
第１２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２４日（月）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  まだお見えになっておられない委員もございますけれども、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 12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、豊田委員、立花専門委員及び横

川専門委員が所用によりご欠席となっておられます。 

 また、本企画部会は公開されており、一般公募によって 85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りますので、ご紹介いたしたいと思います。 

 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。 

 それでは、議事に入りたいと思います。前回までのこの企画部会で、いわゆる主

要３課題についての議論が２巡したわけでございます。本日は、主要３課題に関し

まして、これまでの議論を通じて浮かび上がった論点を確認しながら、これは後ほ

ど私の方から申しますけれども、これを確認しながら、これらの論点に対する企画

部会としての考え方について、一定の方向性を導き出していきたいと考えておりま

す。 

 議論に際しましては、委員の皆様方と事務局との質疑応答という形よりも、むし

ろ各論点につきまして委員の皆様の間で賛否のご意見の表明、あるいは留意すべき

点について活発な意見の交換をお願いできればと思っております。もちろん、そう

した委員同士のやりとりの中で不明な点等ございましたら、これは事務局から委員

の皆様に確認、あるいはご披露して頂ければと思います。 

 それでは、議論に入ります前に、これまでの主要３課題に関する議論のおさらい



といたしまして、事務局から用意頂いた資料を簡潔にご説明頂きたいと存じます。

よろしくお願いいたします。 

○皆川企画評価課長  おはようございます。 

 それでは、今日は資料がいっぱいございますけれども、参考資料１という横長の

「主要３課題について」という紙がございますが、それをご覧頂きたいと思います。 

 まず、この資料自体は、今まで累次提出させて頂いた資料の中で、今日のご議論

の際に参考となるのではないかと事務局で判断した事頄だけまとめておりますの

で、それ以外にも当然にいろんな資料が出たということでございます。 

 まず、おめくり頂きまして目次でございますが、いわゆる品目横断政策への転換

ということにつきまして、改革の基本方向なり、特にその対象をどうするかといっ

たようなこと、また品目横断をすることの趣旨についてどういうことがあったのか

と、いわゆる国際規律の強化の問題といったことがあったと思います。 

 それから２つ目には農業環境・資源保全施策ということでございますが、その目

指すべき施策の姿なり、国の支援・関与のあり方、また施策としてどういった類型

が考えられるのかと。これを規制的手法か支援の手法ということでご提示したと思

います。また、農業生産環境対策の検討方向ということでは、一定の農業生産に関

する規範をつくって、それを超えるような形態というものをどういうふうに、いっ

てみますと奨励していくのかといったようなご議論があったかと思います。 

 また、３番目の農地・担い手施策ということでは、特に農地制度につきましては、

昭和 27年の農地法の制定と、その時点での社会的、経済的要請、それから現在置

かれている状況にかなり大きな乖離があるということについて、さらには、そうい

った農地法制を考えていく際のいろいろな切り口についてご提示させて頂いたと

いうことかと思います。また、担い手施策の見直しの方向ということでは、認定農

業者制度ということについてもかなりご議論頂いたという経緯があったかと思い

ます。 

 １ページ目をお開き頂きまして、まず品目横断でございますけれども、今回の品

目横断、今まで価格支持といいますか、そういったものを介在しまして農家の経営



を支えるといったような効果を持たせていたわけでございますが、これにつきまし

て、農業構造の改革を推進する観点、それから、いわゆる国際的な規律が強化する

中で、安定的な支援策を講じていくという立場から、どういった方向でやるかとい

うことのご議論があったわけでございまして、私どもとしましては、担い手に集中

化・重点化した助成体系の導入なり、国際規律によって削減される可能性の低い「緑」

の政策への転換ということを大きな基本方向として据えまして議論させて頂いた

ということでございます。 

 緑、黄、青ということについてはなかなかわかりにくいというご指摘もあったわ

けでございますが、そこにございますように、ＷＴＯの農業協定上の要素というこ

とを基本にして、緑、黄、青というように分かれているわけでございまして、削減

の義務が現時点でもかかっていない部分について「緑」の政策ということの類型が

あるわけでございます。 

 ２ページ目でございますけれども、その担い手の考え方ということで、これは一

つの考え方として提示しておりまして、この際にいわゆるプロ農業経営という言葉

の問題についてもかなり幅広いご議論を頂いたわけでございますが、「対象経営の

基本的考え方」ということについては、「効率的かつ安定的な農業経営を目指す担

い手」ということ。さらには、「効率的かつ安定的な農業経営」ということを対象

にして考えてみたらどうかということでございます。 

 なお、そこには米政策改革においての担い手経営安定対策の対象者要件を一つの

例として提示させて頂いております。 

 ３ページでございますけれども、「緑」の政策という、いわゆる当該年の生産と

関連しない支払いということを大きく狙おうということでございますけれども、そ

の際には、現に存在している欧米の状況、特に農業構造上の問題、農業生産上の問

題というのが、日本の置かれている立場、状況と非常に大きく違いますので、そう

いった面で様々な留意事頄というものを考えていかなければいけない。 

 特にいわゆるモラルハザードの発生の防止、さらには農業構造、これから特に土

地利用型農業においては経営規模の拡大というものを目指していくという要素が

ございますが、こういったものがどういった観点で反映されていくのかということ



を大きな課題として提示させて頂いたということでございます。 

 これが品目横断でございます。 

 なお、対象類型としては畑作、水田作ということにさせて頂いておりますが、そ

れ以外の品目専作的なといいますか、部門専作的な部分についても改革を進めてい

くということでご説明させて頂いたところでございます。 

 ４ページでございますけれども、農業環境・資源保全施策ということでございま

す。食料の安定供給と多面的機能の発揮を引き続き図っていくということに農業構

造変化の中でしっかりと対応していくための新しい施策を入れていこうというこ

とでございまして、改革の基本方向としては、地域自らが創意工夫をもって取り組

む農地・農業用水等の適切な保全施策、これをどう守って支援していくか。効率的

農業と環境保全との両立をどう図っていくかということで考えたいということで、

５ページにございますが、農地・農業用水等の資源というのは社会共通資本である

と。そういった観点で新しい施策を仕組もうということでございまして、地域自ら

の創意工夫という観点についてどういった仕組みづくりをするのか、また、国とし

ての関与の仕方がどうあるべきかということが今後の大きな課題ということでご

ざいます。 

 その次の紙に、その具体的手法として、地域独自の取り組みというけれども、ど

ういう仕方で新しい仕組みづくりができるのかということについて、施策手段の選

択肢というものをそこに提示しております。例えば法制度による規制によりまして

そういった施策目的を達成していくあり方、さらには、一番下の方では、保全体制

の整備や活動を支援していくという奨励措置を講じながらそれを支援していくと

いうやり方ということまで、かなり幅のあるやり方がございます。その中で、どう

いった組み合わせでこういった新しい仕組みをつくっていくかということで、その

課題をこれから解決するということでございます。 

 ７ページでございますけれども、農業生産環境対策ということで、先ほど来あり

ました資源・環境保全施策と一体として取り組んだらどうかという論点を提示して

おりますが、その環境部分だけを考えますと、まず、通常の生産活動というものに

ついて一定のレベルを明示することを考えなければいけないということを言って



おります。その際の例といたしまして、イギリスの例等もそこに提示させて頂いた

わけでございます。 

 ８ページでございますけれども、日本の場合、これも欧米とはかなり大きく違っ

た点がございます。そういった意味で、環境と調和した農業生産活動ということ、

さらには農業生産、これも生産性の重視ということ、その両者の関係をどうとるか

ということについてもかなりご議論があったところでございます。 

 なお、その右側には、地方公共団体において既に実施している施策として、農業

環境の直接支払いといったものに踏み込んだ施策の例を載せておいたわけでござ

います。 

 これが２つ目の課題。 

 ３つ目の課題でございますけれども、農地・担い手施策ということでございまし

て、特に農地制度ということで、昭和 27年の農地法制定当時の状況ということ。

その際の状況と現在の状況は大きく変わってきているということで、「論点」にご

ざいますけれども、担い手を確保する観点から、やはり多様な担い手ということを

考えた際の農地の権利取得要件の見直しの観点。ただ、それを取得された方々、ま

た現に権利を有している方々にしっかりと農地を利用して頂く、それを確保するた

めのどういった措置があるのかといった観点。入口、出口といったような言い方で

議論されたかと思いますけれども、そういった両方の観点についての議論が必要だ

ということでございます。 

 また、都市住民等が農に接するという観点からの農地需要というものもあるわけ

でございまして、これへの対応という個別論点に加えまして、制度成立以降 50年

以上経て、これも申し上げましたけれども、所有権の移動という観点での農業構造

の変化というよりは、利用権等の移動による集積が進むということで、例外が９割

に達しているといったような状況ということで、それをどう考えるかということで

ございます。 

 また制度が、昭和 27年の農地法制定以降、農業振興地域の整備に関する法律な

り現行の基盤強化法といったことで、横出し的な建て増し構造になっているのでは

ないかと、複雑でわかりにくいといったようなことを踏まえまして、どう整理・簡



素化するかといった観点もあるということでございました。 

 10ページにはその個別論点ということについて、特に３つの点を掲げてございま

す。農地の保全と計画的な土地利用について、それから効率的な利用を確保する観

点について、新たな土地需要、農地需要についてということでございます。この大

きな論点の中に、いわゆるリース方式による株式会社の農地利用を認めている特区

の扱いについても論点があったわけでございます。 

 11ページは、優良農地の確保と都市住民等の多様な農地需要といったことにつき

まして、そこに農地利用のイメージということになってございますけれども、例え

ば大規模な土地集約的な農業が行われている地域と、それから小規模・レクリエー

ション的な農地の利用といったものが入り乱れるといったことではない、整序され

た形での、かつ多様なニーズに対応するというやり方がどういうところにあるのか

ということについて議論をしていきたいということでございます。 

 12ページでございます。農地の権利移動規制のあり方につきまして、わかりやす

い言葉で言いますと、入口、それから出口といいますか、入った後の状況というこ

とについての議論として大きく３つの論点を提示させて頂いておりまして、一つの

選択肢の幅、一番極端な幅を提示させて頂いたということかと思いますが、権利移

動規制を全く廃止してしまい、その後について強権的な利用確保措置を講じるとい

うやり方が１つあるのではないか。これが Iでございます。 

 それから IIIは、現行の権利移動規制等については基本的に維持すべきであって、

他の施策によって、例えば農地の有効利用といったもの、さらには耕作放棄の防止

を図るべきではないかという観点で、この２つの極論の間に、権利移動規制につい

ては、真に農地が利用されるという観点に立って見直す。一方で、耕作放棄の防止

など利用確保措置を強化するといったような道があるのではないかということで、

このどういった内容を考えていくかという、まさに各論の議論に及びませんといか

んという状況かと思います。 

 13ページでございます。担い手施策という観点につきましては、担い手として

様々な主体が出てきているということをご提示させて頂いてます。サービス事業体

の問題ですとか様々な、例えば特区で参入した方々といったことまで含めて、担い



手ということをどうするのか、また集落営農といったものをどういうふうに組織化

していくのかという観点。そういった面で、担い手施策について位置づけを明らか

にする。さらには、各種支援施策というものについてどういった方々にどういった

支援を講じていくかという整理をしていこうということでございまして、こういっ

た担い手施策。 

 併せまして３つの課題について、これまでるるご議論させて頂きました。 

 資料１でございますが、今まで委員の方々から表明頂きましたご意見等につきま

して、これを整理させて頂いたということでございます。これはお読み頂くといい

ますか、議事録は公開しておりますので、それから引き抜いたということでござい

ます。頄目だけちょっと簡単に説明させて頂きます。 

 まず「基本的な考え方」というのを１ページのところに書いてございます。 

 ２ページ以降が「品目横断的政策関係」でございまして、ここでは特に、入口で

もかなり議論させて頂いたプロ農家の言葉の問題等々の話。 

 また、３ページには、国際規律の強化というのはどういう意味なのかと。「緑」

の政策等々の問題でございます。 

 ４ページ以下が、対象経営としてどういった方々を対象とすべきか。また、対象

となった方々に対して規模拡大等の経営改善努力といったものをどういうふうに

求めていくのかといった議論があったわけでございます。 

 それから５ページでございますが、集落営農の位置づけについてでございます。 

 それから６ページでございますが、対象営農類型の中でも特に畑作、水田作とい

うことで、横断政策？を考えるということをご提示しているわけでございますが、

これの議論。さらにはその際の、畑作でも、沖縄、南九州の問題をどう考えるか、

またそれ以外の部門専作的なことについてどう考えるかという議論がそこに載っ

ております。 

 それから７ページでございますけれども、どういった支援の要素を考えるのかと

いうことでございます。また導入時期につきましては、そこにございますようなご

意見が出ております。 

 ８ページ以降が農業環境・資源保全政策でございまして、その考え方なり、特に



農業と環境との関係について様々なご意見が出ているわけでございます。 

 また９ページには、個別省庁だけの問題ではないのではないかということで、各

省との連携の考え方。それから２番目には、検討要素としてどういった国の支援な

り関与のあり方があり得るかということについてご議論がありました。 

 また 10ページには政策手法ということで、また政策手法とそれから環境保全と

一体的に行うということはどういうことなのかというご議論もあったわけでござ

います。 

 それから 11ページでは、特にこういった施策に地域がどういった形で参画する

のかということ。さらには、次の農業生産環境対策ということにつきまして、農業

で生じている環境負荷ということについても直視すべきだというご意見も出たわ

けでございます。 

 それぞれ各論で、12ページでは、農村環境、農業用水等々の議論が出たというこ

とでございます。 

 次に 14ページからが「担い手・農地制度」でございまして、その大きな考え方

の問題。 

 それから 15ページには、担い手の明確化なり多様な担い手の確保ということに

ついてのご議論、特に認定農業者制度といったようなことについて様々なご議論が

あったわけでございます。 

 16ページは、認定農業者制度の運用改善といったようなこと、またサービス事業

体等の多様な担い手の確保の問題。それから人材の確保といったようなことにつき

ましても、特にその人材をどう養成するか、さらにはまた女性の位置づけといった

ことについてのご議論もあったと思います。 

 17ページでございますけれども、担い手への集中支援のあり方ということ。さら

には担い手以外への支援のあり方というものをどう考えるかというご議論もあっ

たと思います。次に農地の確保・有効利用という観点で、不在地主の問題、それか

ら農地の相続といったことについてのご議論もあったかと思います。 

 あと 18ページの後段には、構造改革特区のあり方について、慎重なご意見、そ

れから積極的なご意見、両論あったかと思います。 



 19ページには、多様なニーズに対応した土地利用規制なり優良農地の確保の問題

についてご議論があります。 

 20ページ以降はそれ以外の論点ということで、食の安全・安心の問題、食料安定

供給、国際関係の問題。 

 さらには 21ページには流通の合理化、都市農業の問題等々について、事務局の

方で、今まで出たご意見について簡単に取りまとめさせて頂いたわけでございます。 

 最後に今日の論点、議題に直接関わるわけではございませんけれども、前回、耕

作放棄地と基盤整備の関係について、森本委員なり長谷川委員からご質問がござい

ましたことについて、ちょっと簡単にご説明させて頂きますと、森本委員ご指摘の

とおり、いわゆる属地的なデータが整備されてないということでございます。ただ

一方で、一般的に水田の整備率と耕作放棄率の関係自体をセンサス上の統計から導

き出しますと、右にありますような形になってございます。そういう意味で、一般

的な傾向としてはあるのかと思いますけれども、ご指摘のように、基盤整備したこ

とによって、現実にそのところでも耕作放棄地があるのかないのかということにつ

いて、やはりしっかりした調査といいますか、調べた上で今後の施策に生かしてい

く必要があるということかと思います。その意味で、整備済みの農地内の耕作放棄

の発生実態について、これは森本委員の地元でも調査が来ているというお話でござ

いましたが、まさにこれでございまして、今こういった調査をかけておりますので、

その調査に着手したということでございます。 

 今後、やはり完了後において実施する事後評価の中で適切に把握していくといっ

たようなことが必要かと思います。調査の結果が出ましたらば、またいずれかの機

会にご説明させて頂きたいと思います。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、今のご説明ももちろん踏まえてでございますけれども、本日は私の方

で、事務局のサポートを得ながら、これまでの議論を通じて浮かび上がった論点を、

非常に大括りのものでございますけれども、整理させて頂いておりますので、資料



２をご覧ください。縦長のＡ４の２枚紙でございます。 

 本日は、一応この資料２に整理いたしました論点に沿って議論を進めて頂きたい

と考えております。ただ、これは３つの主要課題という形に分かれてはおりますけ

れども、当然相互に関連する部分がございますので、そこを形式的に分けて議論し

て頂きたいということまで申すつもりはございません。関連のある部分につきまし

ては、そういう形でご議論頂ければありがたいと思っております。 

 また、この資料２につきましては、今私の方からも簡単にご説明申し上げますけ

れども、この資料２の論点に沿った議論の後で、論点横断的といいますか、全体的

な観点からの議論の時間も改めて設けたいと思っております。これは前回こういう

形で議論した場合にもそういう形で進めさせて頂いたわけでございますけれども、

今回もそういう全般的な議論の時間もとりたいと考えております。 

 資料２をご覧頂きたいと思います。ここでは主要な論点、実は今の企画評価課長

からのご説明の中にも、かなりダブる形で、主な論点といいますか、柱が整理され

ていたわけでございますけれども、改めて整理いたしますとこんなところかなとい

うことです。これにつきまして、私なりの現在の時点でのこの部会での議論の流れ

といいますか、到達点と申しますか、そういった点につきまして多尐申し上げ、そ

の上でご議論頂ければと思っております。 

 最初に「品目横断的政策への転換」ということでご議論頂きたいわけでございま

すけれども、ここでは、私のメモでは３つの柱という形に整理させて頂いておりま

す。なお、先ほどの企画評価課長からのご説明では、「経営安定対策（品目横断的

政策）」という表現になっておりましたので、この点も一応ご留意頂きたいと思い

ますが、「品目横断的政策への転換」ということで、まず「政策転換の考え方」で

ございますけれども、特に土地利用型農業についてでございますけれども、構造改

革に資するべく、個々の農産物の品目ではなく、担い手の経営に着目した政策へ転

換するということ。 

 それから（２）になりますけれども、その際、政策の安定度を増すために、これ

は国際的にチャレンジされることがないといいますか、その危険性の小さいといい

ますか、そういう意味での安定性ということも含めてでございますけれども、これ



を増すために、ＷＴＯ農業協定上の「緑」の政策への転換を図るということ。この

点につきましては概ねこの部会としては意見の一致、こういう方向で検討していっ

ていいのではないかという一致があったのではないかと判断をしております。 

 それから２番目の論点でございますけれども、「緑」の政策に転換するといたし

ましても、規模拡大が既に進んでおりますアメリカやＥＵ、あるいは農産物の過剰

に長年悩んできたＥＵ、こういった諸国、地域で行われている直接支払いの手法を

そのまま導入するのではなく、我が国の食料、あるいは農業の事情に合った政策が

必要であると。この点につきましても、具体的にどういう施策とすべきかというこ

とは別といたしまして、こういう形で検討するということにつきましては、特に大

きな異論はなかったのではないかと判断しております。 

 我が国の事情に合った政策の内容といたしましては、いわゆる規模拡大を含めて

しっかりした経営の成長をバックアップしていく、こういうことが必要であると。

この点も部会の皆様方のご意見はほぼ一致していると思います。 

 また、輸入国である我が国では、生産水準の維持・確保、あるいは、でき得れば

拡大ということが必要であるという意見が大半を占めたと判断しておりますけれ

ども、ただ、そういう中にありましても、米の過剰の問題でございますとか、小麦、

大豆については需要と生産のミスマッチが存在しておりますことから、実需者、需

要者の求めていない過剰なものはむしろ減らすべきではないかというご指摘もあ

ったかと思います。全体としては、我が国の農業事情に合った施策を構築していく

ことが必要だという点では意見の一致をみていると私は判断しております。 

 ３番目に「対象者の考え方」でございますけれども、この政策につきましては、

効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善を行う農業者を対象に

するという方向性については概ね賛同を得ていると考えておりますけれども、ただ、

具体的にどのような経営改善努力を要件とするのか、それから特に幅広い類型が存

在する集落営農について、この施策の対象としての経営体としてどういう位置づけ

をすべきか、この点についてはまだ意見の収束をみているとは考えられないと思い

ます。立場を異にする様々な意見が表明されているという状況かと思います。従い

まして、この点につきまして、できれば今日のこの会合の場で尐し掘り下げた意見



を頂ければありがたいと思っております。 

 なお、この経営安定対策、品目横断的政策への転換という点に絡みましては、認

定農業者制度の運用改善について、かなりご議論がございました。これにつきまし

ては、できれば３番目の担い手・農地制度のところでご議論頂ければありがたいと

思っております。 

 それからやや政策設計、制度設計の具体的な話になりますけれども、この品目横

断的政策、あるいは経営安定対策につきましては、この導入の時期について、米政

策改革についての検証が平成 18年度に予定されていることがあるわけでございま

すけれども、この点との整合性をとるべきだとのご意見もあったと記憶しておりま

す。 

 以上、非常に大括りの整理でございますけれども、このジャンルについて、私な

りにこれまでの皆様方のご発言を改めて拝見いたしまして、おおよそこのあたりは

方向として一致しているのではないかと、また、例えば集落営農のような問題につ

きましては、まだやはり意見の一致をみていない部分があると整理したわけでござ

います。 

 このほか多尐、導入の時期について申し上げましたけれども、私なりの整理とい

う形で受けとめて頂きまして、その上でご自由にご議論頂ければありがたいと思い

ます。 

 まず、この「品目横断的政策への転換」ということにつきまして、あるいはこれ

に関連する事柄につきましてご発言を頂ければありがたいと思います。 

 西山委員、その次、山田委員、お願いいたします。 

○西山臨時委員  今、座長の方から整理されました２番目の「我が国農業の事情

に即した政策のあり方」という部分で、ご説明があったのは、我が国の食料、農業

の事情に合わせた取り組みということでの政策のあり方というお話でした。これま

で議論してきた中で、特に原料生産、つまり、加工産業と密接に関わる原料生産作

物、これについては、食料、農業の事情とともに、地域社会の維持という観点とい

うのが非常に重要になってくるのではないかなと思っております。 



 今日の最初の主要３課題の参考資料１の１枚目のトップに、「緑」の政策とは、

貿易や生産に影響が出ない政策ということですが、地域を維持していく、地域社会

を維持していくというのは世界の共通スタンダードではないかなと思っておりま

す。 

 というのは、ご承知のとおり、1992年にアジェンダ 21が出されまして、その中

に地域の維持ということについて明示されている部分がございます。これは後でア

ジェンダ 21 を見て頂ければわかるのですけれども、地域社会を維持して、そして

存続を図る、そして我が国のように都市への人口集中を防ぐというか、これ以上の

過疎化を食いとめるという、こういう施策というものについてはぜひとも日本の国

が、先ほどお話があったように、過剰生産のもとでの施策ではないわけなので、そ

ういう視点というものをルールの中に入れたときに、そのことが「緑」の政策には

ならないよという議論をはね返す理論構築をしていって頂きたいなと思っており

ます。 

 特に私が一番最初に、冒頭にこの企画部会で、北海道の大規模畑作地帯の関連産

業との関わりが非常に密接なつながりになっているというお話を資料１枚でご説

明をいたしたことがございます。ぜひともそういう視点が世界のスタンダードの中

の位置づけとして取り組めるように。 

 これは何も大規模畑作地帯でなくても、今日お話が出ておりました南九州も同じ

状況にございます。こういう地域の特産物と原料生産というのが地域をきちっと維

持していくというその理念というのは、そのことによって生産を維持する、あるい

は面積を維持するということは、黄色の政策ではないのではないかなと思っており

ますので。この１ページの「緑」の政策の「ＷＴＯ農業協定上」というアンダーラ

インをかけた部分を読めば、そんな勝手なことが判断できるのかということもござ

いますけれども、ぜひ日本がＷＴＯ交渉する場合の臨む姿勢として、こういうこと

もしっかりと位置づけして頂きたいと思っています。もしこれについて何かご意見

があれば頂きたいのですけれども、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。これは非常に難しい問題で、既にこ

れまでの２ラウンドの中でも多尐事務局からもご見解があったわけでございます

けれども、今のお話は恐らく、北海道の畑作、あるいは沖縄の地域の農産物だけに

限らない問題だろうと思います。「緑」の政策、文字どおりに受けとめますと、生

産を刺激することは一切あってはならぬということでありますけれども、先ほど申

し上げましたように、日本の場合には、むしろ生産を維持、でき得れば拡大をする

必要のある部分もあるということでございますので、ある意味では二律背反という

か、そういう政策をうまく、そういう要請をうまく組み込んでいく必要があって、

なおかつ国際的な規律とも何らかの形で折り合いをつけることのできるような形

が必要だと、こういうことかと思います。 

 今の点につきまして、いかがでございましょうか。ぜひ遠慮ないご議論を頂けれ

ばありがたいと思います。――もしなければ、また後ほど、今の西山委員の問題提

起に関連したご発言があればぜひ頂きたいと思います。 

 それでは、山田委員。 

○山田臨時委員  座長に残念ながら申し上げたいわけでありますが、ここまで来

てまだ個別課題ごとの議論になるのは納得がいかないと思っております。首を傾げ

ておられますが、例えば集落営農の位置づけをこの「対象者の考え方」の分野での

み議論してしまって、それで意見の一致をみていないというのは全く納得がいきま

せん。理解もできません。 

 と言いますのは、集落営農は農地制度と切り離せないからであります。政策全体

のパッケージとして総合的にこれを位置づけて、そして初めてその必要性の議論を

展開できると思うからであります。ましてや、品目横断的政策といっていても、そ

れでは例えば米はどうするのだという議論はなされたのか、そのための資料が準備

されているのかということを言いましても、米のイメージは全くわからず、水田農

業の品目横断のイメージは出されているとは言えないわけであります。 

 水田農業の議論なしに集落営農の議論をすることはできません。間違いなく集落

営農といいますのは、農地をどんなふうに活用するのか、そのことともう完全に一



致するわけでありますので、そういう面では、ここ単独で集落営農の位置づけにつ

いて議論し、ましてや意見の一致をみていないという整理については、座長に大変

一生懸命やってもらっているのに申し訳ありませんが、座長の責任ではないと私は

思っているのですけれども、恐縮でありますけれども、納得できないのです。 

 ところで、どうしても最後までいて議論に加わらなければならないのに、どうし

ようもない理由がありますので、何点か、申し上げさせて頂いて結構ですか。 

○生源寺部会長  時間的にかなり余裕がないということであれば、今の段階でお

話し頂いても結構です。 

○山田臨時委員  すみません。ちょっと長くなりますけれども、申し上げます。 

 言いましたように、主要３課題がばらばらでなくて、関連性をもったパッケージ

として議論するということが必要で、座長の今後の取りまとめの論点は今はこうな

ってますけれども、最終的には座長はそういう観点で整理をして頂けるものと確信

しておりますので、そういう立場で若干申し上げたいと思います。 

 まず第１は、我が国の農業の将来像が共通の認識になっているのかどうか、この

メンバーだけではなくて、我が国全体の中でなっているのかどうかということであ

ります。これはもうご案内のことで、言わずもがなのことがありますから簡単に申

し上げますけれども、アジアモンスーンの零細で小規模な分散農地所有という水田

農業の特徴があるわけで、一方、そのことが農地や国土の保全につながってきてい

るという部分もあるわけです。もう間違いなく畑作中心で、かつ、新大陸型農業に

はなり得ないし、圧倒的に違うということであります。今、その水田農業について、

経営規模が拡大しないために、所得の実現がなかなか容易ではなくて、後継者も育

たないし、一方で高齢化と耕作放棄地が拡大しているということだと思います。ま

ず問題はここにあると思ってます。 

 第２に、その対策として２つあるわけですね。これも議論してきたと思います。

１つは、担い手に農地の利用を集中させて、そして規模の拡大を図ること。２つは、

品目ごとの価格対策では、すべての農家が対象になっているし、それから効果的で

はないということから、担い手に絞り込んだ、担い手の所得の確保を図っていこう



ではないかということになっていると思います。 

 第３に、しかし、難しい課題があるわけですよね。すなわち、その１つは、担い

手への農地の利用の集積がそう簡単に進まないということでありまして、資産所有

は変わらないということです。多分これはそうだと思います。分散した農地を団地

的に利用することが必要なわけでありますが、現行でも、大規模にやっておられる

農家や法人は、分散したままの農地の拡大ではむしろコストがかかってしまう。５

ヘクタール以上になると、２ヘクタール以上よりもコストがかかってしまう。何で

かと言うと、農地が分散しているからだということは農業経済学者の共通した整理

なわけであります。そのため、水利用の観点や集落を単位に農地を団地化していく

ことが必要なわけです。だから、そうした我が国の水田の特徴を踏まえまして、集

落で農地を一元的に、かつ団地的に利用する集落営農をベースに考えていくという

ことが非常に大事だということなのですよと言っているわけです。単に品目横断の

対象にするとか、しないとか、これは後の話でいいのです。むしろ担い手を地域の

中でどうきちっと我が国の農業の特徴の中でつくり上げていくかということだと

思っております。 

 もちろん、坂本さん辺りからもしょっちゅう、私が発言するたびに修正を頂いて

おりまして、納得しているわけでありますけれども、ともかく現にいる大規模農家

や法人等の担い手を集落営農が除外するわけでは決してないわけで、むしろ、そう

した大規模法人や担い手法人も最初は集落営農から出発してきているという現実

があるわけでありますし、今後も、当然のこと、その調整を的確に図っていく、集

落営農を支える主要な担い手にそうした農家になってもらうということも当然あ

り得るわけであります。 

 これをさらに円滑に進めるために、農地を農地として利用する農地利用計画をつ

くって、併せて集落の農村整備計画を地域の話し合いの中でつくり上げていく、こ

のことの方が最も実態的な方策ではないかという考えなのです。もちろんそのため

の政策的な支援が必要だと考えております。 

 難しいことのもう１つは、経営所得対策の対象となる担い手でありますが、どう

いうものになるのかということです。これは論点の中にあると思いますが、ここに



もありますように、認定農家や主業農家というこれまでの政策の論点だけからする

と、極めて限られたものしか想定されないということではないかということです。

これは前回の企画部会で、８万集落の中で主業農家がいる集落は、１人でもいる集

落は半分しかないということでした。もしも認定農家や主業農家にこの対象を絞っ

てしまったら、もうそれこそ半分の集落は何の対策もない。これでは一体政策にな

るのか。これはもう政策にならないわけで、これは当然のこと、ものすごい反発と、

それから一方で、それは日本の農村をつぶすことになってしまうと思います。一定

の基準はあると思いますが、もっと幅広い対象にするなり、農地の利用を団地的に

拡大する手法を抜本的に講ずるということでないと、実態に合ったものにならない

のではないかと考えております。 

 もうちょっとで終わります。第４に、その意味では次の対策が必要になると思い

ます。政策のパッケージとして、その姿を打ち出す必要があると思っております。 

 １つは、農地を農地として利用する、そして団地的に利用するための集落におけ

る一元的な農地利用の形を大々的に打ち出して政策支援するということでありま

す。 

 ２つは、育成すべき担い手、それから集落営農等も含めた多様な形も含めまして、

経営所得安定対策の対象を可能な限り幅広いもの、これは当然に国民的な理解も必

要でしょうが、幅広いものにするということであります。 

 ３つは、農地を提供する農家や地域住民が、生きがい農園等の利用も含めまして、

それから地域の水管理を守る、環境を守るという取り組みを前提に、それに対して

支援する仕組みをつくるということであります。 

 ４つは、地域で安心してつくれる作物をどうしても導入し定着させることであり

ます。米だけ作るということは計画生産が求められる中ではない。ですが、麦も課

題が、大豆も課題があると言われている中で、これでは毛頭、地域再生はできない

し担い手もつくれないと思っているところでありますから、この分野がやはり政策

全体のパッケージの中に含まれるべきだと考えております。 

 第５に、こうしたことは現行の諸対策の見直し程度ではなかなか進まないのかも

しらんと思うのです。とりわけ、先ほど西山さんからもお話がありましたが、ＥＰ



Ａ、ＷＴＯで関税の引き下げや関税割当拡大が品目によっては迫られかねないわけ

であります。ご案内のとおり、これは何度も言ってますが、我が国の場合、高関税

品目は 10品目程度であります。あとは、大豆にしても、飼料穀物にしても、関税

ゼロで輸入しているわけです。しかし、その数品目は高関税を前提にして、地域で

重要な砂糖にしても、でん粉にしても、麦にしても、酪農製品にしても、米にして

も、国内の需給と価格の安定の仕組みがそれでつくられているわけです。もしも関

税が下がる、関税割当が拡大するみたいな話になれば、一気にこの国内の需給と価

格の安定の仕組みはもう本当にどこにいってしまうのか、混乱に逢着するわけであ

りますから、やはりここは大変難しい。 

 私は、何度も言うようですが、関税引き下げや関税割当拡大を前提にしてものを

言っているわけでは決してないのですが、それらに対応できる準備をやはり制度と

してやらなければいかんのではないか。このことは当然、この主要課題の論点の中

でやはり詰めていかないと、品目横断といいましても、農地制度の見直しといいま

しても、内容は、先ほど言いましたが、現行の見直し程度だと、予算をこっちへ横

へやりましたということになったのでは対策にならないのではないかという危惧

から申し上げているわけであります。 

 もう１つは、農地法につきましても、先ほど言いました農地を農地として利用す

るという観点から、抜本的な見直しに着手すべきだと思います。そう言いましても、

大変怖い話でありまして、ものすごく難しい話だというのはよく承知してますけれ

ども、前回の企画部会で村田さんからもご発言ありました、現行の農地法はつぎは

ぎだらけで、満身創痍という状況の中では、単なる農地法の改正程度のものではな

く、新しい農地法をつくるぐらいの気概をもって取り組むべきではないかという意

見。私は村田さんほど過激ではないのですけれども、そういうことではないかとち

ょっと思っているわけでありまして、以上、長々申し上げましたけれども、座長、

これは大事な話だと思ってますから、ぜひぜひ申し上げたかったものですから時間

を頂きました。恐縮です。 



○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 今の山田委員のご発言につきまして、私に対する議論もございましたので、多尐

発言したい点もなくはないのでありますけれども、もう尐し皆さんのご意見を頂き

たいと思いますが、意見の一致をみていないというのは、いわば客観的な事実を私

の印象として申し上げたわけでございまして、これはぜひとも収束させていきたい

ということでございます。 

 それから集落営農につきましても、特に土地利用型農業、水田農業の場合には相

当のウェイトなり重みをもった課題であるということは、恐らく山田委員の貢献で

もって、この部会のメンバーの方も相当深く認識されていると思っております。こ

の点だけちょっと申し上げておきたいと思います。 

 それでは、村田委員。 

○村田専門委員  この企画部会が始まったのは１月末だったと思うのですけれ

ども、当初どうなるものやら非常に心配しましたが、先ほど生源寺部会長の示され

た主要３課題の主な論点の整理を見ると、霞の中でも、ゴールとまでいきませんけ

れども、尐し見えてきたのかなという感じがしてます。そういう意味で、部会長の

努力を多としたいと思ってます。 

 まず最初に品目横断的政策への転換の話です。先ほども部会長の説明にありまし

たが、「我が国農業の事情に即した政策のあり方」というところで、ＥＵやアメリ

カのような新大陸型ではないのだと、日本型を模索しなければいけないのだという

ことには全く同感なのであります。しかし、やはり部会長が説明されたように、日

本の場合は依然として米は過剰なのですよね。それから転作で行われている大豆と

か小麦はミスマッチという形で、日本産、国内産はやはり過剰なのですね。残念な

ことですけれども。そういう意味では、生産水準の維持だとか確保とか機能拡大と

いうのも、ＥＵだとかアメリカ型とはもちろん違って日本型であるべきですけれど

も、これまでの日本の農業の生産力の潜在力が発揮されてないところに問題がある

ので、そういう意味では、潜在力を発揮させ得るような政策が必要だと思うのです

ね。 



 それは、やはり日本の農政は水田に偏っている。ある意味では、先ほど山田さん

がおっしゃったように、日本の土地条件からいってやむを得ない面があるのですけ

れども、食用としての米が余っているからといって、ほかのものを無理してつくる

のではなくて、減反をやめて米は全部つくることにする。一番ふさわしいのですか

ら。その代わり、米のえさ化だとか、ホールクロップサイレージだとかいうような

形で、日本の農業の潜在的な生産力、土地と労働力を十二分に活かす政策が大切だ

と思います。 

 それからもう一つ、日本の潜在力で活用されていないのが森林です。森林も、急

峻な山は別ですけれども、農地の背にある山林というのは全く利用されていないの

ですね。そういうところを山地酪農という形で活用することによって自給飼料を確

保できる。そういうことで日本の自給率の向上を図っていくべきで、原料生産物と

しての大豆、小麦というのは、それをつくることに反対しないのですけれども、新

大陸型で行われるようなべらぼうに低いコストの原料生産物と競争しようとして

も、それは無理なわけですね。水田をつぶして大規模な畑地にするのは非合理的な

話ですから。そういう意味で、ヨーロッパやアメリカなどとの比較において、日本

型の農業、潜在力を発揮するような形に持っていくように今回の政策転換を進めて

いくべきではないかと思うのが１つです。 

 それから、先ほど集落営農の話がありましたけれども、議論しやすくするために、

部会長はここで整理したのであって、山田さんの心配は要らないと思うのです。私

の考えは山田さんの考えとほとんど同じで、農地制度との関係で集落営農を考えて

いくべきであるということについては同感でありますが、議論しやすくするためこ

こに整理するのはやむを得ないのではないかと思います。 

 もちろん担い手確保ということを最優先すべきですけれども、実際、この間の資

料でわかるように、集落の半分にしか主業農家はいないという現実があるわけです

から、そういうところはやはり日本型ということで、その集落営農を担い手に育て

ていくということはやむを得ないというか、目指さなくてはいけないのだと思いま

す。 

 でも、従来のやり方でいくと、坂本さんが以前から心配されているように、構造



改革に逆行するというか、小規模・零細な農家を温存する形になってしまう。また

過渡的現象とはいえ、集落営農推進ということで大規模農家へ貸していた農地を返

せという形の貸しはがしみたいなことが起きているというのは非常に不幸なこと

でありますけれども、山田さんの提案されたように、集落営農と大規模な担い手、

法人経営とは決して矛盾するわけではないと思うのです。集落営農を多様な担い手

の一つとして位置づけるべきだと私も考えるのですけれども、ただ、従来型の補助

金をとるために集落営農の形をとるといった抜け道を防ぐために、前に私が言った

ように法人化するなり、一つの意思として経営するような形の集落営農に育ててい

く必要がある。そういう集落営農は立派な担い手として含めていいのではないかと

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、森本委員。 

○森本専門委員  この資料を見せて頂いて、１、２、３というふうに書いてある

のですけれども、これはよくよく見ると、本当に３つあるのかなという気がしてい

るのです。というのは、１の「政策転換の考え方」の担い手という部分が、結局、

担い手という定義がまだはっきりしてないわけですよね。この担い手を一番わかり

やすくいっているのが対象者の（１）ではないだろうかという気がしているのです。

農水省の考えている対象者ということは担い手を意識している言葉ではないのか

なと思っているのです。そして、３の「対象者の考え方」の（２）の規模要件とか

いうのは、それこそ２の（２）の構造改革の推進というのはまさにこのことを言っ

ているのではないだろうかなと私はこれを見て思ったのです。 

 ということは、これはよくよく考えてみると、担い手の部分に※印をつけて、付

帯として（１）を書いておけばそれで賄えるし、２の中の構造改革の推進に※印を

つけて、下を見てくれと言えば３の（２）になるような気がするのですね、結局は。

ということは、問題的にはこんなにないのではないか。そういうふうに、この資料

を見ただけでは思ったのです。 

 それと、山田専門委員がいろんな中で確かに言われることで、私も納得すること



があるのですが、しかし、考えてみると、この集落営農の問題とか担い手の問題、

これから先の高齢化の問題というのは、農水省がいろいろ言う前から問題的にはわ

かっていたのですよね。ということは、ＪＡグループ辺りも、農地保有合理化法人

などという施策があるわけですから、本来そういうものを取得して、早め早めに農

地の取得を、はっきり言えばＪＡが農地を管理しながら、その地域の担い手にも振

り分けていくという方法も、これは国に頼らなくてもできる方法というのがあった

のではないかなと思うのです。 

 それと、農地とか地域で安定した作物を推進する必要があるというのも、これは

厳密に言えば市場原理だと思うのですね。市場原理でいけば、本来はＪＡがやらな

ければならない。ＪＡと生産者自ら取り組まなければならない問題でもあるような

気がするのです。国に要望しなければならないのは、本来、大豆をつくる、麦をつ

くるのであれば、基本的には日本の気候とか風土、土壌に合ってないわけでござい

ますので、そういった乾田化対策、基盤整備、大豆とか麦とかで言えば、気候に合

ってないのであれば、品種の改良とか、結局そういった部分で国に対して要望する

部分と、自分達が自ら取り組まなければならない部分というのは、本当はもうそろ

そろ明確に分かれてなければいけないのではないかなという気がします。 

 私、村田委員の意見の中でも若干気になる部分があるのが、大豆、麦がミスマッ

チの中で供給が過剰なのだと。国内産の麦、大豆ですね。僕は全然知らなくて、な

るほど、そういうことなのだなと思ったのです。だけど、僕は山田専門委員にも本

当はお聞きしたかったのは、本当にミスマッチなのかどうなのかということは私達

生産者はわからないので、結局、農水省なり農業団体がそれに対しての資料を出し

て頂けないかなと若干思っていたのです。僕達のつくっている品物がどういう形で

ミスマッチの中で過剰になっているのかというのが私はわからないのですよ。それ

を結果的に、逆に言えば、村田委員辺りから指摘されるということは、私ははっき

り言って恥ずかしいのです。だから、その辺のところを、農業団体としてわかって

いる部分があったら、もしそれが間違っているのだったら間違っていると訂正して

頂くだけですし、正しいのであれば、正しいことの中で、結局ミスマッチをなくし

ていくということの前向きさも必要だと思うのですよね。 



 だから私は、あくまで、誰を責めるとかいう話ではないのです。これは当然。た

だ、意見の中でやはり自分達がしなければならないものというものは明確に考えて

位置づけて、その中で何を望むかということを本当にやっていかないと自立という

言葉には到底たどり着けないのではないかなという一個人の考え方であります。よ

ろしくお願いします。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 安高委員、どうぞ。 

○安高委員  山田専務が最初に申された３課題の関連のところですが、私は、山

田委員がおっしゃるように、関連づけて議論しなければならないとは思ってますが、

今のままでは議論できないだろうと思っているのです。仕切りを取っ払って議論す

ればいいというものではなかろうと思っております。 

 なぜかと申しますと、例えば品目横断的政策でも、国際規律の強化に対応するた

めの品目横断的政策なのですね。農業からの内発的なものではないわけですね。で

は、この国際規律の強化というものを国家として受け入れるのかどうなのか、国家

のあり方がどうなのか、この問いかけがあるのか。国家のあり方を問いかけた上で

農業のあり方を導き出しているのか。その上でこういう議論がなされているのか。 

 私は再三、理念が重要だと申し上げておりますけれども、様々な意見が分かれて

ます。大体一致しているのですけれども、どこか整合がうまくいかない。なぜか。

最後の物差しがかけられないからです。この委員の中で、日本農業の持つ役割だと

か、この農業の基本的な理念というところで一致をみてないから、物差しがかけら

れない。だから、いつまでたっても平行線。 

 例え話で恐縮ですけれども、東京から大阪に行こうと。大阪に行こうというとこ

ろまでは一致するのですよ。会議に行くのか、親戚の結婚式に行くのか、引っ越し

で行くのか、ここで分かれている。だから、新幹線もいいよね。車もいいよね。飛

行機もいいよね。大阪に行くということは一致しているのですが、何のために行く

のかがわからない。だから、国際規律で来ている品目横断、仕方ないでしょう、い

いでしょうというのだけれども、その先にどういう農業を目指しているのかという



のが頭の中でばらばら、委員の中でばらばら、農政と現場でばらばらということが

起こっているのではないか。だから、もう尐し高い次元の物差しを当てないとこの

話はけりがつかないのではないか。仕切りを取っ払えばいいという問題ではないと

思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 今の点につきましても、現在は具体的な政策のあり方と同時に、しばしば、安高

委員を始め、理念についてのご発言を頂いておりますので、ある意味ではそれを両

方一緒に議論しているところがございまして、そこはあるところでやはりきちんと

整理するような必要があると思っております。 

○安高委員  入口です、これは。スタートです。 

○永石臨時委員  私の方からは、例えばここで、品目横断はいいのですけれども、

再三再四申し上げているのですけれども、いわゆる麦、大豆というときに、今交付

金制度がありますけれども、それに加えてどの程度をまずイメージしていくのか。

例えば生産費にプラス、所得に見合う分をちゃんと補てんしますよというのか、値

段が下がった、あるいは収量とれなかったといった場合のそういう、まずイメージ

が湧くのかなと。 

 それからもう一つは、何よりもその制度をするのに、当然、米と同じく需要に応

じた生産の確保と、言葉上はすぐわかるのですけれども、さっきから出てますよう

に、例えば大豆にしろ何にしろ、我が県もやろうとしているのですけれども、地産

地消といって、自分のところの県は自分のところで全部自給しようではないかとい

う方向でいたときに、各県ばらばら、そういう対応をしたときに、じゃ他県まで出

す、そこまで生産するのかどうかと。 

 例えばミスマッチと申しますけれども、品質上のミスマッチとか利用のミスマッ

チ、いろいろあるでしょうけれども、やはりその辺の情勢といいますか、ちゃんと

シグナルを出しながら、こういうのをつくるという仕方をしていかないと、単に需

要に応じた生産と言っても、確保と言ってもなかなか、生産者団体とか生産者まで



理解していくというのはかなり厳しい面が１つはあるのではないか。 

 果樹みたいに、果振法みたいにちゃんと計画をおつくりになれば、これは米と全

く同じ方向になりますけれども、そういうふうなことを、需要に合った生産の確保、

言葉上はわかるのだけれども、やはり具体的に。そしてもう尐し、例えば麦、大豆、

さっき言いました米について、村田委員からえさということがありましたが、これ

は私も考えているのですけれども、豆つくって、ブロックローテーションやって、

この労力を施すのだったら、やはりホールクロップとか、つくった米をえさにする

のが一番いいのではないかと。 

 前の米研究会で、えさにしたいけれども、年間の過剰米が需要変動、天気が良か

ったらいっぱい余った、天気悪かったら足りなかったと、こういう変動の中ではと

てもえさ米には使えないという議論もありましたけれども、その辺の整理を今度ど

うしていくのかなと。この辺はやはり考えておくべきではないかなと考えておりま

す。 

 それともう一つは、これをやるに当たっては、いわゆる担い手、対象とする農家、

これは、集落営農も地域によっては出てきますけれども、やはり構造改革、これが

避けられないので、今のいわゆる国際、グローバル化する中で、日本の最低の規模

要件といいますか、この位の農家でこの位はやはりつくろうと。米はもう出ている

のですけれども、こういうことでも例えば米をベースに考えていくのか、この辺を

やはり明確に出してもらっても私はいいのではないかなという気がしております。 

 その構造改革の推進に当たっては、やはり経営局長もおっしゃられたけれども、

今みたいにあちこちできるのではなくて、一本化していきたいという方向で前に議

論した経緯があるのですけれども、例えばもう尐し、今、森本委員も出されました

が、農協は合理化法人としてやれれば何も、解決するわけですよね。ところが、現

実、その法人がなっていても、資格はとっても実際は動かない。動かない背景は何

かというと、この前私も聞いてきたのですけれども、今は部落座談会に行っても農

家の人が集まらない。うちの県独特のシステムかもしれませんけれども、そういう

現象がやはり起きてきていると。かなり、集落営農にしろ農地の集積にしろ思い切

った施策を展開しないと、構造政策なかなか進まないのではないかなと考えてます。 



 従って、構造政策においては、例えば基盤整備したところは当然、補助金なり税

金使われているわけですから、例えば市町村なり地域で認定農業者に、ここで農業

をリタイアする、農地を利用してくれというのだったら、そういうゾーンを形成し

ながら合理化法人に優先的に預ける。預けて、それを認定農業者に全部張りつける

というぐらいの思い切った施策をとっていかないと、現実はかなり反発あるかと思

いますけれども、そういう施策をとっていかないと、なかなか構造政策というのは

進まないのではないかなと。まして、先ほど申した効率的な団地化を進めるなんて

いうのはかなり厳しいのではないかと思っております。 

 特に集落営農、私も当然、大規模農家なり担い手ができないと、地域においては

集落営農を進めなければならないと思ってますけれども、集落営農を進めるに当た

っても、現実には、例えばうちの合理化法人が農家の部落座談会に行っても、なか

なかまとまらないですね。農地の利用については。なぜかというのは、そこの住む

環境の中に、あのうちには農地貸したくない、この論理というのは意外と根強い。

これがやはり集落でまとまらない大きな要因。まとまるのは、そこに経済的メリッ

トがあるときにはかなりまとまる。こういう状況なものですから、その辺を踏まえ

てどう政策を展開していくか。 

 構造政策の場合は、特に山田審議官にお願いしたいのですけれども、一貫性でや

ってほしい。一本化するのはいいです。施策そのものも構造政策として一貫性をず

うっと目的につくまでに貫いてほしい。これをころころ変えられますと、現場の方

はやはり非常に困るということでありますので構造政策を重点に進めないと、単に

担い手とかなんとか言っても、それを育てる方向をぴしっとしていかないと、幾ら

いいタイトルをつくっても中身がついてこない。これをぜひお願いしたいなという

ことです。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、中村委員。 

○中村委員  今、品目横断で議論されておりますが、座長さんも整理してますが、

この対象者の考え方と担い手の議論が一緒になっていてわかりにくい。これはいわ



ゆる所得対策を行う経営体をどうするかという話なので、集落営農も含め、効率

的・安定的経営が対象となるのは良いと思いますけれども、これを目指している任

意の組織で集落の農地管理をとりあえずやっているような組織はどうするのか。 

 前から申し上げてますように、結局対象となるのは、きちっと法人格をもち、経

営の自主性と責任を持って、その経理も公開できるそういう集落営農、そういった

家族経営法人かと思います。ただ、経営体にまで届かない集落営農も地域の担い手

としては必要でありますから、そこのところは他の政策で支える必要がある。やは

り担い手をここの集落営農は地域を支えている農業経営ではないという様にきち

っと整理して対象を明確にする必要はないか。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 もしよろしければここで、だんだん時間も経過しておりますので、この資料２の、

ただいままでは「品目横断的政策への転換」についてご議論頂いたのでございます

が、次に、１つ飛ばしまして、「担い手・農地制度の見直し」、こちらの議論も併

せてご発言頂ければと思います。 

 それで、この項序自体はこれまでの２ラウンドの議論の項序を便宜的にこの整理

にも適用したわけでございますけれども、問題の整理としては、いろんな考え方ご

ざいますけれども、品目横断的政策というのはある意味では市場対応、これは国際

的な側面も含めてでございますが、こういう切り口からの政策の構築という面が強

いかと思いますし、担い手・農地制度というのは、特に農地という、農業を農業た

らしめている生産要素といいますか、生産資源の投入なり、あるいはその合理的な

あり方に関わる問題でございますので、ある意味では土台とその上に構築されてい

る農業経営という、こういう関係にもあるかと思います。従って、この際、「品目

横断的政策への転換」、その次に、今からの時間、「担い手・農地制度の見直し」

という議論をしてはどうかと思います。ついでに申し上げますと、農業環境、ある

いは資源の保全といいますのは、さらにそのベースといいますか、その周りを囲ん

でいる問題という言い方もできるかと思うわけでございます。 

 それで、安高委員から入口がはっきりしないではないかという議論がございまし



た。私なりに、これまでのご議論も踏まえて、現在私どもがどういう方向で議論し

ているかということをちょっと考えてみますと、我々、この基本計画の見直し、農

政改革は、当然のことながら、基本法の目的なり理念に即したものとして検討を進

めているわけでございます。ただ、基本法の目的はたしか４つあったわけでござい

ます。食料の安定的な供給、多面的機能の発揮、それから農業の持続的発展と農村

の振興。あえて現在の議論のウェイトというようなことを言えば、食料の安定的供

給、それからそれを支える持続的農業、この中には農業の望ましい構造を確立する

ということも含めてでございますけれども、そこの部分にウェイトを置いて議論を

進めてきているのではないかと思うわけでございます。 

 持続的農業の中には、当然、環境への負荷の問題もございます。そういう意味で

は、安定的な供給、またそれを支える農業のシステムどうあるべきかということが

議論の大きな流れにはなっているだろうと思います。ここはいろいろな考え方があ

るかもしれません。例えば、今回、多面的機能については実はそれほど議論してい

ないわけでございます。それは、ある意味では現在の議論について一定の整理とい

いますか、優先項位をつけて議論しているわけでございます。 

 それから農村の振興という点も私は非常に重要な政策課題だと考えております

けれども、今回はいわば地域資源の保全という辺りから、農村政策へのルートとい

いますか、連絡がつくような、そういう形の議論になっているかなと考えておりま

す。 

 尐しいろいろ申し上げましたけれども、そういった私なりの頭の中にある整理も

前提に、この「担い手・農地制度の見直し」について、私なりの整理を改めて申し

上げたいと思います。 

 それで、この論点につきましても、１番目の「見直しの考え方」については概ね

異論はなかったのではないかと思っております。つまり、地域の実態を踏まえた担

い手の育成・確保及び担い手への施策の集中・重点化、それから優良農地の確保・

有効利用の促進、こういったことが見直しの際の基本的な観点であるという点につ

きましては、それほど異論はなかったのではないかと思います。ただ、具体的な点

につきましてはまだまだ十分な議論に至っていないと思います。 



 それで、「担い手施策の検討方向」についてでございますけれども、まず、経営

体の育成・確保に関しては、特に認定農業者制度の改善の必要性について相当なご

議論があったと理解しております。それから多様な担い手の確保という観点につい

ては、先ほどの集落営農をどう考えていくかということについても、もちろんある

意味ではここに含まれるわけでございますけれども、さらに、農業経営は行わない

が農作業受託を行うサービス事業体でありますとか、あるいは特区制度により参入

している、あるいはこれから参入する株式会社などをどう位置づけるか。位置づけ

るかどうかということは、種々の政策支援の対象とすべきか否かということも含ん

でいるわけでございますけれども、この点についても幾つかの議論があったように

思います。 

 それから経営体の育成・確保という点では、これは山田委員がご指摘になりまし

たけれども、主業農家がいない集落が半分を占めると。これは多尐地域性に留意す

る必要があるかと思いますけれども、たしか、平地農業地域でも３分の２の集落に

は主業農家が存在するけれども、３分の１の集落には存在しない、大体そういうス

コアだったと思うわけでございます。この辺りについてもさらに議論を深めて頂く

必要があるかと思います。 

 なお、この整理でございますけれども、言葉として経営体、それから担い手――

担い手にも括弧のついているのとついていないの、これはこの際とりあえず外して

おいてもいいのかもしれませんけれども、あるいは人材という表現があったり、あ

るいはこのほかに、基本法の中には農業者という表現もございますし、農業経営と

いう表現もございます。 

 それで、これは私の提案といいますか、こういうことを念頭に置いて頂いてはど

うかということでございますけれども、これはいずれ整理する必要があることは間

違いないと思います。尐なくとも、新たに造語をしてさらに複雑にすることはぜひ

とも避けたいと私は思っておりますが、これは議論が出尽くして政策をきちんと組

んでいくところで、最終的なかっちりした概念なり言葉の整理をするということに

してはどうかと思います。今の段階であまり固い定義を与えてしまいますと、それ

でちょっと議論がやりにくくなるようなこともあるかと思います。 



 ただ、その都度その都度、これは事務当局にお願いしたいわけでございますけれ

ども、使っている言葉がこういう意味合いでさしあたり使っているということは明

示をして議論をして頂きたいと。しかし、最終的にどういう言葉がいいかというこ

とについては、全体像が見えてから整理してはどうかということでございます。 

 それから、長くなって恐縮でございますけれども、農地制度の問題でございます。

これは前回のこの部会におきまして徹底した見直しが必要という認識が事務局か

ら示されております。これは、先ほど山田委員も村田委員のご発言を引かれまして、

山田委員も反対ではないということをおっしゃいましたけれども、委員の多くの皆

さんも、この際徹底した見直しが必要であるという点につきましてはご異論がない

のではないかと判断しております。 

 ただ、農地の権利移動規制と権利移動後の利用確保措置、先ほど冒頭のご説明で

は、入口、出口の規制という表現を使われましたけれども、このあり方につきまし

てはまだいろいろなご意見があるように思います。加えて、まだお考えを明示的に

はお述べになっていない委員の方もこの論点については尐なくないように思いま

す。この点につきましても、今もしご意見があればご議論頂ければありがたいと思

います。 

 尐し長くなりましたけれども、担い手・農地制度につきましてご議論頂ければあ

りがたいと思います。 

 安高委員。 

○安高委員  この担い手・農地と来たときに、いろんなところで法律的に農業に

従事する者という部分が出てくるのですが、農業に従事するというところが、非常

に、今の時代にもう適応していない。法人が参入してきていいかどうかというより

も、今の体系では農業者でも不都合が起こる。なぜかと申しますと、例えば売れる

米づくりと言われておりますが、売れる米をつくらなければいかんわけですが、売

るという部分に関しては農業ではないはずなのです。私がもし販売に携わったとし

ます。これは農作業ではないらしいのですね。経営管理をしている、これも農作業

ではない。コンピュータにデータを入力している、これも農作業ではない。草取り



をしている、これは農作業なのですね。ミカンを収穫している、これも農作業です。 

 ちょっと話、横へ行きますが、認定農業者制度で経営改善計画をつくったときに、

経営者は大体時給 3,000円位にならないとどこの市町村の基本計画でもクリアし

ないはずです。時給 3,000円というのは、稲作が相当効率化したときに、10アー

ル当たり 10 時間から 30時間位ですけれども、20時間以内でおさめたときにやっと

労働報酬が 3,000 円位になるのです。イチゴ、ハクサイ、ホウレンソウ、通常の野

菜、例外は除いて、良くて時給 1,000円台。1,500円いけばいい方だと思います。 

 ちょっとひどいところは 1,000 円切ります。 600円、 700円というのもありま

す。ほとんどの農作業が時給 700円位のパートさんを入れて、やっとやれるという

状況なのです。その中で時給 3,000円をとりなさいという経営者が農作業できると

思いますか。農作業やっていたら、時給 700 円しかもらえないのですよ。販売やる、

経営管理やる、新しい技術を取り入れる、これをやらないと認定農業者の経営者は

基本計画に合致する所得が得られないのに、そういう作業というのは農作業として

認定されていない。法律の体系がそういうふうになっている。 

 そういうふうに見たときに、農作業そのものも合わないし、農業経営というのも

よく議論されますけれども、農業の中の経営というものが何なのか。ずっと農業し

てきました。私、25 年間、専業農家してきました。それでも農業における経営って

何だろうと思いました。特に食管法が生きていた時代の米なんて、経営があっては

いかんわけですから、そういう中で、そういう制度を引きずった中で経営を持ち出

し、農作業を議論し、それの上にどんと乗っかっている農地という制度を議論して

いるわけですよね。 

 そういう意味で、基本的なところを、今の農業、これだけ状況が変わっているの

に、法律が全然対応していない。対応していないにもかかわらず、さらに新しい課

題、法人化に取り組もうとしている。そんな大きな矛盾をはらんでいる。矛盾をは

らんでいるものに新たな時代の変化を背負わせて、そして議論しろと言われている。

こういう、現場から見ると大変な矛盾がありますということをお伝えしておきます。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。そういった問題状況も踏まえて、そ

の上で徹底してと、こういうことになっているのかなと、尐し役所の肩を持った言

い方をしますが、そういうことかと思いますが。 

 それでは、村田委員、どうぞ。 

○村田専門委員  安高委員がおっしゃるように、過去の、昔の農業というのは農

業生産だけで、あとの流通、販売なんていうのには手を出してはいけなかった。手

を出すと食管法のもとでは罰則の対象になったわけですね。ところが、今はそうで

はない。生産から流通、販売まで、原材料の投入から販売、営業までやる。その生

業が農業としての面白さ、働きがいではないのかなとよそ者としては見ているので

す。ですから、そのように意識改革も今進みつつあるのではないか。そのもとでの

農政改革だと私は思います。 

 それで、この担い手・農地制度ですけれども、担い手の話ですが、これも確かに

悩ましい話です。山田さんのおっしゃるように、対象者を絞ってしまうと担い手の

いない集落ができるということですけれども、逆転して考えると、品目横断的な経

営安定政策、直接支払いを行うことが担い手を育てることになると思うのですね。

つまり、直接支払いという制度を導入することによって担い手を育てる。つまり、

国が担い手を支援する制度が、構造改革を促進して結果的に担い手を育てるという

か、生み出すという側面もあると思うのです。 

 仮にある集落において支援の対象となるような担い手がゼロの集落があったと

します。それが半分あるというのはちょっと政策として仕組みとして問題があると

思うし、山田さんのおっしゃるように、それは農政が行き届かなくなってしまうと

いうことなのでそれは問題かもしれないけれども、ある集落において支援の対象と

なる担い手がなくても、ない場合にはその集落はいろいろ考えると思うのですね。

それまでの、いい加減なという言い方はきついかもしれませんが、いい加減な集落

営農が、もう尐し経営を判断する自主的な、経理も公開するような法人化した集落

営農に発展していくことになるかもしれない。そういう構造改革を進めるという意

味でも、この品目横断的な政策、直接支払いが非常に有効だというか、必要なのだ



と考えるべきではないかなと思います。 

 それから農地制度ですけれども、これは哲学論争みたいのをやっても見解の違い

だけで前進しないと思うので、それをあまり刺激したくはないのですが、これは非

常に大事な話です。今の農地法は、誰が所有するかということに重きをおいていま

す。地主であるか小作人であるかということですけれども。誰ならよくて誰ならだ

めだという考え方ですが、これからは、誰であろうが、農地を農地として利用する

人はいい人であって、利用しない人は誰であってもだめだという考え方が必要だと

思うのですね。 

 そういう意味で、先ほど皆川課長が説明された、例外規定が９割というのはすご

いなと思いました。私は前回も言ったように、つぎはぎのつぎはぎが目立って地肌

が見えない状態になっていると思うので、ここはやはり農地の保全と効率的な利用

という観点から新たな農地制度を模索すべきであると思います。 

 ただ、中村さんから毎回反論のあることについても、私は気持ちとしてはわかる

のです。株式会社なんていうと、そんなの、また転売するのではないかとか、産廃

置き場にするのではないかとか。ＮＰＯとかに形を変えているけれども、結局産廃

屋さんが狙っているのだから、気をつけろというご心配について、私も同感なので

あります。ですので、しっかりしたゾーニングというのですか、今でも一応農振法

という形でゾーニングがあるけれども、尻抜けになってしまっています。中村さん

にも考えて頂きたいのは、耕作放棄地があって新たな担い手が必要だという側面と、

今守るべきだと中村さんの主張される現状をどう認識するかです。虫食いの転用が

たくさん行われていて、耕作放棄が行われていて、産廃の置き場が現状であるわけ

ですね。なぜ産廃の置き場になってしまうのですか。あってはならないはずでしょ

う。ないしは虫食い的な転用というのがありますね。優良農地のど真ん中にカント

リーエレベータがどんとありますね。何であんな転用を許してしまうのですか。そ

れを農業委員会が認めてしまっているわけでしょう。今の農地法のもとでやってい

るのですね。別に違法でやっているとは思わないので。 

 ですから、そういう意味だったら、今の制度ですら、尻抜けというか、甘いので

あって、もっと中村さんとしては規制強化を主張すべきだし、農地を農地として利



用するのだと言わなくてはいけない。農地として利用しないやつはゴツンするとい

うか、お仕置きをするような仕組みはぜひ必要なのではないかと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにいかがでございましょうか。新開委員。 

○新開委員  主要３課題の主な論点が出ておりますけれども、日本の農業があま

りにも高齢化して衰退してきているからこういう問題が出てきているわけですか

ら、日本農業の目指すべき方向がここに大きく私は出てきているのだなと思います。 

 それで担い手ですけれども、担い手に集中化・重点化と最初に出てますけれども、

２枚目の「担い手施策の検討方向」になりますと、明確化がきちんとできていない

し、認定農業者制度の運用見直しとなっておりますので、早くこの担い手を明確化

することが私は一番重要ではないかなと思います。 

 日本農業がどれ位のしっかりした農業者を残さないといけないという目標があ

ると、若い人も、ああ日本は農業にまだ力を入れるのだなというのがあるのです。

今までのように、頑張っていても農業というのが、最初から言ってますように、10

アール持っている人も大規模も農家ということで縛られてきましたので、なかなか

若者が発揮できる部分というのが歴史的になかったし、女性達もそういうことがで

きなかったのですね。それで、担い手の集中化というような言葉を使う前に、担い

手にはどういう人達を柱にするのかというのが私は早く決めないといけないので

はないかなと思います。 

 それから対象者の考え方ですけれども、先ほど村田委員がおっしゃったように、

農業というのが生産から加工・販売までというような時代に迫ってまいりましたの

で、売る農業者が増えてきて、非農業所得といいますか、ちゃんとした言葉が浮か

びませんけれども、生産で働く農業所得と非農業的ですね。例えば、私は今農産物

直売店をしておりますけれども、自分で夫から自立することが夢でした。梅を自分

で加工しておりますけれども、非農業的所得がどんどん増えていくのですね。これ

からの農業というのはだんだんそういったところで、安高委員もおっしゃいました

けれども、農業というのがどこまでが農業で、だんだんサービス業までいく時代に



入ることは確実と思うのですね。 

 それで、対象者の考え方として、どんどん農家が生産して、加工して、販売まで

いった場合に対象者となり得るのか。そこら辺まで考えていかないと、自立がいい

というのですけれども、本当に自立させてしまうのか、コントロールしながら農業

者として残すのかですね。若い人とか、これから農業を目指す人というのはかなり、

現場で生産するだけでなく、売るまで、最後まで加工していきたいと思うのですね。

そういう場合の対象者の考え方というのがどういうことか。もう一つは、農地制度

の検討ですね。先ほどおっしゃったように、本当に農業をする、利用する人に権利

を与えるようにしていかないと、本当に守るべきものが守られていかないと思いま

す。 

 特に農地の転用なんかが、虫食いになって、仕事をする方としてもとてもやりに

くい状態が日本のあちこちで出てますね。例えば、ここには絶対家が建たないと思

っていたところにポツンと建てられて、長い間畜産とか肥育牛をしていた人達が山

に追いやられていく形というのが非常に多いので、中村さんが隣にいらっしゃいま

すけれども、中村委員にこの農地の転用はしっかりこれからして頂きたいと思いま

す。 

 それから相続税ですけれども、都市農家は特にですけれども、相続税というので、

本当に３代も続かないですね。都市に緑を残したくても残せない状態が出ておりま

すね。あまりにも高い相続税で農業が続けられないという状態も出ておりますので、

農地制度の検討というのはかなりしっかりして頂きたいと思います。よろしくお願

いします。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。農業の川下の流通ですとか、あるい

は加工の部分の付加価値といいますか、これを含めた所得なり収益についても尐し

問題意識を持って頂きたいということでございました。これはあまりこれまで明示

的に出ていなかった論点かと思いますので、しっかり押さえておきたいと思います。 

 それでは、中村委員。 



○中村委員  農地制度の問題に関わりまして今ご意見があります。私も今までい

ろんな意思表示はしてまいりました。いずれにしましても、この 50年という歴史、

経過をとらえて、やるかやらんかという問題ではないと思っております。基本的に、

規制改革が進む中で、社会的規制なり経済的規制、これがごっちゃになって議論さ

れているのではなかろうかという気がしております。食管のように、経済規制、こ

れはまた必要があれば取り戻すということはできますけれども、この農地制度の運

用については、今いろいろご意見がありますように、見直しをしていったらいいと

思ってますが、基本的な理念について離してしまってあとで戻らないというところ

をどこで担保するかという点をしっかり踏まえて見直しをする必要はあるのだろ

うと思っております。 

 それから言葉としては、これは誤解もあるのだろうと思いますが、前回も、農地

は農家でないと所有できないというようなことを言っておりますが、自然人であれ

ば誰でも耕作する人は農地は持てるわけでありまして、それは誰も排除はしてない

のでありますが、先般の経済界との話のときも、どうもそこは誤解ではないでしょ

うかという話をいたしました。今でもどんどん新規参入はしているわけであります。

それから幅広い担い手、多様な担い手も必要でありますが、例えば特区の問題はも

う尐し検討して頂きたいと。あれを否定しているわけではありませんでして、我々

も一応認めてはいるわけでありますから、もう尐し検証して、本当にこれが地域社

会の混乱を招かずに、土地の利用、水の利用を含めて、それから同時に共存できる

というところの検証はしてほしいということを言っているわけでありますし、それ

から株式会社も譲渡制限つきのものは今でもできるわけであります。今 40とかい

っていますが、認められている以上は入って農業経営をやってもらったらいい話で

ありまして、そこを取っ払うかどうかというのは基本理念のところに関わる話であ

りますから、そこはそこでまた別途ご議論頂いたらいいなということであります。 

 それから利用しないで取り上げるというのは本当にできるのだろうかというこ

とと、ゾーニングだけでいけるというのは問題だと思います。 

 今もお話がありますように、ゾーニングして、農振地域を持っておりますが、こ

れは逆に価格格差が開いて、価格が安いことから公共事業は４割がここで行われ、



大規模転用が行われるという実態もありますし、それからゾーニングすれば、永久

農地論というのもありますけれども、これもどうも担保するものが何もないという

ことでありますので、基本的な理念、なぜ民法から離して農地法があって、そこで

そういう譲渡制限かけられているか、そういう点も幅広く議論を頂く必要があると

思います。 

 これは持っている農地所有者が、すべて農業で生活している農家とは言いません

が、相当な負担をかけて管理をし、それからかなりの税金も都市近郊では払い、自

由に売ることもできない、利用の制限もされるという中で我慢している点もあるわ

けでありますから、そこのところを将来的にどういうふうに担保できるのかという

ことも含めてやりませんと、表面上の利用の問題点等からだけで利用しないからと

いって取り上げるというのは問題になるのではなかろうかと思っておりますので、

これは十分に、50年という歴史の中で実態を踏まえてご議論をして頂きたいと思っ

ております。 

 ただ、現場に問題がないこともありませんので、まず制度的にも直したらいいと

いう点もあろうかと思います。そこは、おっしゃるようなことも含めてご検討頂き

たいと思っておりますが、いずれにしてもそういう基本的な、民法から離れてこう

いう法律をつくらなければいけなかったという日本における土地制度の特殊性を

踏まえた理念をどう考えるのか、ご議論頂きたいなと思っております。 

 それから担い手につきましては、先ほど申し上げましたように、集落で主業農家

が５割もいないということですが、この前も事例を申し上げましたけれども、広島

県では地域の担い手として地域がいろんな方法でいろんな組織をつくってきてお

ります。これは農業経営の主体にはなっておりませんが、将来は農業経営の主体に

なるだろうし、またそういうふうに指導はしているわけでありますが、そういうも

のもありますので、実態々々にはそれぞれが、統計上は主業農家がいないといって

も、放置されているわけではなくて、誰かが何らかの形で管理をしていると。そこ

をどういうふうに援助して支援していくのかというのは一つの政策論でありまし

ょうし、それをやはり経営体として、あるいは地域の担い手としてきちっと位置づ

ける筋道を、先ほど座長も言われましたが、どうつけていくのか、政策はどうする



のかという点は重要なことだと思っております。 

 それから集落の問題についても、集落にある農地は集落でだけというところもあ

ると思いますが、経営は自由に、自分の自主性と責任を持って広がっているわけで

ありまして、地域を超えていくものも多くみられるので、それがやはり排除されな

いという受け皿づくりも必要であります。そのため意識改革を含めた政策論が必要

ではなかろうかと思っております。 

 それから特に認定農業者制度については、農地の利用なりを地域で明確化しなが

ら、この人は本当に担い手、認定農家だよということがわかるような仕組みをつく

って頂きたいと思っております。 

 お手元の資料は、全体的な話として意見をまとめております。非常に多岐にわた

っておりますし、今ご意見が出ているような点についてもそれぞれのところで触れ

ているかと思います。先ほど流動化の問題も出ておりましたが、お話がありました

ように、現場に行きますと、やはり動かない理由は、小さいとか、同時に、担い手

がいないだけではなくて、やはりあの人には貸したくないというのが依然としてあ

ります。従って、そういうものを消すような、今の保有合理化法人で消えないとす

るならば、それが消えるようなやはり受け皿、中間保有とかそういうものについて

ももう尐し新しい観点で見直さなければいかんのではなかろうかということで書

いておりますので、時間的にすべて申し上げられませんが、またお目通し頂いて、

次回のときに議論して頂ければと思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。この資料は全国農業会議所としてお

出しになったものでございますか。 

○中村委員  意見として私として出しておりますが…… 

○生源寺部会長  中村委員のご意見ということですね。 

○中村委員  はい。積み上げてきた内容のものもありますし。 



○生源寺部会長  わかりました。どうもありがとうございました。次回での議論

ということになるかどうか、ちょっとそこは今後の進め方次第だと思いますけれど

も。 

 それでは、安土委員。 

○安土専門委員  今まで出たことに関連して１つと、それから安高委員から出た、

入口というか、全体的なことについて１つ申し上げたいと思うのですが、農業の方

から販売というところまで、売れるものをつくるというところまで考えなければい

かんというのは全くそのとおりだと思いますし、マーケティングというものの考え

方は売れるものをつくるということで、つくったものを売るということでないとい

うのはもう産業の世界の方では 30年か 40年前に切り替わったことです。 

 ただ、それが農業者が販売したらいいかということとは結びつかないということ

を１つ言いたいわけですが、私は、自分のやっておりました食品スーパーのチェー

ンで一番やってはいけないのは製造することだと。それから農業に参画することも

いかん。それから製造業に参画して支配するということは夢にも考えるなと言って

おりました。それは、その分野でのエキスパティーズというか、専門知識というか、

非常に難しい分野だと。 

 同じように、実は小売も非常に難しゅうございまして、特に食料品、肉、魚、野

菜、生鮮は食品スーパーで販売するわけですが、このいわばノウハウの難しさ、奥

行きの深さは、何と言ったらいいのでしょうか、私自身、数十年やってきて驚いて

いるほど奥が深いのです。従って、そこに妙な形で農業が入っていくということは

かえって非常にまずいことになると思うので、問題解決の方法は、やはり販売の現

場と農業との間のコミュニケーションではないかと。 

 私、先ほどずっと伺っていて考えたのですが、私自身、スーパーマーケット協会

のある、70社程の会の会長をしたり、自分でも会社をやっていたわけですが、そう

いうところに、農業をして実際つくっておられる方が一体どうやって小売の段階で

販売されて、どうやって消費者と接しているのかということについては、セールス

プロモーションでおいでになることは別として、ほとんどないのですね。もっとそ



ういうことを味わって頂けると、一体どんなものが売れるか。例えば形はこだわら

なくていいなんていうけれども、消費者がこだわっているわけですね。非常にこだ

わっている。Ｓ、Ｍ、Ｌと分けるのがいいかという議論を言ったって、消費者はＳ、

Ｍ、Ｌがきちんとしてないと買ってくれなくて、全部半端なものは残っていくわけ

です。口でおっしゃっていることとやっていることが全然違うのですね、消費者の。 

 従って、そういうことを実感して頂かないとまずわからないということと、一方

で消費者に何を教育すべきかということも、そういう場にお越し頂かないとわから

ないと思うので、そういういわば販売と製造と、あるいはそれを結ぶ中間段階にお

ける現場を互いに知り合うような機会を制度的につくるような時代になっている

のではないかというのが今日出てきた話についての感想です。 

 それから安高委員がおっしゃった入口の問題は、私は実はもう入口の話ばかりし

ておりまして、具体的なことがわからんということもあるわけですが、この資料１

の８ページの「考え方」の上から２番目に目的と手段云々と書いてあるのは私の意

見をまとめて頂いたことではないかと思うのですが、このことについては全く今も

同じでございまして、その３行目の、長期的に安全・安心な食料が安定的に供給さ

れるということを農業の使命と考えて、他のことは使命と考えるべきではないので

はないかと。何か景観の保持だとかいろんなことを使命とごちゃごちゃにしている

ようですが、農業の使命は長期的に安全・安心な食料が安定的に提供されることで

あって、それ以外はないと思うのですね。あとは制約条件であったり、あるいは、

この条件はどんなにその目的が重要でも崩していけませんよというものもあると

思います。あると思うけれども、それは目的ではないと思うので、目的と手段をは

っきり分けなければいけないのではないか。そして、その制約条件が実は社会の置

かれた状況によって変わるのですね。 

 もう皆さんご存じかと思いますが、マズローという心理学者が欲求段階説という

のを出しておりまして、これはご存じだと思うので簡単に言いますが、一番下の欲

求から言いますと、生理、安全、自我、社会、自己実現という５つ段階があるとい

うことで、例えば消費者の心理でいうと、終戦直後のような状況だったら、危険な

ものでも飲もうということでメチルアルコール飲んじゃおうというのが一番下で



ございますが、その上に安全と来れば、とにかく死なない食い物だったらいいよと

いうレベルがあり、それからおいしいものが食べたいというのは自我のレベルであ

り、そして農薬とか遺伝子組換えが問題だというのは社会的欲求のレベルではない

か。そして景観が重要だというのは、自己実現欲求が消費者に非常に強くなってい

るときに出てくる欲求ではないか。 

 今何でこのことを申し上げるかというと、私が一番気がかりなのは食料危機なの

ですね。これはまさに政策の話ですから、これから 10年、20年の間に我が国が食

料危機に直面したようなときにどうすればいいかということこそ考えておかなけ

ればならないことであって、現在の農業が儲かるとか儲からないとかいう話よりも、

そちらの方が政策においてはより重要だと思うのですね。 

 そういたしますと、現在は日本社会非常に豊かですから、自己実現欲求、あるい

は社会的欲求を消費者が持っているというところにターゲットを合わせて議論が

行われておりますが、仮に、昨日ですか、一昨日だかの新聞にもあったように、氷

河期的な時期が来るとか、あるいはそんな大げさなことでなくても、国際関係の中

で食料が供給されなくなるというような状況において、まだ遺伝子組換えは問題だ

とか、そういう話になっているかどうかということも論議しなければならない。 

 そうすると、食料危機というものが、戦争で全部破壊された生理的欲求の段階ま

では落ちるとは思わないけれども、自我の欲求がちょっと満たされなくなる程度ま

で、欲求段階説の下から２番目か３番目のぎりぎりぐらいまで食料供給が難しくな

ったときを想定して、そのときに耐え得るような状況をつくっていくということが

１つどうしてもあって、そしてそういうことを一応前提にして、現在の日本におい

て農業者がどうだとか、そういうことが問題になってくるのではないか。 

 何かその辺りがはっきりしないまま、政策でなければいいのです、今日の今の農

業をどうするかというだけのことだったらいいですけれども、我々、消費者の一員

であり、販売している人間として考えれば、一番重要な食料が十分供給されなくな

るときにどうするかという問題が全然話に出てこないのが私は非常に納得できな

いような気がいたします。 



○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 ちょっとお待ち頂けますか。今のご発言につきまして、恐らく食料の自給率、あ

るいは自給力といいますか、この議論に当然この部会としても入ってまいります。

現在も別に発言を封ずるつもりは全くございませんけれども、恐らくそういうこと

になろうかと思います。まだご発言あるかと思いますけれども、ここで一応次のテ

ーマに移らせて頂きます。その中でご発言を頂くという形にさせて頂けますでしょ

うか。 

 また、今日は 12時半を一応の終了の目途としておりまして、幾つかまだお諮り

したいこともございますので、一応「農業環境・資源保全政策の確立」、資料２で

言いますと、もう一度１ページに戻って頂きまして、ここについて私なりの整理を

一応今から申し上げます。あとは、この点も含めてむしろご自由にご議論頂ければ

と思っております。 

 それで、この農業環境、それから地域資源の保全政策については、これも政策確

立の考え方につきましては、創意工夫をもって取り組む農地・農業用水等の適切な

保全でありますとか、生産全体を環境保全を重視したものに移行させる、あるいは

効率的農業の推進と環境保全との両立、こういった観点が重要であるということに

ついては大方の賛同が得られているのではないかと思います。 

 ただ、３点目の効率的農業の推進と環境保全との両立については、両立は難しい

のではないかというご意見もあったかと思います。この辺り、効率的農業が何を指

すかということにも関わるわけでございますけれども、この点はまだもう尐し深め

るべき余地があるような気がいたします。 

 それから「資源保全施策の検討方向」でございますけれども、保全管理に重点を

置いた施策体系への移行、あるいは環境保全を重視した施策体系への移行、地域の

取り組みを基本とした柔軟な取り組みといった点については、概ね意見が一致して

いる、こういう方向で考えていくべきであるという点では一致していると考えます

が、ただ、具体的に誰がどのように保全するかということについてはいろいろ議論

がございました。 

 特に国、地方公共団体、あるいは農業者等の中での役割分担、あるいは地域住民



ですとか、あるいは非農家のＮＰＯの役割といったようなこと。さらに、そういう

ヒューマンパワーといいますか、人的な資源がその地域にあるのかどうかという論

点もお出し頂いたように思います。施策の手段として、これは最初の企画評価課長

の資料説明にもございましたけれども、いろんなタイプの支援策をどう組み合わせ

ていくか、この辺りはまだ実はあまり議論が進んでいないように思います。 

 それから「農業生産環境対策の検討方向」につきましても、規範の明確化、ある

いは環境重視への取り組みを先導する農業者の育成といった方向については特に

異論はなかったかと思いますけれども、ここも施策につきましては、事務局から多

尐の参考事例の提示ということはございましたけれども、やや今の段階では具体的

な提案に欠けるということも私はあったように感じておりまして、そのこともあっ

て、まだ十分な議論ができていないのではないかと思います。 

 欧米の直接支払い、環境に関してでございますけれども、これに学ぶべきである

という点をご指摘頂いておりますし、あるいは環境に良い、すぐれた農業に取り組

むことが経営上の利益につながる、つまり、価格のプレミアムが得られるというこ

とを通して経営上の利益につながるような、そのための条件整備も必要であるとい

う議論もございました。こういった点を含めまして、環境負荷の低減のためにどう

いう施策が必要かということについてご議論頂ければと思っております。この柱、

主要課題につきましてはもう尐し深めるべき点が残されているというのが私の今

の時点での印象でございます。 

 それでは、この分野、あるいはそれ以外のことでも結構でございますので、ご発

言頂きたいと思います。まず、関連ということで安高委員から。 

○安高委員  先ほどの安土委員の発言の中で、ほとんど理解して頂いているとは

思うのですが、販売の部分が、実は今、例えばＪＡの場合は、来た野菜、市場に出

した場合、無条件委託販売という形になります。そして消費者に直接売り渡すとき

は直売という形になります。私どもがこれから、いい悪いは別にして伸ばさなけれ

ばならないのが直販という部門。これは例えば農協なり生産者が小売店なり卸さん



と直接取引をしていく、こういう部分の販売が必要ですよというので、私のイメー

ジなんかでは直売というのはそんなに大きくありませんので、一応ご説明だけ。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、そのほかの方、いかがでございましょうか。この第３番目といいまし

ょうか、資料で言いますと２番目の柱以外のことでも結構でございます。村田委員。 

○村田専門委員  環境・資源保全政策ですけれども、これまでの議論で当局の方

から出された資料は大体評価しています。１つは、この部会長の整理された論点に

もありますけれども、地域自らが創意工夫するとか、地域の取り組みを基本とする

というようなことが非常に大切で、そのためにどういう政策が必要なのかというの

がポイントです。環境維持とか地域資源の保全のためにどういうことが必要か考え

ると、それは既に行われている、中山間地域等直接支払みたいな形で、その使い道

について非常に自由度の高い支援策というのですか、どう使うかはその地域の取り

組みに任せるという政策が具体的政策としては浮かび上がってくると思うのです。

自由度を高めると、中には首を傾げるような使い方もあるかもしれないけれども、

そのことに目くじらを立てるのではなくて、むしろ地域の創意工夫ないしは地域の

自主的な取り組みを評価すべきだと思うのです。 

 中山間地域等直接支払の成果をさらに拡大・拡充して、この農業環境維持という

ことに対しても直接支払制度を導入することが政策として有効なのだと思います。

それは純粋な農業環境維持ということもありますし、もう一つ、当局からの説明に

あったように、生産活動に伴う環境負荷低減策として環境支払制度というのを導入

したらいいと思うのですね。ヨーロッパにおける事例と、あと滋賀県の事例があり

ましたけれども、農薬や化学肥料を使わないというはっきりした数値目標を掲げて、

それをクリアしたらごほうびを出すという政策、そういう誘導策が非常に効果的だ

と思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。杉本委員。 



○杉本臨時委員  いろいろお話を聞いていたのですけれども、自分は自治体の方

におりますけれども、私、個人的なことで、自治体の長全員のことではないとは思

いますが、いろいろ反省させられることがありました。地方の我々はこれまで農政

を進めてまいりましたけれども、これまではややもいたしますと国の方の施策のパ

イプ役というのでしょうか、対症療法をしてきた、というだけではないかもしれま

せんけれども、そういうところが往々にしてあったのかなと自分としては反省いた

しておりますし、今までの制度や法の意図というものが我々の現場の中で意図どお

りにきちんと対応したりとか誘導したりとか、そういうことをやれてきたのかなと

いうことになりますと、尐し反省もあるかなと思っております。 

 それを前置きといたしまして、今の農地のことについて申し上げたいと思います。

先ほどの村田委員のお話や中村委員のお話もありましたけれども、私といたしまし

ては、入口の規制を緩めるというやり方もあれば入口の数を増やすというやり方も

あるのではないかと思っております。私としては、規制を安易に緩められるという

のは、現場では、ものの判別やものを進めるのに大変苦慮いたしますので、そこら

の制度のあり方、よく見直して頂きたいと思っております。それから、これまでの

論議の中で、地方の裁量をいろいろ、どの施策の中でも言われておりますけれども、

この農地のあり方につきましても、議論がどう進むかわかりませんけれども、緩め

る選択もあれば、緩めないで規制をきちんと守りたいのだという選択肢も、自治体

というか、我々にも委ねて頂けるようなことを考えて頂きたいと思っております。 

 基本的に私は、これからのいろいろな意識や構造改革を進めますには、我々地方

自治体の農政のあり方が大きく影響を及ぼすと思っておりますし、我々地方自治体

の者の意識の違いでそれぞれの農政の差がついてしまうのではないかと思ってお

りますので、真剣にこれからの農政の推進をやりたいと思っております。 

 そこで担い手というような基準等につきましても、前々から申し上げております

けれども、ガイドライン的なものは国で用意頂く。そしてそれに対するマニュアル

は、それぞれいろいろな自治体において農業の政策の基本を持っていらっしゃいま

すので、その点についてはそれぞれの実情と今後の政策に合わせて、担い手、ある

いは認定制度をどういうふうに位置づけるのかというのはある程度は地方の我々



にその選択権を与える、あるいは誘導権を与えて頂くような方向にして頂きたいと

思っております。 

 そして集落農業につきましても、前にこれも申し上げましたけれども、担い手の

育成のためにも、あるいは農地を担い手に集めていくにも、あるいは農業用排水施

設を守っていくにも、いろいろな方面に改革を進める、意識を変えて進めるために、

集落農業というのが非常に仕掛けの装置としては役に立つものがあるわけなので、

ここの位置づけ、対象者の考え方としては、ぜひとも集落農業というものの対象の

位置づけは明確にお願いしたいと思っております。 

 我々はそれを受けて、いろいろと仕掛けの装置として使いながら、今ここで問題

になっているいろいろな政策の案件については誘導していける、あるいは規制をか

けていける、支援していけるということになるので、その点ぜひお願いいたしたい

と思います。保全関係の直接支払い制度につきましても、同じように、地方がこれ

からの農業・農政・農村のために仕掛けていけるということでは大変有効なものが

あるので、引き続き充実拡大というのでしょうか、そういうような方面で施策の充

実をお願いしたい。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、長谷川委員、その後で森野委員、こういう項番でお願いいたします。 

○長谷川委員  ３点あるのですけれども、まず１点目ですけれども、どこに軸足

を置いて政策を展開していくのかというところで、大方そうだと思うのですけれど

も、勝手なニーズではないとしても、消費者のニーズに合わせた政策をつくってい

こうというところはあったかなと思うのですが、先ほどの山田委員のお話とかを聞

いてますと、その実現可能性がどの程度あるのだろうかとちょっと不安になってし

まったというのが１点目です。 

 それから資料で配られました「農政改革に対する国民からの主な意見・提案」と

いうのをずっと昨日読ませて頂いたのですけれども、確かに今までいろいろ政策も

実施されていますし、今回もまたいろんな政策が出てくると思うのですけれども、

非常に思いましたのは、やはり地方で混乱とか、あるいは、今、杉本委員のお話に



もありましたように、地方の自主性がどこまで尊重されている、あるいは現場の主

体性がどこまで尊重されているのかということと、それから様々な施策展開の中で、

それらがうまく連携する、あるいは、ちょっとうまく整理できないですが、その辺

がうまくできてないなという感じがするのですね。 

 例えば、簡単に言いますとリサイクルの輪をつなげるような輪のつながりができ

ていないような気がします。その辺をやるべきことは多分国の役割ではないかと。

全体の進行管理のようなものをつくる仕組みというのが、例えば地方の主体性に任

せて施策を展開したとしても、それを評価し、それからフォローアップしながら全

体の進行管理をするという役割ができてないのかなという感想を持ちました。 

 最後ですけれども、ずっと気になっていたのですけれども、私はこの施策に関し

まして、担い手に特化して展開していくことに賛成ですけれども、そうしますと、

様々な方からご意見出てますように、かなり落ちこぼれていく農業者が出てくるの

かなと。その対策というのは今まで一つも語られていなくて、そこについては社会

問題になるだろうと思われるのですね。そのこともどこかで触れておくべきではな

いかと考えます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、森野委員、その後、増田委員の項番でお願いいたします。 

○森野委員  今日の論点整理、部会長取りまとめは基本的にこういう方向かなと

思いますが、２つほど、どうも話が見えてこないことがあります。品目横断的な直

接支払いをすることによって、環境保全にもいいし、担い手も育成されると、そこ

まで言うような意見がありましたけれども、それをやる場合に、じゃ財源をどうす

るか。国庫から出すのか、地方財政から出すのか、しかも税源は一体何に求めるの

か。そこのところの税財政のフレームは、今多分出す時期ではないだろうと思いま

すから、私、あまり言わないで黙って聞いてましたけれども、そこに一切触れない

まま、あまり全体の議論を合理化するような話をされると、にわかには賛同しかね

るということが１点ですね。 

 それからもう一点は、そこまで踏み込んだときに、事務局の企画評価課長がずっ



と話してますが、最近、公共事業の分野などではむしろアウトカム指標のような形

が出ています。従って、抽象的にいいことだというのではなくて、これだけの税金

を投入する結果、この位の効用があるということもきちっと示した上で政策を議論

すべきであると思います。いずれにしろ、この段階で議論すべきでなければ結構で

すが、それがいつやるかというところを、大体７月頃をにらんでそういう議論にな

るだろうと思いますが、そこまではちょっと私、この議論全部を了とはしないとい

うことを申し上げたいと思います。 

 それからもう一点、農地制度についてはちょっと皆さんと考え方が違います。基

本的に、今の土地に対する考え方というのは、所有と利用を一緒に考える時代では

なくて、むしろ利用を考える時代です。農地についてもいかに有効利用を図るか、

所有よりも利用に力点を置きながら考えるべきであろうと思います。 

 ちょっと蛇足的に言うと、今や民間の不動産会社でも、ノンアセットビジネスと

いう持たない経営をやっているような時代です。ですから、農業、農地についても

いかに持たないかという、所有だけにこだわるということで政策を考えるべきでな

い。そういう新しいこの時代にふさわしい議論を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、増田委員。 

○増田委員  全体が見えてこないままの発言になりますが、やはりこの機会に申

し上げておかないと私自身の理解が進まないので、申し上げます。 

 実はこの全体の中で畜産の役割や位置づけが全く見えてこないというのがずっ

と気になっております。えさ、飼料の自給率、今 24％と言われてますが、この農業

構造全体を見直す中でえさの自給率を上げるという視点があれば、例えば小麦につ

いて言いますと、さぬきうどんの材料にもならない国産小麦の開発技術がオースト

ラリア小麦に追いつくための間は、やはりえさの需要というのは良い役割をしてく

れるのではないかと思います。 

 先ほど言われたホールクロップサイレージも進めなければいけないし、大豆につ

いてもあるときにはそういう道もあるのではないかと思っているのですが、品目横



断という中はどうしても水田と畑作しか見えてこないで、えさの生産というのはど

この中に入ってくるのか、私はそういう視点があってしかるべきではないかと思い

ます。 

 また、耕畜連携と言いますが、農業の環境保全を重視した施策体系への移行とい

う視点にとって大切なことだと思います。今大量のえさを輸入して、トウモロコシ、

大豆を輸入して、畜産でそれを食べさせて、その結果、大量のふん尿を生産してし

まっているわけです。ふん尿処理については、法律がこの秋から正式に施行されて、

今のところ、囲い込んで置いておく、そこで耕畜連携という言葉だけが飛び交って

いるように感じます。輸入したものがふん尿になって出てくるわけですから、それ

を受け取る大地は、また外国へでも持っていかなければそのうち足りなくなるだろ

うと思うのです。その環境保全型農業の中に畜産のふん尿対策というのをきちんと

位置づけておく必要があるのではないかと。それはまた耕畜連携という広い括りの

中に位置づけられることではないかと思っておりますが。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。今の点は、自給率にはもちろん直結

いたしますけれども、今ご指摘のように、環境の問題、それから品目横断的支払い

との関連でも多尐議論になりまして、これは別途のところで当面議論して頂くとい

うことに一応整理されているかと思いますけれども、事務局の方でも、この点を頭

に置いて今後の資料の提供なりをお願いできればと思います。 

 そのほかいかがでございましょうか。森本委員。 

○森本専門委員  これは質問になるのかなと思いますけれども、「農業環境・資

源保全政策の確立」の（３）の中で効率的農業という言葉が使われているわけです

が、効率的農業の推進と環境保全との両立、その環境保全も、平場みたいなところ

の環境保全と中山間地とかの環境保全を一緒の土俵の上で考えるのかなあという

のが率直な疑問です。私は、毎回言っているように、効率的にできないところをど

うするのかというのは違う問題として考えていかないと、何もかにも一緒にはでき

ないのではないかと。だから、環境ということを前面に考えるのであれば、これは

国土交通省も当然入ってもらわなくてはいけないし、環境省も当然入っていかなく



てはならない。そういうふうに省庁横断した中でやっていく部分であって、それを

何もかにも一緒に考えていくことをこれからの企画部会でやっていくのか、それと

も、そういうところというのは明確にある程度分けて議論していくのかというのは、

この中で見た中で私なりにはすごく悩んでいるところです。 

 農業用水、排水にしても、基盤整備ができているところと、結局、中山間地みた

いにできてないところでは全然違うのですね。結局、私達のところは１年２年しな

くても、極端に言えばどうにかなるけれども、中山間地等で１年２年やらなかった

らもう全然復田できないという状況があるので、そういう同じ土俵に上げるべきで

はないものはちゃんとやはり明確に分けなければならない必要があるのではない

かという気持ちがいたします。 

○坂本専門委員  座長が示された方向は、私は、基本的にはこの方向でいかない

と、と思います。例えばこの企画部会で、ではどの位の規模を担い手とするという

ような細かな議論の合意を期待しても、２～３年かけてもなかなかこれは合意でき

ないと思います。集落営農の問題でも、何か我々農業法人は抵抗勢力みたいにさっ

きから委員の方が言われるけれども、それは違うのであって、我々は現場で何十年

と苦労してきているわけですよ。だから、一番集落営農がわかっているのですよ。

だから大切なのですよ。だから、慎重にやってほしいということです。 

 ただ、これはちょっと愚痴になるのかもしれませんが、８万集落のうちで 50％し

か担い手がいないというのは一体誰の責任かということもここで議論しないと、集

落営農は語れなくなっているのではないかと言っているのです。その 50％の４万も

担い手もないような農業・農村にしたのは誰の責任かという辺りになってしまうか

ら、そこまで議論しますと収拾つきませんので、私は、集落営農は大事だ、しかし

慎重にやりましょうと。でないと国民が理解しなくなりますよということを申し上

げたかったということであります。従って、まずはこれから事務局の方で、座長が

せっかく示されたわけですから、具体的なものを出されないと、これはまとまらな

いだろうと思いますね。 

 考え方というのはいろいろあるでしょうし、立場もお互いにあるわけですから、



事務局で試案を示して頂き、そこでお示し頂いたものを議論するという方向で進め

て頂きたいなと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。今の進め方につきまして、後ほどこ

ちらの方から尐しご提案申し上げたいと思います。 

 森本委員のご指摘は恐らく、用水路の維持管理以外の面でも、要は農業の場合、

地域性が非常に強いというような意味合いでは普遍性を持っている問題かと思い

ます。それから効率的農業の推進と環境保全との両立も、やや形式的な二頄対立の

ような感じもいたしまして、この効率的農業という場合にも、土地生産性を上げる

という考え方もあれば、労働生産性というような面もあれば、あるいは量として拡

充するのかどうかという面もあるかと思いますので、この辺りもどういう形でいい

バランスをとるかということかと思います。 

 それから集落営農の問題は、今日山田委員はもうご退席になっておられますけれ

ども、この意義について、この部会としてやはりきちんと認識をして施策を組んで

いく必要があるということではほぼ共通認識が得られつつあるのではないかと思

っております。 

 ただ、かなり幅があるということと、それからこれまでにいろいろな問題があっ

たという点もご指摘のとおりかと思います。特に米の生産調整との関係もあってい

ろいろなことがあったかと思いますけれども、その辺りもかなり整理されてきてい

ると思いますので、新しい時代に合った形で、集落営農について、この部会として

もきちんとした方向性を出していければと思っております。 

 そのほかにいかがでございましょうか。中村委員、それから西山委員。できるだ

け手短にお願いいたしたいと思います。申し訳ございません。 

○中村委員  では手短に。これは２番目の問題と関係するかどうかわかりません

が、お配りした資料の中で、この基本的な視点としまして、国際化の問題と、それ

から農業構造の変化の問題と、もう一つ、国土の均衡ある発展という視点で私書い

ておりますけれども、中山間の問題は出てますが、特に私どものところで強いのは

都市農業をどうするかという問題がございます。 



 従って、これは２番目と関連させれば非常に幅広い都市農業の役割というのもあ

るわけでありまして、これも基本法でも言っている話でありますから、最終的にど

うなるかわかりませんが、議論の一つとしましてはやって頂きたいなと。今、新開

さんからもありましたように、都市農業を続けていて、固定資産税の問題とか、あ

るいは相続税の問題がご指摘ありましたけれども、農業環境の問題もございますの

で、とりあえずその視点も尐し頭に置いて頂きたいなと。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは西山委員、お願いします。 

○西山臨時委員  手短に申し上げます。次の議題で今後の日程が明らかにされる

と思いますけれども、この前議論になりました、５月 17日に、中山間地域の支払

いの廃止を含めて見直すべき提言をされた財政制度審議会の中で、今回の、今我々

が議論してます貿易自由化の代償として農業への直接支払いを導入すべきという

議論があるが、これについては、そもそも農業者のみ、国が所得の補償を行う必要

性や有用性があるのかという指摘がされております。提言されています。それと７

月末にＷＴＯの大枠合意に向けて大きな山場を迎えております。とりわけ農業が基

盤産業であります北海道はこの交渉の成り行きを非常に注視しております。こうい

う財政面での審議会での品目横断の直接支払いについても、もう既にジャブを打っ

てきているわけでございます。農水省としてもぜひ、より具体的な議論を深める方

向で、地域の農業者の安心・安全というものをきちっと打ち出して頂きたい。よろ

しくお願いします。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 時間がかなり押してまいりましたけれども、どうしてもご発言になりたいという

方があればお受けしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。 

 それでは、本日の議論につきましては以上で閉じたいと思います。無論、本日詰

め切れなかった点等あるわけでございますけれども、今後とも検討の機会を設けて

まいりたいと思います。 



 それでは、今後の中間論点整理までのこの部会のスケジュールにつきまして、事

務局からご説明をお願いいたします。 

○皆川企画評価課長  資料３として一枚紙が入ってございますが、後で部会長の

方から、議事運営全体を通じた方針についてご説明があろうかと思いますけれども、

一応日取りといたしましては、６月 14日、有識者ヒアリングの２回目、それから

３回目のヒアリングを６月 28 日。多様な意見を聞きたいという企画部会でのご発

言もございましたので、こういった機会を、消費者なり流通関係者の方々等々につ

いてお聞きするような場をつくりたいということでございます。 

 それから 21日から、濃密になりますけれども、30日までの間、非常にタイトな

日程の中で恐縮でございますが、相当濃密な議論をここで頂きたいということでご

ざいまして、４回、予定をさせて頂いてございます。本当に夏の暑い時期で恐縮で

ございますが、ひとつご出席方よろしくお願いいたします。 

 なお、それを踏まえまして、８月上旪には論点整理の報告ということに是が非で

もこぎつけたいということでございます。 

 日程としては以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 今、スケジュールについてご提案、ご説明があったわけでございますけれども、

有識者ヒアリングにつきましては、食品産業、あるいは消費者グループ、女性グル

ープ等々広い分野からのヒアリングといたしたいということで、２回行いたいとい

うことでございます。この点についてよろしくお願いいたします。 

 それでは、ここで中間論点整理の作成に向けた進め方についてお諮りしたいと思

います。まず、私の今の時点での考え方を申し上げたいと思います。 

 委員の皆様方から多岐にわたるご意見を頂戴し、これを集約していくということ

でございますけれども、この点は、かなり時間も限られているということであり、

かつ、４月９日の当部会において私の方から申し上げた経緯がございますけれども、

まず私の方で中間論点整理の素案を作成し、それをたたき台として、先ほど、企画

評価課長から濃密な議論ということでご紹介ございましたけれども、その濃密な議



論の中で審議をして頂いてはどうかということでございます。 

 素案の作成に当たりましては、これまでももちろん多くのご意見を頂いているわ

けでございますけれども、さらにそれぞれの課題に応じまして、私から委員の皆様

方に個別にご意見をお伺いする、あるいはペーパー、紙で書かれたメモのような形

でも結構でございますけれども、これを事務局にお寄せ頂く。あるいはその分野に

よりましては、私から何人かの委員の皆さんに声をかけさせて頂きましてお集まり

頂いて、その尐人数の委員の間で議論し論点を詰めるなど、いろいろな形の進め方

が想定されるわけでございまして、ここは臨機応変に進めさせて頂くことでお任せ

頂ければと考えております。 

 また、当然のことながら、私から皆様方にお願いするということとは別に、皆様

方からも、ペーパー等で結構でございますので、事務局を介して私あてにご意見等

をお寄せ頂ければありがたいと考えております。私の方でも、いろいろ伺い、また

小グループの議論を組織するということと同時に、皆様方からも、私からのお尋ね

なり要請があるなしにかかわらず、いろいろご意見を頂ければありがたいと思って

おります。これらをベースに素案の作成を行いたいと考えております。 

 部会長素案として、企画部会に提示するタイミングにつきましては、今も申し上

げておりますけれども、有識者ヒアリングを２回にわたって６月に行うことも踏ま

えますと、７月 21日の企画部会とすることでいかがかと思っております。企画部

会に素案をご提示するということでございます。その際、透明性の確保という観点

から、素案作成の経緯につきましては改めてその時点でご報告を申し上げたいと思

います。従いまして、いろいろなご意見をお寄せ頂く場合、あるいはそれに付随し

て資料等をお寄せ頂く場合も、これはそれがそのままであるかどうかは別として、

例えばこういう要旨のご意見を頂いた、こういった点の資料を頂戴したということ

については、開示されるということを前提にお寄せ頂ければありがたいと思ってお

ります。 

 以上のような形で進めさせて頂きたいと考えておりますが、委員各位のご了承を

得られればと思いますが、いかがでございましょうか。（「異議なし」の声あり） 



○生源寺部会長  それでは、今申し上げたような形で進めさせて頂きたいと思い

ますので、これは委員の皆様方にかなりご協力をお願いすることもあるかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 もう一つお諮りしたい点がございますので、ご辛抱頂きたいと思います。先ほど、

夏までのスケジュールについてはご説明を頂き、またここで確認したわけでござい

ますが、その後も年末の論点整理に向けての議論、さらに年明けの最終的な計画案、

食料・農業・農村基本計画の案の作成に向けての議論まで、かなり濃密といいます

か、タイトといいますか、そういうスケジュールが想定されているところでござい

ます。そうした状況も考えますと、今後の部会運営に万全を期するため、食料・農

業・農村政策審議会令第７条第５頄に基づきまして、この際、私の方から部会長代

理を指名させて頂きたいと思います。 

 当初からお願いすればよかったのかもしれませんけれども、いよいよかなりタイ

トな状況になってきておりますので、私としてはなるべくご迷惑をおかけすること

がないように努めますけれども、万全を期するということで、部会長代理を指名さ

せて頂きたいと思います。 

 部会長代理でございますけれども、今日ご欠席でございますけれども、豊田委員

にお願いいたしたいと思います。皆さん、よろしゅうございましょうか。（「異議

なし」の声あり） 

○生源寺部会長  それでは、部会長代理は豊田委員にお願いするということで、

私の方から事務局を通じてご本人にご了解を得たいと思います。 

 続きまして、次回の会議でございますけれども、６月 14日午後２時から、場所

は農林水産省７階の講堂でございます。今回と場所が違いますので、ご注意頂きた

いと思います。 

 なお、ヒアリングの具体的な人選につきましては、事務局との間で調整を行い決

定し、決定され次第、皆様にお知らせをいたしたいと思います。 

 最後に、事務局から何かございますでしょうか。 



○皆川企画評価課長  １点ご報告させて頂きたいと思います。 

 本日の午後５時 45 分から、総理官邸におきまして、これは農政に関しまして閣

内で議論する場として、食料・農業・農村政策推進本部という、総理を本部長とし

た場がございます。これは昨年の 11月にもやっておるわけでございますけれども、

今回、都合３回目の本部の会合というのがセットされまして、今日の５時 45分か

らでございますけれども、この場で農政改革につきまして、今までのここの場での

議論ということも当然十分踏まえた形ではございますけれども、亀井農林水産大臣

の方から農政改革についての考え方ということについて説明させて頂きまして、総

理を始めとする閣僚間でいろいろ議論頂くということにさせて頂いてございます。 

 タイミングが、今日の午後でございますので、今日資料としてお配りさせて頂く

ことができませんでしたけれども、終了後に、委員の皆様方には今日の資料につき

まして配付させて頂きたいと考えておりますので、また機会をみまして、企画部会

の場でも、今日ご議論あったことにつきましてご説明させて頂きたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 今の点につきましては、６月 14日の企画部会の際にご説明をお願いできれば、

一番最短距離で皆さんにご承知頂くことができるのではないかと思います。 

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


