので、もう一回言わせて頂きました。 

○生源寺部会長  坂本委員のご発言、今コメントございましたけれども、市町村

に限定して先ほどお話しされたように思いますが。 

○坂本専門委員  私とすれば、ＪＡさんは大いに出資して頂いて、集落営農を確

立して頂きたいし、それが大事だと思います。市町村が集落営農の、多面的機能で

あるとか地域農業、地域社会の維持というような大きな観点での取り組みは大いに

市町村がやるべきですが、集落営農をプロ農業者という、認定農業者とか農業の担

い手とか経営体という視点で見る場合は、市町村は参加すべきではないし、参加す

るとしても、時限を切って、３年したら全ての市町村の持ち分は法人に買ってもら

いますよとかいうような方法でないと、過去にも第三セクターという大きな反省は

あるのではないでしょうかということを申し上げたかった、こういうことであって、

誤解がないようにお願いしたいと思います。 

○生源寺部会長  それでは村田委員、その後、安高委員ということでよろしくお

願いいたします。 

○村田専門委員  農地制度についてちょっと言わせて頂きたい。関連なのですが。

５ページですね。ここに整理されていて、農地法制定の昭和 27年から現在という

ことで、背景というか情勢がかなり変わってきてますよと。従って、担い手確保と



いう面でも改正しなければならないという問題意識だと思うのです。私もそれはそ

のとおりだなあと思うのですけれども、それだけでいいのかなという感じもするわ

けですね。 

 その１枚前の４ページを見て頂くと、「現行制度」というのがあります。そもそ

も昭和 27年に制定した農地法というのがあって、これは立派な法律だと思うので

す。耕作者の農地取得を促進するという自作農主義、歴史的に非常に意義のある法

律だと思うのですけれども、その左右にいろいろ書いてあって、農地法というのは

改正に改正を重ねて、それで、要するに適用除外と書いてありますが、適用除外ば

かり出てしまったのですね。まさに満身創痍でつぎはぎだらけというのが今の農地

法だと思うのです。理念は辛うじて残っているのですけれども、表面は膏薬ばかり

目立っていて地肌が見えない状況になっているのではないか。それが今の農地法だ

と思います。 

 それで、この４ページにもありますけれども、都市と農村の交流を深めるとか、

あるいは市民農園だとか、それから先ほど山田さんがいろいろ強調されていたけれ

ども、農地の賃貸借推進だとか、農地流動化だとか、現在の農政が主要課題として

取り組んでいるものは全部この農地法の適用除外部分なのですね。いわば本則では

ないのです。今、地域づくりだとか、食と農をもっと関連づけようとかいう運動が

あるのですけれども、みんな膏薬で張っている部分なのです。 

 こういう今の時代では、いわゆる農地法の改正という段階の話ではなくて、新し

い農地法を制定するぐらいの気概というのですか、白地に新しい法律を書く時代に

来ているのではないかなと思うのです。その位の覚悟で取り組まないといけない。

改正とかでとどまる時代ではないのではないかと思うのです。 

 ただ、反発が出ると思うのでつけ加えたいのですけれども、その白地に新しい法

律を書く基本的考え方は何かと言えば、それは新たな耕作者主義というのですか、

あくまでも農地を守り活用するという観点で書くのがもちろんだと思います。今回

の基本政策の見直しのスケジュールの中で間に合うのか間に合わないのか、ないし

はその次の課題なのかもしれませんけれど。農地法改正ではなくて、新たにつくり



直すぐらいの気概があるのかないのか、ちょっとした力仕事になると思いますが、

お聞きしたいと思います。 

○生源寺部会長  それでは、安高委員。安高委員のご発言を頂いた後に、いろい

ろ質問があったかと思いますので、よろしくお願いします。 

○安高委員  先ほど坂本委員と山田委員のところで、市町村・ＪＡ出資の農業生

産法人の設立というのがありました。確かに坂本委員がおっしゃるように、まだＪ

Ａ出資の方がましなのかなという気はするのですが、私は一応ＪＡに在籍する人間

ですが、ＪＡ出資の農業生産法人、これもだめだと思っております。ＪＡ出資では

なく、ＪＡが責任をもって経営するという形にならなければ。出資のリスクではな

く、経営のリスクを負わせるということが重要だと思います。 

 というふうに考えましたときに、ＪＡという形がする、あるいは地域がするとし

ても、集落に担い手のいないところでそれができるかなと。やはりこれでも担い手

が要るのではないのか。経営というものはリスクを負う者が判断しなければならな

い。その集落の中で農業に携わって、自らリスクを負う者が一人でもおれば、その

人の判断を一つの物差しとしてみんなついていけるのですけれども、そこら辺が、

これまでの日本の農業政策を見てきて、農家にリスクを負わせてきたかなと。今ま

での政策もそうですが、これからの政策もみんな一緒のリスクを負わせているので

すよね。みんなで渡ればというリスクなのですよね。個別にリスクが発生して、個

別に工夫が生まれ、そこから経営が生まれていく。今の発想では、経営はいつまで

たっても生まれないのではないだろうか。 

 そういう見方からして、担い手の中で法人と様々な最先端は、これは非常に伸ば

すべきだと思います。個々に対する政策は私は誘導する必要ないと思うのです。自

ら工夫して進んでいけますから。大事なことは、こういうところに対しては政治は

邪魔しないことだと思うのです。 

 ところが、大多数の農家をどうするかというのは政策の問題だと思います。そう

いう中で、例えば認定農業者制度、経営改善計画、これの審査が上がったときに、

果たして審査できる人が審査しているのかなと。市町村、私の知る限り、審査でき



る人が携わっている例は 100 に１つあるかなという位です。改善計画、特に最近ズ

タズタなのが稲作をもとにする改善計画です。改善計画、５年計画ですよね。５年

先ですよね。審査する側が稲作の前提となるものの５年後の見通しが立っているの

かなと。改善計画、書く側ではないですよ。審査する側がですよ。特に稲作に関し

ては見えてますか、という部分があろうと思います。そういうところにお気づきだ

ろうと思うのですよ、農林水産省は。しかしながら、お気づきだろうとは思うので

すが、目をつぶってこういう計画を立てていらっしゃるのかなと。我々も、申し訳

ないけれども、目をつぶって改善計画に取り組んでいるきらいがあると思っており

ます。 

 こういう問題あるのですが、私、大きく見ますと、先ほど森本委員が基本理念と

いうことをおっしゃいましたけれども、基本理念にやはり立ち返って何するのかな

と。私は、今の時点で、やはり日本農業を見つめたときに、日本の稲作をどうする

のか、水田の３割、４割をどうするのか、この議論なくしては前に進めないような

気がします。そのビジョンなり先行きが見定まらない状態で、このように農地、担

い手の議論をしているということが、私は、無意味ならまだいいのですが、その前

提なしにできるというこの農政の体質が逆に怖いように思っております。目標、目

的、理念を横に置いたまま、手段、政策の議論ができるというのが危ういと思って

おります。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、幾つか質問があったかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○宮本農村振興局計画部長  農地の整備率でございますけれども、水田について

は、いわゆる区画整理済みと言われるものが６割という状態になっております。畑

については、捉え方がいろいろございますけれども、農道がそこまでついていると

いうものが全国平均で 74％という状態でございます。 

○森本専門委員  面積で。パーセントではなくて。 



○宮本農村振興局計画部長  具体の面積ですか。水田で 156万 7,000ヘクター

ル、畑で 160 万ヘクタール。畑の場合いろんな捉え方がございますけれども、農道

で捉えればそういう形でございます。それで、これに対して、このうちどれだけ耕

作放棄になっているかということですが、統計データとしてございません。一般に、

例えばアンケート調査云々で、耕作放棄の発生要因としてはいわゆる基盤整備がさ

れていないということが、担い手がいないと併せて結構大きなウェイトを占めてお

り、現実にも基盤整備されているところでは尐ないと一般的には言いますけれども、

それが具体にどれだけの面積か、基盤整備したところで耕作放棄がどれだけ発生し

ているかはちょっとデータとしてはございません。 

○森本専門委員  そのデータがなくてよく言えますよね。耕作放棄地の解消なん

ていうことを。 

○宮本農村振興局計画部長  大変申し訳ございませんけれども、事例的なものな

らあると思いますけれども……。 

○森本専門委員  市町村にたしか数値を、この前アンケートを出していたでしょ

う。うちの町村から見せてもらったのですけれども。 

○宮本農村振興局計画部長  耕作放棄のアンケート、調査を、何年前かな、やっ

てます。 

○森本専門委員  何週間か前に来てます。農村振興局から来てましたよ。おれの

方が詳しいのかな（笑声）。困ったな。 

○生源寺部会長  もし今の段階で確認できないということであれば、これは後日

で結構でございます。 

○宮本農村振興局計画部長  可能な限り資料を整備したいと思います。よろしく

お願いします。 



○生源寺部会長  森本委員、この点ご了承頂きたいと思います。 

○皆川企画評価課長  森本委員と安高委員から、特に具体論と、それから理念と

いいますか、森本委員は、なぜだということが非常に疑問になっているというお話

があったのですが、今回の検討自体は、食料・農業・農村基本法という、初回のと

きにお配りした、この中に入っている黄色の冊子がありますが、この基本法に基づ

いて、その中での具体施策をどうするかという議論になっているということで、理

念的なものに関して議論してはいけないなんていうことを申し上げるつもりはな

いのですけれども、その中で明らかにされている理念というのは、国民にとってや

はり農業・農村というのは非常に価値があるもので、これをいかに今の課題を解決

して、そういった国民の期待に応えていくかと。その理念というのは食料の安定供

給だとか、多面的機能だとか、農村の振興だとかいう４つの理念として基本法の中

に書かれているということなわけです。 

 その基本法、11年にできて、12年の 3月に基本計画ができたわけですが、その

後において、その基本法、それから基本計画に基づいてやってきたことによって、

十分にその方向性に向けた具体施策の展開が図られてきたかということについて

は、なかなかそうではない面が多いでしょうと。１つが例えば担い手の問題という

ことで、先ほどあった 40万経営体というものを目指しながら、それに、土地でい

うと主体を集めていくといったようなことをやってきましょうということを言い

ましたけれども、なかなかそうなってない面もありますねと。そのことを解きほぐ

していくと何が問題かと。例えばそれは担い手に関する施策の支援の仕方でしょう。

農地制度の問題でしょう。また担い手への支援の仕方として、価格制度自体が、国

際的な潮流の中でも大きな変化に至っていて、今後安定的な施策としては講じ得な

いかもしれないと。 

 そういう中で、今までの価格を介在したやり方から、経営を直視したような支援

の仕方にしましょうかといったような形で議論を進めてきているということであ

りまして、当然に、なぜこれなのかということについて、全体と部分ということに

関して、また一から解きほぐしながら説明しますと非常に短くなってしまうので、



毎回みてますと、部分ごとに見るとなかなかご理解頂けないという面がどうしても

出てくると思いますが、我々は、出発点というのはやはりこの食料・農業・農村基

本法というものにあるということで、そこの部分の足らざる部分だとか、あと多面

的機能で言えば多面的機能の発揮ということで、農業生産に介在して出てくると言

いながらも、多面的機能の発揮自体が耕作放棄地の存在だとか、農業の面での全体

の水準が低迷してしまうという中では十分に発揮ができないかもしれないと。 

 それに関して、施策面で多面的機能ということにももう尐し重点を置いた施策展

開がないだろうかということで、今まで理念で掲げていた部分、それから目標とし

て掲げていた部分に関しての足らざる部分、不十分な部分、それから今までうまく

いってこない部分というものをどう新しい展開を図るかということを今回の柱に

しているということでございますので、多分、森本委員も、全体と部分ということ

に関して非常に位置づけが、毎回、区別した部門ごとの議論になってしまうので、

わかりにくいではないかということから発したご疑問ではないかと思いますが、ち

ょっとそういった前提に立って我々議論させて頂いているということについて、ご

理解頂ければと思います。 

○生源寺部会長  それでは、安高委員、その次に杉本委員でお願いいたします。 

○安高委員  先ほど、私、理念を申し上げましたけれども、私も毎回ここに理念、

開いております。食料の安定供給、多面的機能、農業の持続的発展、農村の振興。

私、初回のたしか全体会議でもこれは申し上げたと思うのですけれども、４つの理

念はありますけれども、現状を見つめて今我々がなすべきことは、４つのうちから

私は２つを選択し、食料の安定供給の確保ができるための農業の持続的発展、この

２つに絞っていきたいと思っているのです。 

 ここだけでは言葉面で議論にならないので、今の大きな問題は先ほど申し上げた

日本の稲作をどうするか。これは食料の安定供給にとって非常に大きな問題。そし

て、日本の水田の３割、４割が遊んでいる。ここをどういうふうにしていくか。こ

れは農業の持続的発展にも絡んでくるし、多面的機能にも絡んでくる。ここが非常

に重要であろうと思っておるのです。この理念、文字で書かれた理念の次に取り組



んでいくそこら辺を共通認識として入っていかなければ、議論が本当に前に転がっ

ていかないのではなかろうかと。そういう意味で、お題目としての理念ではなく、

現状を見た上で、どの理念を優先し、どういう課題に取り組んでいくのか、ここを

きちっと踏まえてないと、具体的に実行できる計画につながっていかないのではな

いかと、そういう意味で申し上げております。 

○生源寺部会長  それでは、今の点については特にお答え頂くということではな

いかと思いますので。 

 杉本委員。 

○杉本臨時委員  農地制度のことについてなのですけれども、私の意見の結論か

ら言いますと、入口規制、出口規制の緩和というのは尐し待って頂きたいと思いま

す。反対というか、もう尐し待ってほしいというニュアンスかもしれません。今の

遊休農地の問題だとか、担い手育成の課題、それに併せて、経済界の方々が言う、

農村には力がないから、外部の者が参入してやってもいいのではないかという議論

が出ているようですけれども、そういう意見もわからないではありません。また、

農業側、農村側はこれらの意見に対抗できるような取り組みや意見というものを述

べなければならないことも事実でしょう。けれども、今ここでも議論されておりま

すように、いろいろ今制度改正の中で農業・農村をどうしていこうかという取り組

みもしておる最中なので、それに併せて、今のような農地制度も一挙に変わってく

るのだというようになりますと、我々自治体も太刀打ちというか、対応し切れない

ところもありますので、一挙に規制を緩和されるということについては、私として

は今反対でありますので、もう尐し時間をかけ、議論が熟する取り組みを継続的に

していって頂いた方がいいのではないかと思っております。 

 それから先ほどの中村委員の提出した資料の産廃の話。こういったことは、千葉

県の例が挙がっておりますけれども、千葉県だけではございませんで、全国的にこ

ういう事例があります。11ページで議論を対比されておりますけれども、善良な方

が善良的にものを進めていこうという取り組みをされる場合、今の特区の状況なん

かはより良く動いているのかもしれませんけれども、かなり悪質なものが大変横行



しているということをぜひ理解して頂きたいと思います。今農地や山間の農地を求

めていろいろ投機的なものにしていこうという動きがかなり悪質に出ております。

また、ここで廃掃法などの法律で対処できるとおっしゃっておりますけれども、廃

掃法なんかもザル法と言われているぐらい、かなり抜け道があると言われています。

一度入ってしまいますと、もう規制があれだからなんて、簡単に出せるような状態

でありません。大変法律的なものに欠陥があるので、同時にこういうものを見つめ

ていかないと、農地法だけで処理できるようなものではありません。並行して同時

に議論していくようなことにならないと、単に農水省が、農地法だけを改革すれば

事が足りるという状況ではないということをぜひ現場の意見としてご理解頂きた

いと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、大木委員、その次、平野委員でお願いいたします。 

○大木委員  本当に素朴な質問で申し訳ございませんが、17ページの「多様な就

農の実現に向けた就農支援体制の整備」というところですけれども、全国の就農情

報、そういうものが例えば職安みたいのに行ったときに一斉にパッとわかるように

なっているとか、そういうものというのはあるのでしょうかというのが質問です。 

○生源寺部会長  それでは、平野委員。 

○平野委員  この資料の 10 ページですけれども、先ほどの説明で、誰でも参入

できることを考えようというお話で、私も賛成でございます。玉石混交いろんな方

が集まったほうが頂点が高くなるような気がします。その分、耕作放棄の防止の方

を強化するという、これも大、大、大賛成でございます。世界にアピールできる財

産を失ってしまうから、ちゃんとアピールできるものを残しておくということの要

になると思いますので、耕作放棄の防止の強化は大賛成です。 

 ただ、先ほどその説明の中で、法的にどこまでできるのだろうかとか、また現場

でそういった事態が起こってくるのをどこまで目配りできるのだろうかといった



意味のご説明があったような気がしますが、私は、どこまでできるかではなく、何

としてでもできるようにすることを考えて頂きたいなと思っております。ここの部

分を甘くするかどうか、手綱をどう引き締めるかどうかが担い手の育成にも関わっ

てくるような気がするのですね。上質な担い手を育成していくことに関わってくる

ような気がしますので、ぜひそれをお願いしたいと思います。 

 また、近代農業という言葉をよく聞きますけれども、これからこういったものが

まとめられてきて、現代農業という形がしっかりと位置づけられてくると思うので

すが、その現代農業を教えていく人達というのがこれから本当に必要になると思い

ますし、その教える人を指導する人も必要になると思います。そのスタッフの中に、

例えば先ほど坂本委員がおっしゃったような経営を指導できる方も必要になるか

もしれません。そのことも賛成なのですが、ただ、私は、そのスタッフが全員同格

ということではなく、やはりあくまでも主になる人は今まで何十年となく農業に携

わってこられた方、その方がやはり主になるべきではないかなと思います。経営そ

のほかいろんなことについて、農業の専門以外の方の参入については、やはりあく

までも従といいますか、そういう方々のご意見を頂戴し大いに利用させて頂くとい

うような方向で、農業従事者の方がプライドを持って進めていかれるのがいいので

はないかなと思ったりするのですが、その辺は事務局はどのように考えていらっし

ゃいますでしょうか。私は、主軸というのはやはりずらさない方がいいような気が

しているのですけれども。 

○生源寺部会長  それでは、森本委員。 

○森本専門委員  簡単に。私は、10ページの権利移動というのは逆にいいと思っ

ているのです。個人の意見ですよ。世襲制というのはあまりいいものではないと思

っている。都会に生まれた人達が田舎に憧れをもって田舎で農業をやるのはいいこ

とだし、農業で生まれていると逆に都会に憧れを持つというのは至極当たり前のこ

となので、そこで、逆にやりたい人がやりたいことをやるというのはすごく当たり

前のことだと思います。というのは昔からそう思っているので。 



○生源寺部会長  それでは、幾つかご質問があったかと思いますけれども、新規

就農の常設窓口のような話と、それから先ほど村田委員から、ご意見のような、あ

るいはご質問のような形で、新しい農地法をつくるというほどの気概でおやりにな

るつもりかどうかというお話がございましたけれども、この点についても何かコメ

ントがあればと思います。 

○山田経営局審議官  １つは、ご質問の新規就農の情報ですけれども、これは例

えば全国農業会議所の方でそういう情報を集めて提供する活動をやっております

ので、網羅的に、あるいは必要なすべての情報が集まっているかどうかというのは

もちろんあるのですけれども、そういった努力はしており、情報が提供できるよう

な形には一応はなっているということでございます。さらに今後そういったことも

充実していくような必要があるのではないかと思っております。 

 それから、幾つか質問があったのにお答えしていいですか。 

○生源寺部会長  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○山田経営局審議官  大分前から幾つか質問がありましたので、ちょっとお答え

をいたします。 

 増田委員から、認定農業者の数が 17万で尐なくて、こんなことで大丈夫かとい

うお話です。先ほど皆川課長からお話をしましたけれども、農業構造の展望で、40

万位の効率的かつ安定的な農業経営を育てていきたいというふうに今の目標とし

ては持っているわけですが、そういう意味で、17万というのは必ずしも十分ではな

いと思っております。それは、認定農業者制度についてのいろんな見直しなりをや

っておりますけれども、よく言われる話としては十分メリットが感じられないとか

いうようなことも原因としてあります。 

 先ほど言いました 40万経営体、それから認定農業者の 17万経営体というような

ことを踏まえて、今回の基本計画の見直しの中でそれをどうやって評価して、また

どういう目標を持っていくのかというのがやはり一つの重要な課題であると考え

ておりますので、また今後検討するなり資料提出なりをしていければと思っており



ます。 

 それから共同申請の「容認」というのはけしからんというお話でした。これは大

変申し訳ないのですけれども、今まで認めていなかったということで、これから直

していきますというような意味でございますので。 

 それから家族の位置づけということなのですが、今回の、特に女性の位置づけに

ついては、今までの例えば家族経営協定などが、例えばひな形で示しているのが女

性については従業員としての扱い、例えば月給は幾らですとか、こういうことをひ

な形として示しているのですが、我々の気持ちとしては、むしろそういう場合もあ

るし、経営者としての責任をもっとはっきり位置づける必要があるような経営もあ

るだろうと。また、その息子さんがどうかというようなこともありますので、それ

ぞれの経営ごとにもう尐しはっきりした立場というのがわかるように家族経営協

定も見直していったらどうかなということを今検討をしております。 

 それから坂本さんから、経営を指導できるスタッフがなかなかいないのではない

か、特に税理士などを活用すべきではないかというようなお話でしたけれども、こ

れについても、県の農業会議などで経営支援センターを設けて、そこに税理士さん

が臨時的に張りついて対応しているという取り組みもやってはいるのですが、まだ

確かに十分ではないと思いますので、これも今後の課題とさせて頂きたいと思いま

す。 

 それから市町村なりＪＡがあまり関与し過ぎるのはどうかというご意見もいろ

いろありましたが、私どもとして資料をご提示しているのは、地域で担い手がいな

いというときに、例えばＪＡが産地づくりを進めていくというときに一枚かんでい

こうとか、あるいは地域を維持するために自治体も尐しかまなくてはというような

ことす。現にそういった動きもあるものですから、もちろん、非常に危険ではない

かという、経営判断としていろいろあると思いますけれども、そういう取り組みも

あるので、選択肢としてお考え頂いたらどうかということでございます。 

 それから、それとの関連で、ＪＡ自身が経営をすべきなのではないかという、安

高さんからお話がありました。ＪＡの農業経営についてはかねてよりの非常に大き

な問題でございまして、今の考え方、農協法なり、それを受けた農地法の考え方は、



やはりＪＡは農家、組合員の方の共同組織なので、ＪＡが自ら経営するということ

は、その組合員の方と競合関係になるのではないかというようなことで全体として

は否定的な状況になっております。しかし、現在のような、耕作放棄地がかなり発

生しているとかいうような状況を踏まえて、ＪＡが本当に農業経営というものに直

接携わっていくのがいいのか、あるいはやはり農家との関係というのをまず考える

必要があるのか、ここは一つの大きな論点としてあるのではないかと認識しており

ます。 

 それから横川委員から、新規参入のときにいろいろ障害があるというお話があり

ました。これはまさにそういうことで、技術の面、それから土地、資金の面といろ

いろ手当てを講じているのですが、まだやはり全く新しい人が入りにくいというこ

とは確かにあると思うので、それについてはまた助成の措置をいろいろ考えていく

必要があるのではないかと思います。 

 それから村田委員から、白地にものを書く気概があるのかというご質問と、それ

から杉本委員から、今の基本的なやり方はとにかく守ってくださいねというご意見

もあって、なかなか難しいのですが、我々としては、今の農地制度について根っこ

からとにかく洗い直すことは必要だろうと思っております。そういう意味で、この

資料も、今までの農林省の資料ですと、農地法は悪くないのですという説明を大体

しているわけです。農地法はあるけれども、例外措置を講じているので特に問題は

ないのですと、何とかやってますという説明をしているのですが、あえて今回の資

料では、いろいろ問題があるのではないでしょうかと提示しているのはやはり、根

っこから見直しをする必要があるのではないかという気持ちで取り組んでいると。 

 ただ、杉本さんがおっしゃったように、それではどこまで直すのかということは、

現場のニーズなり、地域の実情もよく考えながらやっていきたいと思いますし、そ

れから新法かどうかというのは、法律の形式の話なので、やはり見直しは根っこか

らやったとしても、新しい法律になるのか、あるいは今の多尐の改正、あるいは大

幅の改正になるのか、技術的な問題と考えております。 

 それから平野先生からもちょっとお話がありました。やはり農家の方々が中心と

なって農業をやっていくということが大事だと私ども思っております。それからち



ょっとおっしゃいました、担い手をどんどん入れて耕作放棄対策も講じなさいと、

それで、何としてもやってくださいというお話があったのですけれども、私が申し

上げたかったのは、そういうことをやろうとしても、立法技術上といいますか、財

産権の問題とかがいろいろあるのと、現場で本当に運営できるのかという問題があ

って、つくったとしても、仏つくって魂入れずといいますか、つくったけれども動

かないという仕組みになってはいけないということなので、その辺もよく考える必

要があるというような意味で申し上げました。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

○皆川企画評価課長  ちょっと１点よろしいですか。 

○生源寺部会長  どうぞ。 

○皆川企画評価課長  杉本委員から、特に農地制度に関してということだと思い

ますが、慎重な検討が要るということで、現場実態を踏まえていろいろな問題があ

るということだと思いますが、私ども、今回の中間論点整理までの議論をさせて頂

いた上で、論点整理を頂いた上で、ある程度具体的にいつ頃までに、当然、今経済

社会、変化が非常に早いわけですから、いつ頃までというのはない形で具体策の検

討ということはないと思うのですね。さらに言うと、いつ頃までにというのも、そ

んなに先のことを言うわけにもいかない。ある程度相当なスピード感を持ってやら

なければいかん。 

 ただ、その際に、プロセスとして、現場実態とか何かを切り落として、霞ヶ関の

論理だけで突っ走っていくということはないと。ただ相当なスピード感を持って私

どもも改革に取り組まなければいかんということでありますので、慎重なステップ

は踏みますけれども、様々な改革案だとか何かというものに関してはそう先のこと

で議論をして頂いているわけではないということをご理解頂ければと思います。 

○生源寺部会長  それでは、長谷川委員。 



○長谷川委員  11回になりまして、この農業政策の全体像がやっと見えてきた、

大変申し訳ないのですけれども、と思っております。ただ、今日もいろいろ政策聞

かせて頂きまして、私が政策を選択する指標というのがまだ見つからないのですね。

お話を伺ったところによりますと、指標が持ち得るところって、多分定量的な把握

をすることで、私にとって消費者としてメリットがあるかどうかという判断が一番

簡単なのですけれども、そういうところで言いますと定量的な把握が必要だと思い

ますが、そういう話は後半戦の議論で出てくるというお話も伺いましたので、そこ

は９月以降に期待したいと思いますが、今申し上げておきたいのは、なるべくその

指標を持てるような定量的なものをどんどん出して頂きたいなと思います。ですの

で、早めに議論の前に希望を申し述べさせて頂きたいと思います。 

 ただ、今の時点では、事務局のサイドではそういった定量的な数値も含めまして

ご提案頂いていると私は考えてお話を伺っていたのですけれども、先ほど１つ驚い

たのは、ほ場整備の話で、いつも、基盤整備をすれば農業がしやすくなって、効率

的になって、非常にいいことなんだよと伺っていたので、ああ、そういうものかと

思っていたのですが、そうではなくてデメリットの部分もあるはずなのに、そのデ

メリットの部分が把握されてないということは非常に驚きました。 

 これは一番今問題にされている公共事業ですとか、それから税金の使い方のとこ

ろで関心の非常に高いところですので、すべてがうまくいくとはもちろん思いませ

んから、デメリットがあっても構わないのですけれども、やはりそこの判断基準を

示せるような数値というのは把握しておいて頂きたいなというのが希望です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにございますでしょうか。森野委員。 

○森野委員  一言で言って、今の中間論点整理までの議論というのは、毎回、論

点論点と言いながら、論点について全く議論していない、なんかかみ合わない議論

を進めているという状態だと思います。もう尐し論点をきちっと絞って、例えば先

ほど杉本委員が言った農地の扱い、本当にどう考えるのかということに絞って話を

するとかしないと、一通り皆さんのお話を聞いているけれども、結局何をやったか



わからない。日本のサッカーでよく決定力が欠けると言われるのに似ている議論だ

と思います。 

 私は、今日、今後にも関係するところで２つだけ言っておきたいのですが、20世

紀は都市化の時代、21世紀は都市の時代と言われてますけれども、今の農地の扱い

にしても、非常にスプロール的に農村に住宅の開発圧力が進んでいったという都市

化時代の図式のままいろいろ考えてきた。そういう農地制度のあり方そのものの全

体の枠組みをもう尐し、何かの折に、生源寺先生が、皆さんよく勉強してください

と言いましたけれども、世界経済、日本経済の実態と都市の変化、こういうことに

ついてもよく勉強して頂きたいと思います。それが１点ですね。 

 ２つ目は、生産者と消費者、それから農業者と都市住民とか、そういう二頄図式

でものを語り過ぎているなという感じがします。例えば、先日ある関西の方のまち

に行ったのですけれども、農地転用したところに大型スーパーがあって、そこに買

い物に来るのは農家の人もいれば都市に住む人もいるわけです。例えば株式会社と

いうのは特別視するとか、ちょっと図式が単純過ぎるのではないかなと思います。

今の経済の担い手というのは非常に多様化してますから、もう尐しそれに合った議

論をして頂きたいと思います。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 議論の進め方についてもご発言ございましたので、これは今後十分心得て参考に

してまいりたいと思います。 

 事務局から何か追加的にございますでしょうか。 

○宮本農村振興局計画部長  先ほど話したものは次回のときに。 

○生源寺部会長  それでは、振興局からはできるだけ次の回に資料をお出し頂く

ということで、一応答弁を留保というか、そういうことにしておきたいと思います。 

 そのほかございますでしょうか。――なければ、時間がまいっておりますので、

本日はこれで終了いたしたいと思います。本日で一応主要３課題に関する議論につ

いて２巡したわけでございます。 



 次回は議論の整理等について行うことといたしたいと思います。５月 24日、月

曜日の午前 10時から、場所は今回と同じこの会議室でございますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、閉会にいたします。どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


