
   

第１３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６月１４日（月）１４：００～１７：１０  

   

場所：農林水産省７階講堂  

   

   

○生源寺部会長  それでは、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第 13 回企画

部会を開催いたします。  

 なお、本日は八木会長、江頭委員、立花専門委員、村田専門委員及び横川専門委員が

所用によりご欠席ということでございます。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 69 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。  

 また、毎回のことでございますけれども、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。この点もご承知おき頂きたいと思います。  

 それでは、議事に入りたいと思います。  

 本日は２回目の有識者ヒアリングということで、女性農業者、環境保全型農業、食品

産業、こういった分野から３名の方々にお越し頂いております。  

 ヒアリングに先立ちまして、まず事務局から有識者の方々をご紹介頂きたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。  

○皆川企画評価課長  それでは、本日お越しの三名の方々のご紹介をさせて頂きます。  

 まず、私のお隣にいらっしゃいますのが新潟県新発田市からお越しの今五延子さんで

す。夫婦とご長男で 15 ヘクタールの水田、0.2 ヘクタールの畑作を経営され、経営面

では今五さんが経理を担当されるということで、積極的に経営にも参画されています。

また、トラクター免許取得時の仲間７人でピンクのつなぎ普及隊というのを結成され、

農村の明るいイメージアップに向けての啓発活動もされているということで、現在、全



国女性農業経営者会議の会長も務めておられます。  

 次に、その隣が兵庫県三木市からお越しの有限会社みずほ協同農園常務取締役の永見

猛さんです。みずほ協同農園では、阪神間で展開している大きな生活協同組合であるコ

ープこうべの店舗から出る生ゴミを堆肥化したものを使用して野菜を生産し、またその

野菜をコープこうべで販売するといったような資源循環システムに取り組んでおられ

ます。また、体験農園、体験学習講座も実施されるなど、消費者の方々との積極的な連

携を進めていらっしゃる方です。  

 お三方目がワタミフードサービス株式会社の常務取締役で株式会社ワタミファーム

代表取締役の武内智さんです。ワタミフードサービスは、ご案内のように居酒屋の業態

を中心とした外食産業でございますけれども、手づくり感とか安心・安全に独自のこだ

わりをもった商品提供ということで進められているわけです。その一環としてワタミフ

ードサービスの関連会社であります株式会社ワタミファームという自社農場がありま

して、有機野菜とか有機農産物の生産に取り組んで、それをその店舗で供給する、また

外部のスーパーへ販売するといったような農業自体にも取り組まれているということ

でございます。  

 非常に簡単でございますが、今日のお三方をご紹介させて頂きました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 ３人の皆さんには、お忙しいところお越し頂きまして大変ありがとうございました。

この企画部会を代表いたしまして、私から改めて御礼申し上げます。  

 それでは、早速でございますけれども、お三方からご発言を頂きたいと思います。誠

に恐縮でございますけれども、お１人 15分程度でお願いいたしたいと思います。また、

３人に続けてご発言頂きまして、その後で委員の皆様との間で質疑応答あるいは意見交

換の時間を持ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、まず今五さんからよろしくお願いいたします。  

○今五氏（全国女性農業経営者会議会長）  ただいまご紹介頂きました新潟県新発田

市からまいりました今五と申します。よろしくお願いいたします。  

 私の方はヒアリング説明ということで資料の項に進めさせて頂きたいと思います。今

ここへ来る車中、高崎からこっちに向かってくるときに、ちょうど麦刈りが終わりまし



て水田に稲が植わったという状況でした。新潟の方ではもう水田は田植えが終わりまし

て青々と繁っておりますが、こちらは麦もできて稲もつくれてということで、あえて非

農家から農家に嫁いで、こういうところへ来るよりは体を動かして米づくりをしたいな

という者にとっては非常にうらやましい光景でした。  

 そんなところからまいりましたが、見て頂いておわかりのように、水田が 15 ヘクタ

ールありまして、稲の作付 11ヘクタール、転作として４ヘクタールあります。畑が 0.2

ヘクタールということで、この畑は父と母が担当しております。育苗ハウスでは、育苗

後、ホウレンソウを約３回転行っております。生産組織の一員になっておりまして、夫

と長男が交代で出ているような形で参加しております。  

 「今後の経営の展開方向」ということで、読ませて頂きます。集落の現状は、ほ場整

備されていない水田約 50 ヘクタール、農家戸数 50戸、認定農業者――我が家ですけれ

ども――１人、また高齢化が進んでおり、団塊の世代は定年を迎えようとしています。

我が家の作付は 11ヘクタール、田んぼが 89 枚になっております。なおかつ点在してい

るという状況にあります。その上、湿田が多く、米以外の作物は団地化もできませんし、

品質、収量も悪く、労力面でも限界を感じています。  

 今、集落では２つの農家組合――これはＪＡの関係ですが、一本化しようということ

で話し合いが始まりました。これを機に意欲ある人との生産組織体制も視野に入れ、規

模拡大、消費者との直接販売を増やし、食品産業との連携も取り組んでみたいと思って

おります。  

 あえてここで「意欲ある人との生産組織体制も視野に入れ」と書きましたけれども、

できれば集落営農ということも考えましたが、何一つやるにしてもいろいろな考え方の

方が多くいらっしゃいまして、集落営農の難しさを常に感じております。ですので、で

きれば目標を同じくする人と生産組織をつくった方が規模拡大、これから持続ある農業

をやっていくにはいいのかなということで、こういう組織体制を視野に入れて考えてお

ります。  

 それから、食品産業との連携ということで、近くに食品団地がありますので、今まで

ですと法人とか大きい規模の方々が直接会社へ出向いて契約を結ぶということをやっ

ておりますけれども、個人でもある程度できるのではないかということで、できればこ



ういうことも考えてみたいなと思っております。  

 それから、「政策への提言」ということで、「自給率 45％実現に向け、ほ場整備事業

の継続」。私がここへ出させて頂いた一番の目的がこのほ場整備の事業の継続をお願い

したいということでまいりました。今ほどの話にもありましたように 11 ヘクタールが

89 枚から成っているということを聞いて頂いてもおわかりかと思いますけれども、規

模拡大といっても今の面積以上やるというのはなかなか難しいというところがありま

す。実際、昭和 41年と 42 年の水害で決壊した地域だということもありまして、枚数も

すごいのですが、田そのものの形が三角あり、台形あり、ということで、労働面で非常

に苦労しております。水害跡地ということもありまして、石がごろごろしていて、稲作

をしていても米の収量も良くないというところも多々あります。  

 それから、新発田市の隣に加治川村というところがあるのですが、そこにうちでは一

番遠い田んぼがあります。人から受けてつくっているところなのですが、昨年、70 ア

ールを１枚にほ場整備が完成した田んぼがあります。そこを去年からつくりまして、い

かに労力面で効率がいいかということを痛切に感じました。他のところと比べれば４分

の１か５分の１の労力でこの面積をこなせているのではないかなと思う位能率が良く

て、なおかつ自分の田んぼの周りを見ますと、レンコンを植えたり、多様な使い方をし

ています。そういう意味もありまして、周りの風景を見ても自作地のある小さい規模の

田んぼと違いましてスケールがでかく、多種多様なものをつくれるということで、自給

率を上げるにも絶対ほ場整備は必要だなということを痛感しております。  

 特に新潟県でも私達の地域はほ場整備の整備率が約 30％位しか行われていないとこ

ろもありまして、そういう意味でも周りが非常にうらやましく見えます。全部ほ場整備

が終わっている友達は時間的にも労力的にも余裕がありまして、いろいろな作目をつく

り始めて活気づいております。ぜひほ場整備の整備率を上げて頂きたく、継続をお願い

いたします。  

 それから、「食の安全・安心の確保」ということで書かせて頂きましたけれども、適

正な表示は大分徹底されているかなという感じがいたします。特にあえて言わせて頂く

と、加工地域は書いてあるけれども原産地は書いてない。生産者であり消費者である私

にとってはまだ不明な表示が多々ありますので、その辺の徹底もお願いしたいなと思い



ます。  

 それから、直売を増やしたいという思いがあるのですが、できればうちの庭先まで米

の検査ができるような緩和措置もお願いできたらなと思います。特に流通面では、我々

生産者からはくず米ということで農協出荷しているのですが、その先、くず米が主食に

なっているというような話も聞かれますので、主食用にならないような制度をつくって

頂きたいと思います。  

 これも消費者感覚から思っていることなのですが、ブランド米からブレンド米に変わ

ってきているということで、ブレンド米の表示がどんな表示になっているのかというの

もわかりやすく書いて頂けるようお願いしたいと思います。  

 それから、「環境・地域資源の保全のためにも多様な担い手確保」ということで、今

までのばらまき政策というところから集中型に変わってきているわけですけれども、で

きればそこは選択型というのもつけ加えて頂き、たくさんのメニューをそろえて頂きた

いと思います。全国的にも担い手のいない集落が半分位もあるとある新聞に書いてあり

ましたけれども、今後専業を目指す農家の育成、意欲ある担い手が能力を発揮できるよ

うな積極的な枞組みといいますか、そういうものも必要ではないかなと思います。  

 それから、我が家のように農地集積はされてきてはいるのですが、小さいということ

もありますしほ場が分散しているということもありまして、面積的には大きくても能率

的には逆に悪くなっているというのが現状です。そこで、それを能率良くやっていくに

はどうしても集落の皆さんの合意を得て農地の交換が行われないとなかなか規模拡大

は難しいのが現状です。  

 小さい田んぼを継続してやっていくのに一番ネックなのが、水路の泥上げです。今回

初めて地主さん達に半日出てきて頂いて協力をお願いしたという経緯があります。いろ

いろな意見もあったようですけれども、これから集落の農業を考えたときに、地主の方

にも自分の田んぼがどうなっているのかというのを見て頂きたいなというのもありま

して、企画してみました。  

 それから、水害があった地域ということもありまして、２級河川２本に農地が囲まれ

ています。我が集落は草刈り場が多くありまして、それはみんな集落の人が協力して草

を刈るという形でやっております。当然そこには虫が発生しますし、防除もしなければ



ならないということで共同作業がたくさんあります。  

 我が集落には認定農業者がうちだけなので、うちだけにいろいろ政策を集中して頂く

のはありがたいのですが、どうしても集落の皆さんの合意とかいろいろな協力をお願い

しなければならないときに集中されると逆に困るかなというところもありまして、でき

れば支えてくれる農家に対しても何か支援を考えて頂ければありがたいなと。直接支払

いなり環境保全のための支援であるということで幾つか考えて頂かないととてもやり

にくいといいますか、せっかく政策が集中するのではありますが、現実いろいろ難しさ

がありますので、その辺の配慮もお願いしたいと思います。  

 それから、「基本計画実現に向けた各省庁との連携」。ある新聞に企業でも環境に配慮

した取り組みをしたところには３段階位の税の優遇措置を受けられるような制度がで

きたとか、その制度も中小企業は要件を緩和して取り組みやすいものになっているとか

という記事が載っていました。農業に対してもこういった措置を考えて頂きたいなと思

います。  

 それから、今の米改革大綱なり農業の改革が行われているときに非常にやりにくい点

といいますか、取り組む意欲をそぐといいますか、そんな気持ちにさせるのが税務署の

動きなのです。これも環境に対する直接支払いなり税優遇のように、政策がやりやすい

ような税務署なりいろいろな省の連携をとって頂きたいなと思います。  

 今回も消費税が 3,000 万から 1,000 万にということで、本当に手続やら何やら大変

な思いをしているのですが、ほかにもいろいろな面で圧力がかかっているようなお話が

聞こえてきます。その辺のところもぜひ連携をとって頂いて改革がスムーズに進むよう

にお願いしたいなと思います。  

 それから、今国会で食育基本法が成立できなかったということが出ておりましたが、

とても残念に思っています。ぜひ食農教育という形で教育のカリキュラムに入れてほし

いなと思います。  

 それから日本型食生活、これもなかなか進まないのですが、今の飽食が不健康な体を

つくっているということをある専門家の先生に聞きました。特に若い女性は子供を産み

にくくなっているという位食べ物が偏っているというようなお話も聞きました。ぜひこ

の日本型食生活が推進されますようにお願いしたいなと思います。  



 もう一点ですが、補助事業の採択の要件に女性の参画率とか家族経営協定の締結率と

いいますか、そういったものを考慮して頂けますよう、なおここでお願いしておきたい

と思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、引き続きまして永見さんからお願いいたします。  

○永見氏（みずほ協同農園常務取締役）  みずほ協同農園の永見でございます。それ

では、今みずほ協同農園でどういうことをやっているかということから説明をさせて頂

きます。  

 その前に私自身のことなのですけれども、私自身は今農業をやっていますが、ちょっ

と変わり種でございます。もともとコープこうべの職員で、コープこうべの店舗で 10

年余り、コープこうべの中でバイヤーを 17 年やっています。そのバイヤーも水産のバ

イヤーです。もともとは農家の生まれでございますけれども、仕事としては消費者との

関わりとか買いつけの方、今と逆の立場のところにいた人間ですので、話すこともほか

の人とちょっと変わっているかもしれませんので、その点考慮しながら聞いて頂いたら

と思います。  

 みずほ協同農園は平成 10 年１月に設立されたのですけれども、これはコープこうべ

が生ゴミを何とか再利用しようということを発案したことから始まっておりまして、今

私どもがやっています瑞穂地区というのは、国の補助事業で開発された 18 ヘクタール

位の農地がそのまま放置に近い形になっていたということもあり、提携先をみつけてい

たというのとコープこうべが生ゴミを堆肥にしてそこで農業をやる人をみつけようと

いうことがマッチしまして、今のみずほ協同農園ができたという経緯があります。  

 構成員は 28人なのですけれども、地元大二谷地区の 26軒と、そこの専従者になって

います私ともう一人が出資し、28 軒で出資して会社を設立したということになってい

ます。  

 やっていることというのは、先ほど紹介のときにありましたけれども、コープこうべ

が店舗で出る生ゴミを堆肥にして、その堆肥を使って私どもが野菜をつくって、その野

菜をコープこうべに出荷している。私どもがつくった野菜の 90％位はコープこうべに



出荷しています。あとの 10％を直売と小学校の給食向けに出しているというところで

す。  

 栽培方法としては特別栽培というやり方で、できるだけ農薬を使わずにやろうという

ことでやっています。堆肥がたくさんできますので化学肥料を全然使わずに、その堆肥

と一部の有機肥料を使ってやっていますけれども、まず堆肥でいい土をつくればいい野

菜ができるということを基本にやっております。農薬もできるだけ使わずにということ

で――できるだけ使わずにということは一部使ってるよということです。最初オープン

する前に実験でやり始めたときには完全に無農薬でやろうとしましたけれども、キャベ

ツなどは農薬ゼロにしますと収穫もゼロというようなことがありましたので、一部使っ

ています。ただ、ハウスの中のコマツナとかホウレンソウとかミズナは全然使わずにで

きています。  

 それと（９）番のところに書いていますけれども、消費者連携ということで、コープ

こうべの大きなバックアップがありますから、消費者の方にできるだけ私どもの農園に

来て頂いていろいろなことを見て頂きたいということでやっています。  

 体験農園とかマイファーム。マイファームというのは、私らが植える準備まで全部し

て消費者の方が来て植える。途中管理は私らがする。収穫のときだけまた消費者に来て

頂くというやり方でやっています。これが今ものすごく人気で、去年１年間で 1,050

区画位できまして、今年は 1,500 位になるのではないか。１区画１ｍ20cm、長さ４ｍ

の畝なのですけれども、そこに４人から５人の家族で来られて芋を植えられたり大根を

植えられたりされています。それとか、私らがつくったものの収穫体験をするとか、農

作業のボランティアもやる。農作業のボランティアというのは、消費者の方に来て頂い

てただで働いてもらうのです。働いた方にはお金は払いませんけれども、その時々にで

きた野菜を２時間で 500 円分位を持って帰ってもらうというやり方でやっています。

去年１年間で２万 5,000 人位の方が来られて畑に入って何かされているのではないか

と思います。  

 それと研修の受け入れもやっていまして、これはオープン以来２カ月以上うちで研修

したのが 20人以上いるというような状況です。  

 今後の経営の方ですけれども、私自体バイヤーをやっていたせいもありまして、儲か



らないと仕事じゃないという感じでやっていて、いかに儲けるかということが根底にあ

ります。  

 （１）番に「独自ブランド品の育成」と書いてありますけれども、何かよそにないも

のを開発したいなと５年間ずっと考えて、若い子にも「おまえ、ここのハウスを１年間

やるから勝手に自分で好きなものをつくれ。その代わり将来的に儲かると思うものをつ

くれよ」というようなことで各自にそういうテーマを与えまして５年間ずっと続けてい

ます。つくってみたらポピュラーでないものは売れないというような失敗も続けていま

すけれども、早く見つけたいなというのが実情です。  

 それから、「化学農薬の低減」と書いていますけれども、安心・安全な野菜と常に言

われます。私は今、食べる人の安心・安全以上につくる者の安心・安全というのが気に

なっています。食べるときというのはずっと減っていきますけれども、一番每性の強い

ときにかけているわけですから、かけている人間にかかると一番被害を受けそうという

ことで、農業をやっている人間のためにも薬を使いたくないというのを痛切に感じてい

ろいろなことをやっています。不織布をかけたり太陽熱消每をしたりフェロモン剤を使

ったりします。農薬を使わずに何かやる方法はないかなということで天敵も何度かやり

ましたけれども、これは高くついて難しかったですね。  

 「地域活性化」ということで、地域農家とグループの形成ということです。今年から

地域の若い子で農業を始めた子がいますから、そこにコープこうべがつくった堆肥を持

っていって私らと同じつくり方をして、その商品を共同で出荷するというのをやってい

ますけれども、今後ともそれをずっと広げていきたい。将来的には、村のおばあちゃん

１人がつくって、ほかでは出荷できないけれども、私どもと一緒にだったら出荷できる

というようなものも含めて地域全体でグループ化をしていきたいと思います。  

 「後継者育成」というのは研修生の受け入れと、私どもは今農学部を出た子が３人新

しく来ていますけれども、その子達がみずほ協同農園に残るか独立するにしても本当に

立派な農業者としてやっていけるように教育もしていきたい。  

 （５）番、消費者連携ということで、先ほど消費者との連携でいろいろやっていると

言いましたけれども、これも新しい方法はないかということでどんどん進めていきたい

なと考えております。消費者に来て頂いて植えて頂くとか体験農園とか、こういうのを



やっていますと消費者のためにやっているようですけれども、これは私らにとっては一

番利益のもとになっています。出荷経費がかからずにお金をちゃんともらえるというよ

うなこともありますから。かつ来られた方が本当に喜んでおられて、体験農園でもマイ

ファームというオーナー農園制でも、１回でやめられる方は５％位で、９割５分位がリ

ピーターになって帰ってきていますので、まずまず皆さん満足されているのではないか

なと思って、私どもが儲かって、やっている人も満足していたら一番いいなと思いなが

らやっています。  

 「低コスト化」としていますけれども、機械化とかいろいろなことを考えています。

ただ、機械化、機械化といって機械を入れたら「私らは何のために働いてるんや。ヤン

マーさんのためか農協さんのためか」と私らはよく言いますけれども、単なる機械化だ

けではなく、人件費と機械化の割合とか、その辺も考えながらやっていきたいと思って

います。  

 「政策への提言」、難しいことはよくわかりませんけれども、私が身近に感じている

ことを言わせて頂きます。  

 新規就農者、新規就農者と県とか行政さんなんかでも推奨、支援されていますけれど

も、実際に新規就農者になりたいと私達に相談に来た子が今までに 100 人位います。

実際にみずほ協同農園で２カ月以上研修を受けた子が 20 人位いますけれども、その人

達が実際にやろうとするとやれる土地がないのです。貸してもらえないのです。個人的

な信用とかいろいろな面があって、農家は土地を貸すことについては保守的なところも

ありますし、貸してもらえない。うちで研修を受けたうちの３人は、みずほ協同農園の

中で独立採算で今農業をやっています。ほかへ行っても土地を貸してもらえないという

ことで、私らが借りている中で独立採算でやっているというような形もあります。だか

ら、本当に新規就農者がやりたい場合は土地を借りやすい制度というか、そういう仲介

者、農業委員会とかそういうところも含めて何かもう尐し借りやすい方法はないかなと

いうのがあります。  

 「都市住民の農地利用促進の民営化」としていますが、これは私どもが今やっている

観光農園とかいろいろな形を一般の方がすれば規制が必ずついてまいりますから、一般

の企業でもそういう仲介業ができるような方法をとればいろいろな工夫が出てきて、も



っともっと都市近郊の空いている土地の利用が進むのではないか。消費者の方も農業に

関してやってみたいと言われる方はまだまだたくさんあるので、そういう方法はないか

なと思っています。  

 「食育の推進」ということで食育の大事さですけれども、生産者は消費していますか

ら消費のことを知っているのですけれども、消費者というのは消費だけしていて生産の

ことを知らないとものすごく痛切に感じます。消費者の声を聞くというけれども、本当

に消費者は生産現場のことを知らないなということ。消費者の方が本当に食料の大事さ、

米がどれだけ大事かとか野菜が大事かというのをもっともっと知る機会を増やしてい

く。例えば広報とかマスコミで常に流すとか学校教育を使うとか、そういうものをずっ

と広めてほしいなと。日本の農業とか農地を守るのは農業者という感じですけれども、

農業者だけでは農地は守れない。使う人間、消費する人間が一緒にならないと本当に日

本の農地は守れないのではないかなと感じています。  

 最後に「食品廃棄物リサイクルに助成」をというのは今私どもの直接の願いなのです

けれども、生ゴミをリサイクルして堆肥にするのに相当の持ち出しがかかっています。

はっきり言いますと１トン当たりの生ゴミを堆肥にするのに５万円余りの費用がかか

っています。ある行政に「生ゴミを焼却するのにどれ位かかりますか」と聞くと、「全

部を積算すると４万位かかります」という答えなのです。だから、生ゴミを焼却して廃

棄するために４万かけるのだったら、生ゴミを堆肥にしているところに４万だけでもお

金を回してほしいなというのが最後のところでございます。  

 環境保全型の農業の説明ということですけれども、私、環境保全型の農業の説明がで

きたのか、自分の日頃感じていることだけを言わせてもらったので、これでよかったか

どうかと思いつつ終わらせて頂きます。どうもありがとうございました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、最後になりましたけれども、武内さん、よろしくお願いいたします。  

○武内氏（ワタミフードサービス（株）常務取締役）  ワタミフードサービスの武内

でございます。もう１つ、株式会社ワタミファームの社長もやっております。  

 まず、お手元の資料にはワタミの概要説明はございませんが、多分皆さんおおよそお

わかりだと思います。現在、関東を中心に九州、海外はグアム、香港まで約 400 店舗



ほど居食屋というマーケットで展開しています。企業のブランドは和民、和み亭、ゴハ

ン、然の家、わたみん家、アメリカとのフランチャイズでやっているＴＧＩフライデー

というような６業態ほどやっております。当然外食が中心でございますが、企業のコン

セプトとしまして、環境、農業、教育、介護というようなことで事業展開もしておりま

す。このキーワードは人です。人に関わることをすべてやっていこうということで、人

に関することは多方面にわたって今後活動していこうと考えております。  

 私はワタミの常務をやっておりますが、主に食の方、特に野菜関係、冷凍野菜、フル

ーツ等のワタミグループ全体のマーチャンダイジング部門がワタミファームでござい

ますので、今日はそこの話に絞ってさせて頂きます。  

 まず「活動概況」でございます。「ＪＡＳの有機農産物の普及活動」と大上段に構え

ていますが、全国にもっといい野菜、安全な野菜を広げていきたいというのが私自身の

ライフサイクルでもあり、当然環境問題を考えていくと当たり前のことなのですが、こ

れをやっていこうということで、実は２年半前から取り組んでいます。  

 当初外食で有機農産物を使うのは非常に難しいと、ワタミの内部でも随分あったよう

です。これを業者から買うことは現在まだ無理がある。現在でもまだ 0.14％という非

常に低い数字の有機農産物ですので、これは市場あるいは業者さんからでは無理がある

なということで、当初から農場をつくることを考えてスタートしています。ワタミとし

ましては４～５年前から農業をやるのだということであっちこっちで活動していまし

たけれども、契約農場以外なかなか手がなく、２年半前に具体的にスタートしたという

ような経過があります。  

 この普及活動に併せまして、安全・安心をテーマにした「あんしょく」という小雑誌

を約 14 万部ほど、年に３回から４回、お店のテーブルに置いたり、あるいはバックナ

ンバーを入れてほしいという学校の方から問い合わせがあったりしております。頭に環

境問題を持ってきますとおいしそうではありませんので、必ず食材をテーマに、例えば

トマトから展開するとハウスから環境ホルモンに入ったり、ホウレンソウから入って硝

酸体窒素に入ったりというようなことで啓蒙活動をやっております。これは社内のコマ

ーシャルも一部ありますが、大部分については社員の教材、お客様への啓蒙活動、農業

者に対しての情報提供という意味でつくっております。  



 私どもの農場については、農業特区で現在２カ所展開しております。今、農業特区で

やっていますのが千葉の山武農場、北海道の瀬棚農場。北海道の瀬棚農場は有機酪農と

有機農業というような複合経営を考えて今始めたばかりです。最近、千葉の白浜に農場

を確保しまして、ここは千葉県と白浜町とで同じく農業特区で申請しようということで

今準備を進めております。その他の群馬の農場については農業法人でやっております。

茨城の牛久農場については、これから着手する段階です。  

 ワタミグループの野菜関連のマーチャンダイジングと言いましたが、別会社で私の下

にワタミの商品部のバイヤーがついております。野菜のバイヤーが常に私の横について

一緒に活動している。私どもの直営農場のものについては、現在全体の有機農産物の３

分の１程度の供給量しかありませんので、それ以外については全国に散っている昔から

の仲間達が約 100人ほど有機農家の方々のネットワークをつくっております。その方々

と畑ごと商品別に毎年、年２回、細かく作付計画をつくって、それに基づいて物流も組

み立てて、直接私どもの物流センターに持ってくる。一部外部への販売もありますので、

外部への販売については、私どもの物流センターに１度持ってきて、そこから自社便で

関東一円は取引先へ流すというような形をとっております。  

 ４番目に「ワタミグループ社員・郁文館学園の生徒などへの有機農業を中心とした実

習と研修企画」とございます。郁文館学園というのは私どものワタミフードサービスの

社長の渡辺美樹が理事長をやっております中高一貫の私学ですが、ここの子達の修学旅

行、２週間ほど前に約 400 人、北海道で２泊３日で農業・漁業体験。 2,700 人の町な

のですが、そこに約 400 人ほど来まして、農場中心で草取りから種まき、牛の世話か

らホタテの水揚げ等々体験をして帰っていきました。あるいは中学生は私どもの千葉の

農場に来て、そこで草取りをやったり種まきをしたりというような体験をしております。  

 ワタミの社員については、今、群馬と千葉の農場に毎週１泊２日ないし２泊３日で農

場の社員と同じ勤務時間で体験をしています。これは、外食の人間は当然食のプロでな

ければいけないのですが、私も外食産業に 25 年位いるのですが、残念ながら食に関し

て詳しいのはバイヤーと商品開発の一部の人間だけで、特にチェーンストアは食材につ

いてほとんど知りません。  

 私は昔、実は大手にいたのですが、教わるのはマネジメントでありマニュアルであり、



こういうところなのです。せめて自分が在籍するところの社員には食のプロになってほ

しい。極端なことを言いますと、アスパラがなっているのを見たことない、どのように

なっているかもわからない。それが仕入れの人間であったり商品開発の担当の人間であ

ったり、これはざらにあると思います。例えば落花生が枝からなっていると思っている

人も多分たくさんいると思うのです。そういう人間が商品開発や仕入れをしているわけ

ですから、これは非常に危険だなと思います。  

 我々外食産業というのは、これは水産でも同じなのですが、生産者につくったりとっ

たりしてもらっているものを鮮度を落とさずに形を変えてお客様に提供するのが仕事

だと思うのです。このことが、人件費率の問題、あるいは人不足の問題があって人件費

を落とすような方向にせざるを得ない状態になっています。こういう情報もメニューで

はうたえるようになっているのですが、あまりにも各社、これは実は私ども和民も一部

はあるかもしれませんが、嘘が多過ぎる。それが嘘だか本当だかも従業員さんも知らな

いというようなことを 10 年ほど前に私は危惧しまして農業問題に入っていきました。  

 例えばレタスであれば何でもレタスなのです。レタスといっても玉からリーフから、

玉であっても春、夏、秋、冬で品種が違うわけですし産地によって違うのです。こうい

うものではだめだろうなと。昔の品種がおいしいおいしいと言うのですが、そういうも

のも一部あるだろうし、品種と栽培方法と土の組み合わせ、こういうことをバイヤー達、

お店で働いている人達が自分で覚えることがお客様にとっても一番いい情報になるし、

働いている人間にとっても楽しいはずなのです。こんなことで実は農業を始めておりま

す。ワタミの社員達を研修させているのもそういうことです。  

 いくらセミナーで有機農業とは、特栽とはなんてしゃべっても誰も覚えてくれないで

す。畑で朝５時から働かせて、真っ暗になった夜７時か８時になって講義をすれば、尐

なくとも彼らは農業とはこういうものだったんだと、しゃべったことも尐しは頭に残り

ます。ですから、彼らが店に帰ると、当然店での食材の扱いが変わります。例えば鮮度

一つでも、今まではレタスが配送されれば１時間も２時間もそこに置いておいたものが、

今は店に来るとすぐ冷蔵庫に入る。これだけでも随分歩留まりも違うし鮮度も違う。こ

のような効果が出ていると思っています。  

 ワタミ以外では一般消費者の方々、有機農業に関心のある方ということでお店やらイ



ンターネットで応募して、年に２回位バスをチャーターして農場体験ツアーということ

で、子供さんからおじいちゃん、おばあちゃん、３世代で来られる方もいますが、そう

いう方をご案内していろいろなことを体験したりいろいろなレクチャーをしておりま

す。これは、私どもは民間ですので人数が限られてしまうので有料でもやってほしいと

いう声はあるのですが、なかなかそこまでいっておりません。  

 最後に「全国の有機農業者との情報交換並びに有機農場運営・マーケティングなどの

指導」。基本的に農業者の人というのは表に出てきません。なぜ有機農業だったのかな

と思うと、有機農家、特栽をやっている方というのは自分で表に出て歩きます。ですか

ら情報をたくさん持っていらっしゃる。残念ながら系統の中で農協に物を出している方

というのは表に出て歩かない。その分情報が尐ないなと思います。こんなことを我々民

間とダイレクトにやっている農家の方々は非常に厳しい制約の中でやるわけです。約束

は絶対守らせる。日時は守らせる。コスト管理はする。言い訳は聞かない。  

 例えばこんなことがあります。天候が悪くて野菜が出荷できない、あるいは生育が悪

い、でも私の農場は天候が悪くても出さなければいけないということで、そこに農家の

方々の甘えが出てくるなと。我々自分達で農場をやっているとわかるのですが、こんな

ことを実際に実例を挙げながら農家の方々と切磋琢磨しながら競争し合って今やって

います。  

 「今後の活動の展開方向」についてです。私どもは農場をもっともっと広げていこう

と思っていますが、マネジメントできる農場運営社員を育成していきたいと思っていま

す。農業技術は勉強すれば、あるいはいろいろな方が教えてくれますが、マネジメント

はセンスがあります。もう１つは教育が必要ですので、このことについては徹底してや

っています。  

 今私どもの農場の社員のほとんどが店長上がりですので、最低限のＰＬ位はわかりま

す。ＰＬがつくれない農場運営というのはあり得ないと思っていますので、先ほどみず

ほの方が儲かるという話をしましたけれども、利益が出る農場でなければ存在してはい

けない。それもきちっと社員にまともな給与を払ってできる農場でなければいけないと

いうのが私の趣旨なものですから、そういう農場を今目指しています。  

 続いて、全国に農場展開をすることで、その地区で有機や特栽の仲間を増やしていき



ながら一緒に活動していきたいなと思っています。私どもが行くところでは必ず地元の

方々との連携をしていきますし、私どもはマネジメントについては全部情報公開します。

当然いろいろな情報がたくさん入ってきますので、逆に農家の方にも情報公開して頂い

てそういうやりとりをしています。  

 ３番目が「大規模化を行い、物流を始めとするコスト引き下げによるマーケットで売

りやすい体制作り」。小規模ですと、特に産直は非常にコストが高いです。ほとんどが

宅急便の運送費に化けてしまう、あるいは資材費に化けてしまうということで、これは

系統の方々がやっている物流コストかそれ以下にするためにある程度大規模にする必

要があるのと連携が必要だなと思っています。既に私どもは毎日トラック１台か２台、

自分の農場から出しますので、ほぼこれに近い状態。関東一円については私ども自社の

物流網があり、その物流の中に入れますので、ひょっとしたら市場物流よりも安いかも

しれません。  

 それから、市場・流通関係者のＪＡＳ有機についての認識を高めたいと思っています。

これはどういう活動をすればいいか具体的にはわかりません。批判が多いのですが、中

身をほとんど知らない方がたくさんいらっしゃる。どういう法律があるかも知らない。

あれは高いんだとか難しいんだと言われる方がたくさんいますが、だったら１回勉強し

てください、あるいは講習会に出てみてくださいと言っているのです。私は登録認定機

関の理事をやっている関係もあるものですから、ついでにこういうお話もよくさせて頂

きます。  

 あとグループ外への販売等もこれから強化したいなと思っています。  

 「政策への提言」については尐しハードなことが書いてありますが、先ほどみずほさ

んがおっしゃっていたように、農地を守るのは農業者であるというようなところについ

ては私は間違っているなと思います。そうであるならば今の荒れ果てた農地やらミニ開

発はなかったろう、あるいは農業委員会にもう尐し長期政策を読める方が入っていれば

このようにならなかったのではなかろうかなと思います。  

 よく新聞なんかでは民間への農地開放は云々かんぬん、非常に危険であるとあります

が、民間であろうが個人であろうが、農家がつぶれてしまえば同じことが起きます。何

もそれは変わらないと思います。民間でもこれは一緒だと思います。別に土地を買う必



要は全然ないと思いますし、農地についてはちょっと違う考え方をしてもっとハードル

を低くしていかないと、とてもじゃないけどマネジメントを導入するなんていうことも

できませんし、先ほど今五さんがおっしゃったように農地の集約化も難しいなと。この

ことについては一生懸命やっている行政もいますが、そうではないところがほとんどの

ように思います。農業特区、農業生産法人をやってみてそのように思いました。  

 「その他」としては、ぜひ改正ＪＡＳ法における登録認定団体への補助制度等をつく

って頂きたいなと。今、私も含めボランティアで何とかやっておりますが、非常に厳し

い状態が続いております。  

 それと、農水の行政として一般の農業者の声、消費者の声を直接吸い上げるような何

か制度をつくって頂くと非常にいいなと思います。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。非常に限られた時間の中で圧縮し

てお話し頂きましたので、誠に恐縮でございますけれども、これからの質疑の中で補っ

て頂くことがあれば遠慮なくお話し頂ければありがたいと思います。  

 それでは質疑応答、意見交換に入りたいと思います。質問等ございましたらどなたか

らでも結構でございますので、挙手をお願いいたします。西山委員。  

○西山臨時委員  ワタミファームの武内さんに。15 分という短い時間で多岐にわた

ってご説明があったのですけれども、私は北海道の職員で、北海道の瀬棚町というとこ

ろはある意味では小規模の農業地帯でございます。ただ、場所的には酪農が点在してお

って、そういう意味では有機物の供給もできるというところなのですけれども、「今後

の活動の展開方向」で５番目に「有機酪農」という言葉が出てきております。先ほどご

説明があったのは特に有機農産物が主体でございましたけれども、瀬棚農場は 65 ヘク

タールという広大な面積でございますので、有機酪農に向けた具体的な取り組みについ

てお話をして頂きたいということと、実は瀬棚町には、北海道の職員、たしか主査、係

長というクラスで酪農の技術者を、有機農業の取り組みとして外食産業との連携、特区

という北海道の新しい農業の取り組みということも勘案して、２年間ということでこの

４月から派遣をしたわけです。さっきご質問いたしました「有機酪農」、戦略をここで

言うわけにいかないなら結構でございますけれども、どういう取り組み、そしてそれは



外食産業へどういう影響をもたらすということを考えておられるのか、ちょっとお話を

して頂きたい。  

○生源寺部会長  どうぞ武内さん、よろしくお願いします。  

○武内氏  それでは、農業特区でやっています北海道瀬棚町の有機酪農の方向性につ

いてちょっとお話しいたします。  

 ここの生産者については私の 10 年来の友人でございまして、彼に有機農業の方向性

を出したのは私で、約 10 年ほど前にその町に行って、その当時私もまだ違う外食にお

りましたけれども、外食の経営者の立場で彼にアドバイスをしました。そして、この町

は農業、水産、畜産等々あるので、これは循環に非常にいいなということで有機酪農を

やろうということで取り組んだのが８年ほど前からです。  

 私は８年前にそこで有機牛乳をぜひつくりたいなと思いまして、それからずっとやっ

ておりました。ただ、残念なことに配合飼料を与えざるを得ないという段階で、配合飼

料を全部つくることは現状ではまだ難しい。ですから、牧草の比率をどんどん上げてい

きまして、今粗飼料は約 75％位まで持っていっております。最後のところでちょっと

詰まったところに有機畜産のＪＡＳの話が出てきたものですから、急遽海外から認定の

飼料を単費で一部取り寄せてやろうと。全部有機の飼料に変えますと約３倍位のコスト

になりますので、とてもじゃないけど普通の牛乳にはならないということで、いかに尐

ない配合飼料を与えるかということで、今ブラウンスイスという牛に一部切り替えを始

めています。そうすることによって濃厚飼料の量を減らす、そしてコストを下げる。地

元の農家の方とも一緒にやってはいるのですが、どうしたら高くない有機牛乳をつくれ

るだろうかということで今取り組んでいます。  

 ただ、当然間には乳業メーカーさん等々も入りますので、ここについては今私の方で

コーディネートをして、幾つかの乳業メーカーさんと打ち合わせを始めております。こ

れからホクレンさんとも打ち合わせをしたいなと思っているのですが、やってみて難し

いことではないなと思いました。  

 ただ、これが採算に合うかどうかというのは、実は有機農業をやらせるために経営的

に非常に圧迫していまして、非常に高い金利で農協さんからも借りておりました。この

ままやったらその農家は離農せざるを得ないという状態に追い込まれていたものです



から、私がそこで手を出して、じゃおれと一緒にやろう、おれに経営を任せろ、じゃこ

こは農業特区でいこうよということで、私の友人と組んで今有機酪農をスタートさせて

います。  

 ただ、有機酪農だけでは厳しいものですから、そこに当然畜産物のふん尿がたくさん

ありますので、ここで畑作をきちっとやっていこう、そして東京まで送る、あるいは関

西に送るルートをきちっとつくろうと。実はここは非常に物流の悪いところと言われて

いました。言われていましたが、運送屋さんを片っ端から当たっていくと、札幌から持

ってくるよりも安いぐらいの便があった。何もやらないで、ないないとやっていたので

すが、活動してみて初めてそういうことが幾つもわかってきて、できるんだなと。  

 夏の時期は軟弱野菜は長野が非常に厳しくなって青森とか北へ行っていますので、そ

れを向こうでつくろうかなということで今進めております。ですから、畑作、牧草はも

ちろんデントコーンもつくります。そこでアイスクリーム工場もやります。一応２年後

を目途にチーズ工場を立ち上げたいなと思っています。ワタミでは全量を使うことはで

きないかもしれません。ただ、生クリームをつくったときの捨てているようなものでカ

ッテージをつくってトッピングに使う。これは外食が入っていることでできますし、あ

るいは私どもの取引先の方に販売をお願いすることもできるというような複合の企業

間の連合を組んだり、企業が入ることによっていろいろなことが可能だなと思って、今

これを進めております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは安土委員。  

○安土専門委員  私はスーパーの経営者で、永見さんと武内さんは、私が農業をやっ

たら同じようなことを考えるだろうなというお話で非常に感銘をして聞いておりまし

た。特に２人の「政策への提言」というのは、私も農業のことがわからないのでうまく

言えなかったことをここにきちんと書いて頂いてすばらしいと思うのです。  

 永見さんの「政策への提言」の最初の部分に関してですが、東京やその他大都市部で

マンションをお持ちの方がリスクがあるということで賃貸が難しいのです。それを請け

負って借り手を探す商売があるのですが、それと同じような発想だと思うので、こうい

う種類のことがもっと行われることが非常に重要ではないかなという感じがしました。



このことについてもその他のことについても、永見さんと武内さんの「政策への提言」

に書かれたことについて具体的に返事をして頂きたい。行政の側と、ここにおられる方

の中でも異論、反論がおありになると思うので、言いっ放しというか、せっかくこんな

にいいアイデアが出てきているのを黙殺しては何も意味がないのではないかと思うの

で、ぜひ私は答を伺いたいと思います。  

 特に武内さんの「政策への提言」の１、「補助金をハードに使わず、良い農産物又は

特栽へ直接補填をする形にする。系統や行政は通さない。通すと、ＪＡの政策に従わな

い有機生産者は邪魔をされる」と書いてあるわけですが、これに対しては異論、反論が

必ずなければおかしいわけで、なければ賛成、すぐやったらいいということになるので。

その他もそうです。  

○生源寺部会長  特に永見さんの農地の賃貸借のシステムのあり方の問題、武内さん

からご提言のありました補助金の交付の仕方といいますか、系統、行政を通さないで直

接というご提言、かなり刺激的なご提言でもあるわけでございます。今すぐということ

でなくても構わないと思いますので、この点ぜひ委員の皆様方、系統の委員の方、ある

いは行政の委員の方もおられますので、お話を承ることができれば非常にありがたいと

思います。山田委員。  

○山田臨時委員  今の安土さんの話に答えていると後々激論をしなければいけない

ことになりますから、それはもうちょっと先に置いておきまして、おいでになっていま

す３者に一言ずつご質問を申し上げたいわけです。それぞれ実践されているだけに、内

容のあるお話をお聞きできてありがとうございました。  

 今五さんに最初お聞きしたい点でありますけれども、集落の現状がほ場整備されてい

ない中で田んぼが 89 枚あるというお話でありますからものすごくご苦労されていると

おっしゃっています。まさにそういう面からしてもほ場整備の大事さ加減というのをち

ゃんと政策提言されているわけで、この意味は大変大きいと思っております。  

 ところで、89 枚になっているわけでありますが、２つの農家組合の一本化が進行し

ているということであります。どういう農家組合の内容かということによりましてなか

なか難しいのですけれども、いずれにしても集落営農ないしは集落農家組合で農地の利

用集積ないしは農地利用を一元化、団地化するということが今五さんのような場合も一



番必要ではないか。これからちゃんと村の中に残って営農をやっていく人に一番大事な

ことはそのことではないかと思うものですから、農地をこのように利用するという計画

を集落でつくりまして、そんな中で当然その計画を市町村や行政が支えるということで、

ちゃんと残っている今五さんのような農家が農地をこのように使うんだよという仕組

みを何としてもつくった方がいいと思っておりますので、その点についてのご意見をお

伺いしたいなと。これが今五さんについてであります。  

 永見さんについてでありますけれども、新規就農されまして、もちろんいろいろな背

景があってここまで関係者の努力で仕上がったものと思いまして、これはこれで感服し

ておるところであります。新規就農者の農地賃貸借の促進なり都市住民の農地利用促進

の民営化、民営化はともかくとしてもうちょっと農地利用を促進させる手だてはないか

ということがありました。農地を貸すと将来は所有が制限、制約を受けるのではないか

という感覚が、率直にいってまだまだいっぱいあるのだろうと思うわけで、この点も、

今五さんにお話ししたこととも関連するのですが、農地を農地として利用して、その計

画の中で農地利用を区分したり計画化したりして、新規就農者や市民農園等の利用にも

っと弾力的に貸し得る体制はつくれるのだと思うのです。  

 農地は農地として、このように団地的に一元的にしっかり使いますよという部分があ

ると同時に、もう一方で新規就農者用の賃貸借の促進とか、さらに都市住民の農業体験

なり市民農園に対応できる土地利用の計画や土地利用の実施ということが可能なわけ

で、もしかしたらこれはそのうちに答えてもらえるかもしれませんが、多分今も行政上、

政策上そういう仕組みがあるはずなのです。ただ、それがものすごく難しかったり使い

勝手が悪かったり広報が十分に行き届いていなかったり、そうは言ったってそんな方法

で農地を貸してみたってやっぱりそのうちに農地の所有が制約されるんじゃないかと

思うような感覚があるものだから進んでいないのかもしれない。だからこういう部分に

ついて、もちろんものすごく大上段に振りかぶって対策を政策提言するという手もあり

ますが、同時にもっとここが可能なのだ、このようにしているということが多分あるは

ずなので、そこは座長にも申し上げますけれども、それは答えて頂いても結構かと思っ

ております。要は永見さんにはそういうことについてどのようにお考えなのかというこ

とをお聞きしたかったわけであります。  



 武内さんにつきましては、農業特区を３カ所で取り組まれておられるということであ

ります。もう１つの群馬県は多分農業法人であれば出資の形で参画されるということに

なっているのかなと思います。全国に農場展開されるということでありますけれども、

地元の方との連携を十分図って進んでいくんだよとおっしゃっています。多分ものすご

く大事なことだと思うのですが、そう考えてみますと、農業特区の展開にしても農地所

有が必要だとおっしゃっておらないのではないかと思うのです。今の特区の仕組みの中

で農地は借りて対応できればそれで十分役割を果たすよ、というふうに整理されている

のではないかなと思うのですが、絶対所有が必要だとお考えになっているのかどうか、

その点お聞きしたいと思います。  

 政策提言の内容については、しゃべりづらくなりますので、私をＪＡの関係者だと思

わないで聞いておいてもらえばいいのですが、おっしゃるようなところはあるかもしれ

ません。しかし、ＪＡは、卸売市場への市場出荷を中心にして共同販売をずっと続けて

きたわけです。一定の量があって価格形成をする、かつ一定の量を運ぶために――これ

は武内さんもおっしゃっていますけれども、一定の量がどうしても必要になるわけで、

そのことがコストを下げたり価格形成に役立ったりするものですから、どうしても共同

販売が必要なわけです。一定の銘柄のもの、一定の品質のものに向上させるために、農

協の部会の活動におきましても一定の制約を置いたりしているわけです。当たり前とい

えば当たり前のところがあるわけです。  

 一方、有機農産物の流通は、ご案内のとおり独特の流通の仕方をするわけで、それは

もっと多様な流通の仕方もあるのですが、おっしゃいますように、ワタミフーズの皆さ

んのような流通の仕方というのはそれはそれで１つの大きな流れだと認めるわけです

が、ＪＡは、市場流通、市場出荷を中心にして体制をずっと仕組んできた、今も相当量

についてはそういう形での生産、流通、販売を手がけているということの制約があると

いう側面はぜひご理解頂きたいと思っております。  

○生源寺部会長  それでは、お三方それぞれにお考えを申し述べ頂きたいと思います。

なお、武内さんへのご質問につきましては、先ほどのお話の中にもその点への言及がご

ざいましたけれども、もう尐し補足的にあればお願いいたしたいと思います。  

 それでは、今五さんから項番でいかがでございましょうか。  



○今五氏  私の方はこれからどういう経営をしていくかということになるかと思う

のですけれども、団塊の世代の人達が大勢いるということは先ほどお話をしました。そ

の人達の亓、六年後を考えたときに、私の今住んでいる地域は加工施設があって、食品

団地があって、公園があって、山があって景観が良くて、非常に恵まれた自然環境だと

思っているのです。その環境を活かして、昔から我が集落は畑どころということでもあ

るので、野菜とか一村一品的なものを――今「ビーナス」というナスが一村一品になり

つつあるのですが、そういったものに取り組んで、できれば加工して、できれば店を持

ってというふうなところへ進めていきたいなというのがあります。どうしても田んぼが

小さければ、調整水田という形を今とっていますけれども、景観作物を植えるとか、皆

さんに来て頂けるような環境づくりをやっていくという意味で土地利用をしていきた

いなと思っております。  

○生源寺部会長  永見さんどうぞ。  

○永見氏  私は新規就農したわけですね。私は消費者の方にいろいろなところでよく

言うのですけれども、コープこうべへ勤めているときには出勤が嫌な日がよくありまし

た。登校拒否の子供の気持ちがわかる日が続いていましたけれども、今は毎朝７時半か

ら 12 時間以上、年三百何日働いても仕事が嫌にならない。自然の中で農業をやること

によって自分自身が自然から何かいいものを与えられているのかな、そういうことが農

業を続けられるのかなという気がしながら今やっていますから、新規就農が来たらでき

るだけそういう人を受け入れてやりたいなと思っています。ただ、今のサラリーマンを

やめたいから来たいという人間は完全に拒否します。話をしていたらわかりますから、

やめたいから農業でもしたいという奴は拒否するということでずっと続けています。  

 それと農地利用の件で、今でも可能な仕組みはたくさんあるのだと思います。でも、

実際には使われていないのだったらその仕組みが役立っているのかなということで、一

般の企業とかそういうものが入っていた方がよくできるのではないかなという気がし

てここに書かせてもらったのです。  

 都市住民が利用して米をつくったら、その米は絶対自分で食べます。つくったものは

絶対自分で食べます。私どもが今マイファームでサツマイモをつくったりジャガイモを

つくったりタマネギをつくったり大根をつくったりしてます。虫食いだらけで向こうが



見えるような菜っ葉でもちゃんと持って帰って食べられますから、自分でつくらせれば

消費も変わってくるのではないか。それをどんどん進めていきたいなと。  

 私がこれを始めるときに農業の言葉から知らないということで、いろいろな本を読ん

で法律書も読みました。痛切に感じたのは、法律というのは悪者がおるということをも

とにできているので、何で僕がこれをできへんのやというのをよく感じました。悪い奴

がおるからこれを規制しておかないとあかんというのか、いっぱい網かせしていて、こ

んないいことするのに何でできんのかなというのがよくあったというのを痛感してお

ります。質問の内容とちょっと違いますけれども、つけ加えさせ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。  

 それでは武内さん、いかがでございましょうか。  

○武内氏  農業特区だろうがなかろうが、農地取得についてはあまり興味がなくて、

何のために農地が必要かというと農作物をつくるためですので農地が使えればいい、コ

ストが安ければいいということです。実際には関東と北海道では当然農地の価格が違い

ますので、企業ベースでいえば、資金があれば、金利以下であれば、賃料と金利とのバ

ランスだと思います。買った方が安いか借りた方が安いかというのは通常考えるのです

が、ここが関係なければ当然借りた方がいい。何も今ストック経営をする必要はないわ

けですから、フロー経営の方がいいと思いますし、私どももそう思っています。  

 ただし、農地を民間で買った場合、担保にできない。あるいは例えば農家が買った場

合に銀行の担保にできるかというと、この辺がちょっと問題があるなと感じています。

これは私どももそうです。私どもは農協さんからお金を借りるということはまずないも

のですから、借りるのであれば当然自己資金か親会社か、要するに取引先のメーンバン

クから借りますので、この辺がちょっと厄介だなとは思っています。  

 市場の流通の件に関しては先ほどおっしゃったとおりなのです。ただ、残念なことに

今の規格が誰のための規格か。一般の方の規格ではないように思います。今、既に業務

用、外食用の市場のウエートが非常に高くなっている中で、相変わらず旧態依然として、

どこの基準かわかりませんけれども、何が何グラムでなければいかん、何がこうでなけ

ればいかんという規格がいっぱいあります。当然これは長年の歴史でできたと思うので

すが、これに随分制約されていることによって農業者の方達がしっかりと歩くだろう。



しっかりともう尐し高めるような規格をつくられたらいいのではなかろうかなという

こと。  

 もう１つは行政の問題だと思うのですが、見てくれでどうしてもやってしまう。です

から、いい意味での農業者の競争がどうも阻害されてしまって、我々民間は一番上に合

わせるのですが、農協の基準は一番下に合わせます。あるいは平均以下に合わせます。

そうでなくて、私はいつも農協の方に言うのですが、一番上に合わせてくれ、トップに

合わせてくれ、そうすることによって競争意識が出てくるはずだと。これは物流でも何

でもそうですが、そこでいろいろな障害を置くことが経済にとってどの位マイナスにな

っているかということを認識して頂きたいし、農家の方もこれでいいと思ったらこれで

終わってしまう。特栽でいいと思ったら特栽で終わってしまう。ＪＡＳの有機でいいと

言ったら、これもこれで終わってしまう。ＪＡＳの有機だけでいいのではなくて、あと

は食味であったり成分であったり形状であったりというふうに進まなければいけない、

そのような形に進んだらいいなと思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。もし可能であれば今五さん、先ほどのや

りとりで集落あるいは地域の中で土地が細かく分散していて使いにくい、これは地域で

何らかの形でまとめるなりして、それを例えば今五さんなりの経営に使って頂く、こう

いうシステムを構想できるかどうか、こういうご質問も含まれていたと思うので、今で

なくても結構でございますので、もしこの点についてもお話を伺えればありがたいと思

います。今何かございますか。  

○今五氏  昔の考え方の人が多くて、農地集積というのはちょっと無理かなと思いま

す。地域の方々から担い手として認めてもらうような状況になっていませんので、一部

の人からは集積は始まっていますけれども、集落営農的にうちへまとまるというのはな

かなか厳しいかなと思います。実際自分の地域ですぐ近くの人でさえも、リタイアする

のに直接うちへ頼むのではなくて、やはりＪＡを通しているのです。私としては、常日

頃交流関係があるのであったら先に直接話してもいいんじゃないのという感じの方で

さえも農協へ出しています。  

 これから田んぼをやめると考えている人が、じゃ認定農業者に託すかというと、アン

ケートでは託さないみたいなことが書いてあるのです。実際集積は難しいというのが現



状です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。どうぞ山田委員。  

○山田臨時委員  ＪＡへ利用権設定しますね。ＪＡへ利用権設定したら、ＪＡは隣の

家が今五さんだから「今五さん使わない？」と言いに来ないですか。  

○今五氏  ＪＡは来ます。それで集まっては来ていますが、一旦通すのです。  

○山田臨時委員  多分制度的にそうなっているから通すんだと思うのです。今後の仕

組みをそういう形でＪＡももっと改革しなければいけない。しかし、今聞いてほっとし

たのですけれども、多分ＪＡに来たらちゃんと今五さんに「どうぞ今五さん使ってくれ

ない？」と言っていると思うのです。まあもっとしっかりやりましょう。  

○生源寺部会長  それでは、永石委員。  

○永石臨時委員  私も今五さんに聞きたかったのはその辺で、団塊世代というのは私

位の年代ですから、多分息子らも 20代、30 代になっているはずですよね。今五さんの

周りの息子さん達や娘さん達は勤められているのか、家から離れられているのか、その

辺が１つ。  

 集落でなかなかまとまらないというのは、福島県でもそうなのですけれども、集落の

人は隣の家に貸したくないという感じがどこかにあるのです。山田専務、やはりそうな

んですよ。だから実際上、農協の合理化法人だったら農協を通して斡旋してもらう。福

島県の場合は農業振興公社――合理化法人ですけれども、そこを通して農家の人はそこ

に貸す。その人達がどういう人達に配分するかはその合理化法人に任せる、そういう仕

組みかなと。  

 ただ、その前に地域の中で話し合いがなかなかできないと。兼業農家は兼業農家でこ

っちの田んぼでやっていいですよ、私達はもう尐し効率的に使いたいからこっち側の田

んぼはうちらに使わせて、そういう話し合いが本当に集落でできないのかどうか。その

程度の話し合いまでが集落内で本当にできないのかどうかということをお聞きしたい

ということです。  

 それから、もちろん地域水田農業のビジョンの中では今五さんは担い手としては認定

されているはずですよね。それは間違いないですね。  

○今五氏  はい。  



○永石臨時委員  それから、永見さんにお聞きしたいのですけれども、生ゴミの分別

はどこで整理をされてきているのか。生ゴミの場合は処理料をもらえるのではないかと

思うのです。先ほど４万円もらえないかということで、それができないかどうかという

ことをお聞きしたいということです。  

 武内さんの場合も農協さんと基本的に違うのは――農協を弁護するわけではないで

すよ。民間企業でやる場合は利益が目的とはっきりしている。そこを流通でどう合理化

するかというのが明快。うちの県内にも量販店の人達が米や野菜のつくり方について

「特栽的な栽培技術でつくってくれ」という形で、栽培方法か何か一定のルールを決め

て全部農家を契約させてやっている事例はあるのですけれども、徹底的に物流が合理化

されているのです。それは段ボールを使わない。ちゃんと会社でコンテナを全部配置し

て、そのコンテナで持ってくる。  

 もう１つ、さっき言いました規格の問題。例えばレタスだったら 300 グラム以上の

形だったら何でもいい、こういう仕組みをつくっておられる。これは民間だからできる

のかなと私自身は思っています。それが農協でできるのだったら、農協もどんどんやれ

るのだろうと思うのです。市場を相手にしている限り、私は消費者が規格を決めている

と思っていませんけれども、市場が決めているのだろう、あるいは売る側が決めている

のだろう。日持ちしなければならない。例えば真っ赤っかに熟れた完熟トマトが欲しい

といったって、現実には市場を通してお店に行って３日か４日間保たなければだめ、そ

うすると一部が青くなければやはりだめですよ、多分そういうので規格は決められてき

ているのだと私は思います。  

 従いまして、逆に言うと、うちの県でも変わってくるだろうとみているのは、ファー

マーズマーケットなんかでいろいろ直売所ができていますので、例えば消費者は形が悪

くても朝どりしてきたのを食えばうまいんだというのがわかってくる。そのようなとこ

ろから今までの規格は何だったの、日持ちが良ければいいの、そろってればいいの、そ

ういうのが変わってくるのではないかと期待しておりますので、そういう面で山田専務

はもう尐し頑張る道はあるので、悲観しないでどんどん頑張ってくださいね。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。ご意見と並んで多尐ご質問もあったかと



思うのですが、今五さんあるいは永見さんいかがでしょうか。  

○今五氏  確かに昭和１けた、ややもすると 60 代位の方までは農地に対する執着が

強くて、ちょっと変わったことをしても何だかんだ言うのがそういう人達なのです。ほ

とんどが兼業ですので、その次の世代の人達というのはちょうど今交代時期に入ってい

まして、農地交換も前よりはやりやすくなっています。話をしますと結構理解してくれ

ていますので、これからできるかなと思っています。  

○生源寺部会長  永見さん、もし追加的にご説明があれば。  

○永見氏  生ゴミの分別ですけれども、それはコープこうべの店舗内で回収前にきち

っと各部門ごとにやっています。ほぼ完全にされていると思います。たまに包丁が堆肥

の中から出てきます。お店で使っていた包丁が生ゴミに入っているというのはあります

けれども、ほぼ満足できる範囲で分別してくれています。  

 それと処理料ですけれども、これは産廃ではなしに一般廃棄物の方なのですけれども、

今コープこうべが自分のところで出したゴミを自分で処理しているのです。だから、ど

こからも金は頂けない。「コープこうべが行政に出せば行政がお金が要るんですよ。そ

の分ちょうだいよ」と僕は言っているので、今はコープこうべが自分のゴミを自分で処

理しているからどこからもお金をもらえないけれども、使っている税金分ちょうだいよ

という感じです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。武内さん、何かご発言ございますか。  

○武内氏  いいえ。  

○生源寺部会長  それでは中村委員、お待たせいたしました。  

○中村委員  永見さんなり武内さんに農地あるいは特区の話はまた後ほどお聞きし

たいと思っておりますが、今五さんに。皆さんのご意見とダブりますので質問をやめよ

うかと思ったのですが、おっしゃったように大変な枚数があるということと、たった１

人の認定農業者であるということ、いろいろな意味で問題提起をしているのだろうと思

うのです。  

 流動化が悪いとか遊休地化とか荒廃化は必ずしも高齢化だとか担い手がいない問題

だけではなくて別の問題があるとここでも言っているのですけれども、今そういうこと

かなと思って……。  



 １つは認定農業者制度のあり方に問題があるのではなかろうか。あなたのところが担

い手だよと地域が認めるような具体的な方法がないかということ。  

 もう１つは、流動化についても合理化法人もあるし、いろいろな制度がありますよね。

そこへいかない。確かに隣のうちの蔵みたいな話があっては、あそこは絶対嫌よという

のは僕らも聞きます。89 枚あることを根拠にして基盤整備をやりながら担い手と地域

の土地利用の問題をきちっと――これは山田さんの発言と関係するかもわかりません

が――やるような場をつくって地域としての認定農業者になる、そんな具体的な方法は

何かないでしょうか。  

 もう１つ、家族経営協定。この場ではずっと否定されております。私１人言っていま

すが、大体みんな否定しております。応援団が１人いますので、その意義を言って頂け

ればと思っています。  

○生源寺部会長  ２点目がちょっと私は飲み込めなかったのですけれども、今五さん

が飲み込んでおられれば結構でございます。３つご質問ないしご意見を伺いたいという

点がございました。  

○今五氏  認定農業者の件と家族経営協定の件。  

○中村委員  それだけでいいです。  

○今五氏  認定農業者が集落に１人ということが集落に認められていないと。その認

定農業者の申請の仕方そのものにも問題があるのかなと思います。今の政策では認定農

業者に政策を集中するということではありますが、その認定農業者のあり方が今まで集

落で全然問われてこなかったということで、いざそこへ集中するといったときには気持

ち的にはねたみっぽいのも出てくるかなと思うのです。  

 先ほども言いましたように、たまたま農家組合の一、二の合併という話が出たときに、

認定農業者の話を直接するとまた角が立つかなと考えまして、合同の会議のときに私も

出席しまして、やんわりですが、地域ビジョンを考えたときに合併も絶対必要だしとい

うことで徐々に認定農業者のことも話しております。今回ＪＡの総代ということで私が

地域から推薦されて出たという経緯もありますので、なるたけ会合などに出て発言し、

今の農業のあり方とか米の動き、そういう情報提供を私なりにどんどんしていって、次

世代の人達から理解をしてもらえるよう努力したいと思っていますし、できれば行政、



農協から地域の担い手の話が出される場があったらいいなと思っています。  

○生源寺部会長  中村委員、よろしゅうございますか。  

 それでは増田委員。  

○増田委員  今のと関連があるのですが、今五さんが家族経営協定のことをさっきち

ょっとおっしゃいました。なかなか進まない家族経営協定と理解しているのですが、一

番壁になっているのは何だとお思いでいらっしゃるか。  

 もう１つなのですが、「政策への提言」のところで「安全・安心の確保に向けた適正

な表示」という表現を使っていらっしゃいます。今表示は尐しずつ変わってきて実行さ

れつつあるのですけれども、その中で今現在表示について生産者の側からどの辺が問題

だと思っていらっしゃるか。  

 この２点です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは今五さん、よろしくお願いいた

します。  

○今五氏  表示に関しましては詳しくはわからないのですけれども、加工されている

県とか地域は書いてあるのですが、農作物のとれた産地が書いてないというのが目につ

いたのです。そういう意味でつくる側としてはこれがどこの地域でつくられてどこどこ

で加工されたものだということも表示してほしいなと普段買い物をしていて思うもの

ですから、そういう意味での表示ということで書かせて頂きました。  

 それから、家族経営協定が進まない理由というのは、最初に家族経営協定というのは

女性が農業者年金に入れる条件の一つとして結構普及したというのが一番とっつき悪

かったと言えばいいのでしょうか、本当に家族経営協定の良さを説明されるより先に女

性の農業者年金加入イコール家族経営協定締結というのが表に出てしまったというの

がちょっと問題なのかなと思うのです。実際、普及員の皆さんとか農業委員の皆さんに

よって家族経営協定が徐々に進められてはいますが、家族経営協定を結ぶと給料を払わ

なければならないというのが先にあって、こういう厳しい農業情勢でとても妻には給料

払えないという人がほとんどなのです。だから協定の意味といいますか、報酬があって

労働時間がどうのといったものが書かれていなければ協定でないというのが皆さんの

ところへ情報として先に流れていって、良さが後々くっついていっているものですから



普及しないのではないかなと思います。女性の意識改革とか経営者としての男性の意識

改革の意味では、家族経営協定をもっと知らしめるべきだなと思います。  

○生源寺部会長  それでは秋岡委員。  

○秋岡専門委員  今五さんと武内さんにお伺いしたいのですけれども、今五さんのヒ

アリングのご説明の資料の中にもこれから消費者との直接販売を増やしていくとお書

きになっていて、具体的にどういうイメージなのかなというのをもうちょっと伺えたら

と思ったのです。というのは、農家の方が直接売るというお話はよくいろいろな会議の

席でも出るのですけれども、実際はすごく大変なのではないかなと思うのです。  

 というのは、私はたまたま埻玉県の草加の農業高校の生徒さんが直売所をつくって地

元で話題ですというのでテレビで取材に行ったのです。タクシーに乗ってそこへ行った

のですけれども、運転手さんに「こういうのができて地元で大評判というので取材に行

きたいんですけど」といったら、「いや、この辺はみんな自分ちでつくってるからあん

まり買いには行かないんだよね」と言われて……。  

 新発田がどういうところかよくわからないのですけれども、一般に売られるというの

がすごく遠くにお店を持つという意味なのか、例えば今五さんがこういうのがいいなと

思っていらっしゃるのがどういうイメージの直販なのかなということが１つ。  

 ２つ目は、今までいろいろ物をおつくりになっていて、売るというのはまた別のこと

じゃないですか。私は農業の世界はよくわからないのですけれども、農業以外の世界で

何かやるというと、友達５～６人が集まってみんな知恵を出して、私はパッケージデザ

インができるとか、私は安く運んでくれる人を知っているとか、いろいろな人が集まっ

てできるということはあるのですが、例えば新発田で今までつくる方を中心にやってい

らっしゃって、じゃ小売にとなったときに、そういうのを周辺でサポートしてくれるよ

うな仲間づくりとか異業種の人との交流会とか、そういう機会はあるのですか。この２

つをお尋ねしたいと思っています。  

 武内さんにお伺いしたいのは、先ほど農家との契約のときに天気が悪いから間に合わ

ないというのは許さないとおっしゃったのですけれども、私は素人なので照らないのは

しょうがないかなとすぐ思ってしまうのです。ただ、普通のビジネスでいえばもちろん

品質管理と期日管理はすごく大事だとわかるのです。でも、天気が悪くて納期が遅れる



のは許さないとおっしゃるのは別の意味か。例えば１年先の何月何日に納品しなさいと

決めても、その年の天気とかいろいろあれば、要するにプロとしての工程管理が甘いと

か、物をつくる以外の天候とか関連情報に対する勉強不足であるとか、そういうことを

おっしゃっているのかなと思ったのですけれども、もし天気が悪くても期日までにいい

ものができる方法があればちょっと伺いたいなと思ってご質問させて頂きます。  

○生源寺部会長  それでは今五さんからお願いいたします。  

○今五氏  私の場合は非農家から農家へ嫁いだというのがあって、私の身内はお米を

つくっていない人ばかりなので、最初は縁故米が多かったのですけれども、私が市民団

体の運動をしているというのもあって、口コミで多くなりました。結構地元の新発田市

の中に消費者がいっぱいいたんだなということに気づきました。「今五さんのところは

米つくってるよね」というところから始まりまして、「おいしかったよ」ということで

口コミで広がり、それが今、米から野菜になっているというのがありまして、地産地消

という感覚からすると、まだまだやり方はあったんだなということを実感しています。  

○生源寺部会長  武内さんどうぞ。  

○武内氏  おっしゃるとおりです。極端な例を言っています。私が言いたかったのは、

農家の方は約束を守らなくても普通の感覚の人達がほとんどなのです。例えば「頼みま

した。これだけの量をつくってください」とお願いをした。ところが、畑へ行ってみる

と実はやってない。その日に播種をしてない。当然それは予定した日に来ない。それか

ら、明後日は天気が悪いから、明日いっぱいとっちゃおうと言ったり、この逆もあるの

です。  

 こういうことは通常のビジネスでは考えられないのですが、それが農業の世界では―

―今日いらっしゃる方は別だと思うのですが、普通になっているのです。とれるときに

とっちゃおう、大根収穫できるときに一気にとっちゃおうというのがどこでもあるので

す。ですから、外食や流通でこれに取り組むと、この問題にひっかかるのです。要する

に決まった日に決まったものが来ない。  

 極端なことを言うと、頼んだのですけれども、３日前に着いてしまった、こんなこと

があるわけです。「どうして」と言ったら「もし着かなかったら困るから早目に送った」、

こういうことが日常茶飯事のように起きているのです。これは生産者と取り組んで１年



２年、言いたくないのですが、言っているうちにだんだんわかってもらう、あるいは実

際に現場に来てもらって物流センターを見てもらう、店を見てもらう、箱の形態を見て

もらう。例えばレタスが 12個なのですけれども、「ちょっと小さかったからおまけで入

れといたよ」と言うわけです。そのおまけは 200 グラム位なのです。 400 グラムのレ

タスの中に 200 グラムのレタスが３～４個入っているわけです。そうすると今度は物

流センターでこれはどうしたらいいだろうということ。そういう約束してないことがい

っぱいある。これは農家の方達が一般の方と情報交換がないというか、ビジネスの世界

でないがために起きていることなのです。こんなことが多いですという意味の１つの例

として言いました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかに。それでは大木委員、その次に森本委員の項番でお願いします。  

○大木委員  みずほ協同農園さんにちょっとお尋ねしたいのですけれども、特別栽培

で野菜などをつくられていたり、体験農園などをなさって消費者と連携をとられている

ということです。特別栽培は、ここに書かれていますように環境保全型農業をするとい

うことに意義があると思いますけれども、一般の消費者が環境と農業を結びつけて理解

をして考える、なかなかそこまでいっていないというのが現実だと思うのです。そうい

う意味でますますこういうものが増えてきてほしいなと思っていますけれども、受け入

れ側としてどのように思っているか。非常にうまくいってらっしゃって歓迎もしていま

すし、ほとんどがリピーターですよということでうまくいっていらっしゃる。もちろん

そこにはコープこうべの意識の高いものを持っていらっしゃる方があってそうなって

いるのだろうと思います。  

 実は私、２週間前に私の会の団体でブナハリタケというキノコの駒打ちに山形県へ行

ってきたのです。そうしますと、それが全部ドリルできちんとあけてありまして、お料

理でいえば殿様料理と言うんですよね。モグラたたきみたいにトントンとやってしまえ

ばそれで済んでしまう作業だったのです。  

 もう１つは、牛肉が自由化になったために牧場の跡地に何とか木を植えようというこ

とでいっぱい植えてこようということになったら、その前に何人かの方が４～５日農作

業を休んでそのために全部穴をあけてきちんとやってくださっていたわけです。そのと



きには何にもおっしゃらなくて、後で実はこのようにして迎えてるんですよというのを

お聞きしますと、こちらは理解したいために行く、でもどれだけの手間がかかっている

か。理解をするためには体験学習が一番いいとは思っているのですが、こういう体験学

習を増やしていく、国民がみんな農業を理解する、どうしたらそういうことができるの

かなということをちょっとお聞きしたいなと思っております。  

〇生源寺部会長  永見さんどうぞ。  

○永見氏  どうしたら増えるかなというのは、私もこれというのがないから、ここに

書いておけばいろいろな人が考えてくれるのではないかなと思って書いたのが実情で

す。  

 それと、消費者が私どものところへ来ていろいろなことを体験するというので、先ほ

ど言われたようにシイタケの穴があいている、あれは村町交流とか都市交流ではなしに

接待だと思っているのです。地方が都市市民を接待している。うちは接待は絶対しない

ということにしている。来た人に実際に手をかけてもらって、私らが手をかけた分の費

用は絶対もらうようにしています。サツマイモ 10 本植えてもらって収穫まで世話する

お金は 2,000円頂いているわけです。コープこうべでも 100％準備しておいて、はい、

いらっしゃいとやらせるというのは僕は大反対で、一緒にやって両方がちょっとずつ喜

ぶ。片方が大きく喜んで片方が苦労するというのは絶対続かないと思っています。ちょ

っとずつみんなが我慢しながらちょっとずつ喜びがあるというのが続くということで、

継続をするためにはそういうのが必要ではないかなという気がしています。  

 収穫体験なんかしますけれども、消費者の方が来てトマトの収穫とか大根の収穫をし

ます。とったものは絶対買ってくださいということにします。「おたくらがとったもの

は売り物にはなりません」と言うのです。必ずトマトをつぶしたりホウレンソウをボキ

ボキに折ったりしますから、「とる分だけは買ってくださいよ」ということで、前もっ

てきちっとそういう説明をすれば消費者の方には理解して頂ける。ただ、コープこうべ

がいろいろな広報を使って人を寄せてくれるからうちでできることであって、寄せ方が

一番難しいのではないか。  

 地方の行政の方もおられるかもわかりませんけれども、地方の行政でやっている間伐

材伐採で 20人ほどの人が来たら、村中出て、役場から出て、農協が出て 30人もかかっ



てというようなのは長続きする話ではないなという気はずっとしています。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは森本委員どうぞ。  

○森本専門委員  ３人の方にちょっとずつお伺いします。  

 まず今五さんでございますが、これはちょっと感性的なもので、「女性農業者」と書

かれることにどのような感じを持つのかなと。逆に僕なんか「女性農業者」と書かれて

いることに何となく違和感を持って見ていたのです。農業者にわざわざ「女性」という

ものをつけなければならないというのが何となく違和感があって見ていたのです。  

 私も農業をやっていますので大体のイメージはできるのです。11 ヘクタールでやが

て 90枚という田んぼは、計算してみると１反２畝、大体 12アール、すごい枚数ですよ

ね。もし私にそこで農業をやれと言われたら、私はやりません。やれないと思います。

ちょっと計算したら採算が合わないだろうな、とてもやれないだろうなと。その中でも

まだやる気になっておられるようなのですが、周りのみんなができなくなったときにど

の位まで面積的に増やすことが可能なのか。どの位の面積だったら可能だと考えるか。  

 それと、今小作料を幾ら位に設定されているのか。  

 それと、ＪＡを通して田んぼが集まっているというのは僕は逆にいいのではないかな

と思うのです。金銭的に個人間でやりとりをしなくていいわけですから、ＪＡに間に入

って頂くと、今年は不作だったから安くしてくれとか、今年は豊作だったから尐し余計

にくれとか、そういう話もないわけですから、その点は逆にいいのではないかと僕は思

っているのです。  

 それと、これは企画部会の根幹になると思うのですが、直接支払いでお金をもらうの

と、お金はもらわなくていいから基盤整備事業あたりを国でやってほしい、そのような

環境整備を国がやって頂ければ私達は生産することは一生懸命やる。それは直接支払い

がいいとお考えか、それとも基盤整備あたりを国にやってもらった方がいいか、どちら

の方がいいとお考えかお聞かせ願えればと思います。  

 永見さんに関しましては、最後のところにリサイクル助成のご要望が書いてあったの

ですが、１トン５万円かかるというような説明だったと思います。ちょっとこの辺私も

勉強不足なので申し訳ないのですけれども、結局それを肥料にするのですか。普通だっ



たらそのときの肥料代というのが当然かかりますね。それがなければ肥料を買うなりよ

そから持ってこなければならないわけですね。そうすると 10キロ当たり 500 円位の単

価になります。当然１トンが１トンの肥料にならないとは思うので、その辺がちょっと

わからないのですけれども、もし１トンで１トンの肥料ができるのであれば、肥料とし

てみれば 10キロ 500円の肥料はすごく安いなと僕達は思うのです。その辺のところは

どのような感覚なのかなということです。  

 それと武内さんには、これもお金の話なのですが、企業が考える小作料、10 アール

当たりどの位の金額だったら借りてつくりたいか。場所的なものもあると思います。都

市近郊だったり田舎だったりすると思いますので、２種類、よければ都市近郊の金額と

九州とか北海道で借りるのだったらこの位というお考えがあればお聞かせ願えればと

思います。  

○生源寺部会長  それでは最初に今五さん、よろしゅうございますか、かなりござい

ましたけれども。  

○今五氏  女性農業者ということで、私もすごく違和感がありました。何で女性だけ

がついてるのというのは最初に思いました。男女共同参画社会はまだまだだなあと思い

ました。あえて「女性」というのはとってほしかったですね。指摘して頂いてありがと

うございます。ここでそういう気持ちを伝えられただけでもよかったなと思います。  

 それから、規模拡大ですが、今の面積が自分の田んぼの近くにあるのであればもうち

ょっと可能かなとは思います。今作付が 11ヘクタールですので 15 ヘクタール位まで。  

○森本専門委員  それでも 15ヘクタール位ですか。  

○今五氏  はい。これ位の規模でいけばですね。そのような気がします。でも、年も

とってきていますので体力的にもありますので、その辺も相談しなければならないので

すけれども、作付で 15ヘクタール位かなという気がします。  

 小作料は、隣の市町村がちょっと違いますけれども、大体３万 1,000円前後です。  

○森本専門委員  この田んぼでですか。  

○今五氏  はい。  

 それから、直接支払いと基盤整備どっちかと言ったときに、基盤整備が先にあってほ

しいです。  



○森本専門委員  基盤整備を直ちにしてほしい。  

○今五氏  はい、そっちの方ですね。  

○生源寺部会長  森本さん、よろしいですか。  

○森本専門委員  はい。  

○生源寺部会長  それでは永見さん、よろしくお願いします。  

○永見氏  リサイクルに５万かかっているということ。今、土づくりセンターという

ところで生ゴミを年間で 800 トン集めてきて、もみ殻と牛ふんを約 800 トン位混ぜて

できている堆肥が 750 トン位です。土づくりセンターというのはコープこうべ直営で

すから、そこからみずほ協同農園が全量買っています。トン 3,800 円で買っています。

トン 4,000 円としても年間 320 万です。 800トンするのに 4,000 万位かかって、私ど

もが買っているのが年間で 300万余りということです。  

 生ゴミを処理して堆肥を売ったらどうかと。堆肥なんかは値段のうちに入りません。

コープこうべに私はいつも言います。「どうせ 4,000 万も 5,000 万も赤字出してるんだ

ったら 300 万なんか知れてるじゃないか、ただでくれ。うちは 300 万は大きいけれど

も、コープこうべが 4,000 万の赤字のうち 300 万だけ増えるんだったらただでも一緒

じゃないか」とよく言うのですけれども、そんな処理費用の状況です。  

○生源寺部会長  それでは武内さん。  

○武内氏  今永見さんがおっしゃったコンポストは実は私もやっております。これは

私どもは店の中に全部機械を入れています。これはトラック１台 5,000 円で、あとは

全部農場で発酵させています。さっき言った廃棄物の資格を持っている我々の関連会社

がありますから、そこでやって今動いていますが、うちも年間 500～ 600 トンそれで

調達している。ですから非常に安い資材が入っています。  

 それから農地の件ですが、賃料は正直言いまして誤差の範囲かなと思います。農業経

営の中で賃料というのは２万であっても３万であっても１万であっても、10 ヘクター

ル借りてもたかだか 100 万とか 200万の話ですので、一番大きいのは人件費、資材費、

一番厄介なのが減価償却費です、農業機械は非常に高いので。ですから、賃料が高いか

ら安いからというのは我々はあまり気にはしていないです。実際には２万円から２万 

5,000円位で借りておりまして、千葉の離れたところへ行きますと１万円以下です。北



海道なんかへ行きますと 1,000 円の単位になりますので、限りなくゼロに近い状態で

あります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは平野委員。  

○平野委員  専門的な質問でなくて申し訳ありません。それから、これから質問する

ことについては既に統計や何かで調査されて数字でも出ているのかもしれませんが、今

日は今五さんがお見えなので、直接肌で感じていらっしゃることを生の声でお聞きした

いと思って質問させて頂きたいと思います。  

 私も女性が農業の世界でどんどん活躍されたら新しい農業の取り組み、すばらしい展

開ができるのではないかと大変期待しているのです。女性にはいろいろなタイプがある

と思います。例えば男性にはない視点や感覚を活かして、そのことによって新たな展開

が図れる、今までにない展開が図れる、そういうことにお役目を果たせる女性がいると

思います。それから、男性と亓分亓分に働けるという女性もいると思うし、男性以上に

働ける人もいると思うのです。その男性以上にという方の中には、男性と同じ仕事が男

性以上にできる。例えば、最近封切られた「コールド マウンテン」という映画の中に

田園シーンがたくさん出てくるのですが、都会から来た女性のところへお手伝いに来る

地元の女性が、確か「鍬を持たせたら私にかなう男なんていない」というような意味の

台詞を発するんです。このように男性と同じ仕事が男性よりできるという女性もいらっ

しゃるでしょう。それから、男性と同じ仕事をしていなくて、役割分担をしていても、

子育てだとかお料理をつくったりという従来の家の中の仕事も併せて行い、こなしてし

まうというスーパーウーマンみたいな女性もいるのではないかと思うのです。今五さん

からご覧になっていて、その感じていらっしゃることで結構です。どういったタイプの

女性が今の段階では一番農業の世界では参画しやすい状態になっているだろうか。個人

差もあると思いますけれども、その辺りを教えて頂きたいと思います。  

 あと、男性がそのことをどの位実際に「いいね」と受け入れていらっしゃるのだろう

かということが大変気になるところです。今サラリーマンの世界でも結婚という話にな

った途端に、仕事をしている女性に対して「仕事はどうするの」と言う男性が多いので

はないかと思うのですが、農業関係者の中で「おまえが仕事をしてくれるなら週３回は



僕が料理をつくってあげる」とか「子育て、僕に任せて」なんて言ってくれるような男

性がどの位いらっしゃるのか。むしろ保守的な方も多いのではないかとも思うのですが、

その辺りはいかがでしょうか。この辺り今五さんがお感じになっていることとお隣の永

見さんにもお伺いしたいなと思っております。  

○生源寺部会長  それでは今五さん、よろしくお願いします。また永見さんの方から

何かコメントがあれば。  

○今五氏  今、女性起業家がすごく増えているのですけれども、今までですと同じも

のを多くつくるというパターンが多かったのですが、今は品目を多くして尐量でもいい、

そういった需要なのです。そういう需要に応えられるのは男性より女性かなと。女性の

視点というのは、どういうものが消費者に受け入れられるかというのはキャッチが早い

ので、対応できる作物を選んだりつくったりするのは女性の方かなと。ですから、今の

時代のニーズに合った視点は女性が持っているかなと思います。そんな感じの答え方し

かできないのですけれども。  

 それから、男性は、特に田舎の方は、多分統計でもそうですけれども、まだまだ保守

的で、そういう地域で活躍できる女性というのはある程度子育ても終わって自分なりに

経営が把握できるようになった女性と言えばいいのでしょうか。40代か 50代。親が経

営を早目に渡した後継者は早く自立できていますけれども、世代交代が遅いところは世

代に関係なく幾つになっても保守的であり、経営参画ができていないと思います。です

から、その男性にもよりますし、親である世代がいつ渡すかによって相当差があるので

はないかと思います。我が家の経営を知らないとなかなか経営参画できないかなと。  

 せっかく経営参画できたとしても、その年代になったときに孫ができたとか親の介護

が入ってきますとどうしてもそちらが優先されますので、その時期に出られなくなると

言いますか、まだまだ女性がそちらを優先するということがほとんどですので、環境的

に許されていない人が多いなと思います。  

○永見氏  私、兵庫県の農業法人協会の役員もしているのですが、一戸一法人の法人、

そこで元気な法人はみんな奥さんが元気です。奥さんが元気なところは元気ですね。私

もそういうところにいろいろ見学に行くようにしています。「また永見さん何か盗みに

来たやろう」とよく言われるのですが、奥さんが元気なところの方がいろいろなことを



考えているのではないかなと。答とは全然関係ないかもしれませんけれども、そう感じ

ています。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは大庭委員、その後、長谷川委員の項番でお願いします。  

○大庭委員  貴重な資料を拝見しまして、３つほど質問させて頂きます。  

 実は消費者との直接販売という頄目に関してですけれども、私もこの仕事を受けまし

て１年ほど前、地元の３軒の農家を見学に行ってきました。１軒は賀茂なすの農家です。

賀茂なす一筋でやっている農家へ行きまして、その農家の方と話をしたのですが、流通

に乗るのは直径 12 センチ位の賀茂なすだけだ、あとの小さいのと大きいのは残念なが

ら捨ててしまうということを聞きました。もったいないなと思いました。何とかそれを

どこかで売りましょうか、京都に来るお客様に曲がったキュウリとか規格外の商品を売

りましょうかと言ったら大変喜んでくれました。いざ交渉しますとなかなか難しいんで

すね。聞いてみますと、まずＪＡに行かなければいけない。ＪＡは錦の市場に行かなけ

ればいけない。最終的にこれはできませんでした。やはり私はこういった点が非常に問

題があるのではないかと思っております。  

 また、もう一軒の万願寺（マンガンジ）という野菜の農家に行きましたら、たった１

日で黒い点ができるのです。これも商品にならないと。「どうするんですか」と聞いた

らほかしてしまうと。「ほかす」というのは地元の言葉で捨ててしまうということなの

です。非常にもったいないと思いました。たった１日でこれがどうしてできるかという

ことがわからない。「私はもう 40年間これをつくってるけど、この黒い点ができる原因

がわからないんだ」と言っておりました。  

 もう一軒は壬生菜（ミブナ）という野菜をつくっている農家に行きました。  

 この３軒に共通していることは、商品としてはいいものはつくっているのだけれども、

ブランドを維持するために曲がったキュウリとか規格外の商品はだめだということを

おっしゃっていました。やはり私はここに流通の問題があると思うのです。ですから、

今五さんのところで直接販売できるということは、私は非常に幸せだと思います。ただ、

これが大きくなった場合にはだんだんといろいろな問題が起きてくると思います。  

 もう１つは、食育というテーマの中におきまして、食育基本法ですか、私も勉強不足



で申し訳ないのですが、国会の審議はまだ通っておりませんよね。将来こういう法律が

できるかもしれません。私ども大量に消費する立場からいっても、これは非常に関心を

持っている問題です。  

 ３番目の問題としまして有機農法、３人の方が共通してテーマにございました。この

３つの資料には驚くほどの有機農業という言葉が出ております。ところが、肝心要の資

料にはこういった問題を捉えてない。つまり有機農法はもうできないんじゃないかとい

うのが多くの考え方なのです。私はこれは非常に大事な問題だと思うのです。  

 昨年、千葉県の農家に見学に行きました。一般に売る畑の野菜と自分のところで食べ

る野菜が違ったところにつくってあったのです。片方は現代の農法、片方は有機農法で

した。やはり生産者もこれは危険だ、農薬まみれの食品を食べるのは嫌だという意識が

あると私は思うのです。だからつくり方を変えているのだと。ホテルでは大量に消費し

ます。ですから、こういった問題に対しましても非常に興味がある。  

 今、各ホテルでもゴミを買ってもらっていると思いますけれども、食物の食べ残しの

ゴミは１キロ 18 円位コストがかかるのです。ですから、ゴミの廃棄物に対するコスト

も非常にかかる、あるいは品物を買うコストもかかる。非常に経営を圧迫しているわけ

です。そういうことから考えますと有機農法、つまりこれは環境破壊の強力なブレーキ

になると思うのです。そのブレーキになる一番大事な有機農法が残念ながら真剣に考え

られてない。私はぜひともこういった問題を皆さんの専門家の中でどうぞ討議して頂き

まして何とかいい方向に持っていってもらいたいというのが私の思いでございます。  

 流通の問題も大変大きな問題だと思います。それぞれの組織には利益がございますか

ら、直接販売されてしまったのでは流通の問題がある。それができない。また、規格以

外の品物は捨ててしまうというもったいない現実、こういった問題をぜひ取り上げてほ

しいと思っております。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  今規格の問題、食育、教育の問題、さらには有機農業についてのご

発言があったわけでございますけれども、お三方の中で特に今のご発言にコメントなり

があればお聞きしたいと思います。よろしゅうございますか。――それでは、また何か

あればご発言頂きたいと思います。  



 それでは長谷川委員。  

○長谷川委員  永見さんと武内さんにご質問があります。  

 まず永見さんなのですけれども、私は農業をやってらっしゃる方を支えていくために

も消費者が食べ続けることが必要だなと思っております。たしかコープこうべというの

は、単純に世帯数で言ってしまいますと神戸市のかなりの部分をカバーしているぐらい

組織率が非常に高い生協だと伺っております。そういったところでバイヤーもなさり、

そして今は顔の見える環境づくりをしながら農業をやっていらっしゃるというところ

で、消費者が食べ続けるためのキーワードといいますかキーポイントといいますか、も

ちろん食育も大事なのですけれども、一方で品質と安心と価格のバランスがどこにある

かというのは非常に重要だと思うのです。そういったところでもしご提言がありました

ら伺わせて頂きたいと思います。  

 それから、武内さんなのですけれども、非常に志高く有機農法を日本に広めたいとい

うお話がありましたので非常に感激したのですが、今コストのお話の中で人件費がかな

り重要であるというお話がありました。とすると、今企業が中国に行って有機栽培をや

るというお話を聞きますので、もしもコストが企業の多角経営の中で吸収できなくなっ

てしまったらワタミさんも中国に行っちゃうのかなという疑問が１つあったのですけ

れども、もしよろしければよろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  それでは、永見さんからよろしくお願いいたします。  

○永見氏  コープこうべの組織率は兵庫県の中で一時 100％を超している市があっ

たのです。芦屋市なんかで今 99％位ですか、非常に組織力の高いところです。  

 食べ続けるということですけれども、私、バイヤーをしているときからバイヤー仲間

にも言っていました。「おまえ、安心・安全や何やかやと理由なんか後づけしてるじゃ

ないか。うまい、安い、これがあったら黙っていても売れる。うまい、安いというのが

あれば売ろうとしなくても売れる」と。私らが今つくるのに、私が責任者でやっている

ぐらいですから半素人です。何を食べてもらうためにするかというのはうまいを基本に

する。つくり方が下手なのがうまいにするにはどうするかといったら、鮮度だけです。

それと化学肥料よりか有機肥料か堆肥を使った方が何となくおいしいなという気はし

ている。  



 それと、どんどん来てもらって農園を知ってもらうというのが買ってもらう大きな要

素になっているのです。家族連れでどんどん来ます。私どもがお店に出荷した野菜の上

に、私がつくりましたというので私の顔写真が出ているのです。そうしたら来られた方

のお子さんが「おっ、エコファームのおっちゃんが出てるから、お母さん買って」と買

ってくれる。それで食べておいしければ続いていくなということで、今ずっと絶対うま

いものを出そうという気持ちでやっています。  

○生源寺部会長  それでは武内さん、お願いいたします。  

○武内氏  今永見さんがおっしゃったことにちょっと追加なのですけれども、先ほど

永見さんはおいしさとおっしゃったのですが、我々も今キーワードはおいしさでやって

います。おいしさの組み合わせは品種と土と栽培方法、これによって随分違ってきます。

もちろん作物によって違ってきますけれども、これによってかなり違いが出てきます。

ですから、種メーカーさんのパンフレットどおりやるととんでもないことになります、

みんなおいしく書いてありますので。その中からおいしい種を選ぶのに多分永見さんも

苦労されていると思いますけれども、我々も品種選びが一番大きなポイントになってい

ます。  

 先ほどの人件費の件、それから中国へ、実は私ども、既に香港では展開しておりまし

て、来年から上海で展開が始まるのですが、向こうでの有機農業の話も随分頂きます。

ただ、私は基本的には中国野菜は一切使わないということでシャットアウトさせまして、

それに合う価格をどこまで追求できるかというので、大規模でやっていく、あるいは物

流費をカットしてやっていくというところで進めています。  

 ただ、中国でいずれはやるのであれば、それは向こうの店のためであって、こっちに

持ってくるつもりは毛頭ございません。人件費は、冒頭に申したかもしれませんが、マ

ネジメント力が非常に必要になってきます。労働時間コントロール、生産性アップ、ト

ヨタさんなんかがやっているカンバン方式なんかも必要かもしれませんが、こういうも

のを持ち込まない限り生産性は上がらない。ただアルバイトさんを雇って働かせただけ

では人件費がどんどん膨らんでしまいますので、私どもは人件費コントロールが農場の

担当者達の一番大きなテーマになっています。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  



 それでは新開委員、さらに安髙委員の項番でお願いいたします。  

○新開委員  とてもいいお話を聞かせて頂きまして、本当にありがとうございました。

今五さんに聞きたいのですけれども、本当に 11ヘクタールが 89枚、今五さんてこんな

に農業で苦労していたのだと。そういう条件不利地でお米づくりをしていらっしゃると

は知りませんで、今日は本当によく頑張っていらっしゃるということに感動いたしまし

た。  

 その中で認定農業者がたった１人ということで、認定農業者がまだ地域とか全国的に

もきちんと明確化されていないと私は思うのですけれども、その点で本当に認定農業者

が地域地域で認められているかどうかということが１点。  

 そのように担い手が集中しますと、先ほどおっしゃっていましたように用水路の泥上

げとか、そういう地域での問題が出てきますので、私自身は国で農業用水路のシステム

化ということをすごく訴えているのです。農家だけで用水路を守るということはとても

できないので、そういう点を国が関与して頂いてシステム化をしてほしいと思うけれど

も、今五さんはどう思っていらっしゃるか。  

 あと武内さんと永見さんには、私も農業ですけれども、これから目指さないといけな

い農業の姿をおっしゃって頂いたと思います。利益が上がる農場、それでいて安全・安

心な農産物づくりの武内さんのやり方と、永見さんなんかはリサイクル型で、それでい

て儲からないと仕事じゃないとおっしゃったですね。今日は山田委員もいらっしゃるの

で、ＪＡとか私達農業者にこれだけはあんた達はやらにゃいかんよ、１つは今すぐ直さ

ないといけないというのがあると思いますので、一言ずつおっしゃって頂きたいと思い

ます。お願いします。  

○生源寺部会長  それでは、最初に今五さんにお願いしたいと思います。  

○今五氏  認定農業者の件ですけれども、先ほども言いましたけれども、集落内の人

達に認めてもらえてない。  

 今、米改革大綱によって地域ビジョンづくりが始まりましたけれども、私は逆にそれ

をとっかかりにして自分達の地域の農業はどうあるべきかというのにいい提案をして

頂いたなと思います。ですから、これからの農業を考えたときに、一緒に認定農業者、

その人に託すんだという集落の合意みたいなのをこの時期に改めてそういう場を設定



して確認してもらいたいなと思います。  

 水路の件は確かにシステム化できたら最高にいいかなと。でも、そのことが今集落が

まとまってやる仕事なのです。私はそれも１つ貴重かなという思いでいます。農家と非

農家が一緒になってやる共同作業が、多尐あってもいいのかなと思っています。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。武内さん、永見さんのお２人には、何か

一言、農業界への注文をということかと思いますけれども、なかなか難しい注文かもわ

かりません。  

○永見氏  これから目指すべき農業、みつかるようにお互い頑張りましょうというこ

とで、私の一言にさせてください。  

○生源寺部会長  武内さんいかがでしょうか。  

○武内氏  生産者が自分でコストを決められるような販売活動をするために農協さ

んをうまく使う。農協さんの生産性は極めて低いと思いますので、農協の社員の育成と

民間並みに仕事をさせることです。仕事をしていないところに高コストがありますから、

当然資材費等が上がっていくと思いますので、民間と同じ位のレベルでやれば多分農業

も変わる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。  

 それでは安髙委員、お願いいたします。  

○安髙委員  早い段階で安土委員から発言があった部分で、武内さんの発言に対して

ＪＡ、行政に対する投げかけがあったと思うのですが、私自身は武内さんがおっしゃっ

ているとおりではなかろうかと思っております。補助金などは系統や行政を通さない方

がいいと思っております。ただ、現実は価格安定や生産調整、あるいはハード事業でも

個人ではなく組織に来る部分はかなり複雑な作業を伴うのです。だから、行政とかＪＡ

がしないとできない部分がある。しかし、複雑なものに限って、手間のかかる割には入

る部分が尐ない。農家の取り分が尐ないわけです。だから、武内さんがおっしゃってい

るように、やはりシンプルにしなければならないだろうと思っております。それは非常

に重要だろうと思っております。  

 シンプルにするのに何が重要なのか。今までの補助金の出し方というのは保護すると

いう観点が多かったと思うのです。育てるという形にするのが必要だろうと思っており



ます。ところが、今この見直しの中でも議論されているのが品目横断というお金の出し

方なのです。問題は出し方ではなく、保護するという形から育てるという形にならなけ

ればいけない。だからＪＡそのものも農家を保護する農協ではなく、農家を育てられる

農協に変わらなければならないと思っております。私は、昨年決議されたＪＡ改革の１

つの大きな意味にそこがあると思っています。だから、農協そのものも制度の中で保護

される農協から農協自身も育っていかなければならないと思っております。そのように

考えておりますので、武内さんに「今農協、何が一番変わらなければならないんですか」

とお伺いしたかったのですが、もし先ほどの答が答であればよろしいです。つけ加える

ものがあればお聞きしたい。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。武内さん、何かつけ加えることございま

すか。よろしゅうございますか。  

○武内氏  はい。  

○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か。それでは豊田委員。  

○豊田委員  質問ではございませんけれども、このように理解してよろしいのかとい

う確認のような形になると思います。  

 本日は食品産業とか消費者団体が農業に参入するというものすごく重要な課題につ

いて、もちろん今五さんのような女性農業者の経営のお話もございましたが、この課題

をこんなにはっきりとお話し頂いたのは初めてではないかなと思いますので、４点ほど

コメントさせて頂きます。  

 今、食の安全とか安心で一番問題となるのは農業に従事する方々のライアビリティー

といいますか、責務をどのように消費者が考えるかということではないかと思うのです。

そういう観点から言いますと、１つは、今日の永見さん、武内さんのお話の中で浮かび

上がってきたのは経営理念が非常にはっきりしている法人なり企業体であるというこ

とで、それは食料、環境、教育、文化というようなバックグラウンドを持ちながら、資

源循環ということで農業に貢献しようとしている。つまり、みずほでしたら生ゴミから

堆肥で野菜をつくるという理念、あるいはワタミさんの店舗から出てくるゴミを農業に



還元しようという視点、こういう経営理念をしっかりとお持ちの企業体、事業体であっ

たのではないかなというのが１点ございます。入口のところですね。  

 もう１つは企業沿革といいますか、企業の歴史の中で農業にアクセスするだけの合理

性を持った事業体、企業体であったのではないか。そこから醸し出す結論が、やはり消

費者はおいしさを求めていると。ごく当たり前ですけれども、最も重要な結論に到達さ

れている。そういう農業理解の深さがあったのではないかなと感じます。  

 ３点目は組織構造ですけれども、開放系システムといいますか、食料、農業、環境に

は様々な関係者が――ステークホルダーといいますが――関係してまいります。そうい

う中で例えば外食産業の店舗の店長さんを研修して食の大いなる理解者に育てていこ

う、こういう観点で非常に組織が開かれている、開放的だ。それから、情報も公開性で、

私は事前にインターネットでアクセスしましたら、それぞれの方が非常に情報を公開さ

れている。そういう開放的なシステムになってきている。  

 ４番目は、これは当然のことですけれども、財務諸表の健全性、安定性があって、効

率性、安定的な経営が確保される。ＢＳ、ＰＬ、ＣＦ、それぞれを整備されようとして

いる。そういうことが農業に参入する上では非常に大切な決め手になってくると思うの

です。  

 経営理念とか企業の沿革とか組織とか財務、私どもがこれから農業に参入してくる、

特区で生産法人や販売法人だけではなくて、もし広げるとすればこういったライアビリ

ティー、責務について私達が期待して農業をこれから育てていくような企業体について

の何か１つのまとまった規範みたいなものをつくり上げていって、それが市民社会のチ

ェック機能なり、あるいは国のモニター機能とうまく絡み合って農業を育てる、農業関

連産業、食品産業、消費者団体を育成していくといいますか、そういう方向性に結びつ

いてくるようなお話をたくさん頂けたのではないかと思っております。  

 本日は大変ありがとうございました。ちょっと質問にならないのですけれども、そん

な感想を持ちました。どうもありがとうございました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかご質問、ご意見ございますでしょうか。坂本委員。  

○坂本専門委員  次から次にご質問でお疲れで申し訳ないのですが、簡単にお答え頂



いて結構です。  

 まず今五さんに質問させて頂きたいのですが、集落は大事だということで非常にご苦

労があるようでございます。私も農場を経営しておりますので、集落営農との絡みは随

分苦労してきているのですが、今五さんが自ら認定農業者として集落に相談をかけてリ

ーダーシップをとって集落営農をつくっていくということに対してはどういう思いが

ありましょうか。ご苦労があるから、先ほど意欲ある友人というふうにとるのかどうか

わかりませんが、生産組織体を視野に入れてこれから考えていくと。これはどういう経

営体を意図していらっしゃるのか、お答えできるところでよろしゅうございますので、

お聞かせ願いたいということです。  

 永見さん、大変お疲れさまでございます。お世話になります。特にすばらしい経営を

やっていらっしゃいますので特別私の方からどうこうということはないのですが、その

中で新規就農者への農地について、私どももそういう課題を抱えていて、分社とかのれ

ん分けという制度もできているのですが、こうしたらいいんじゃないのというような思

いがありましたらお聞かせ頂きたいことと、特に構造改革特区制度が今いろいろ議論さ

れていますが、それについてのお考えがございましたらお聞かせ頂きたいということで

ございます。  

 武内さんには、農業生産法人も経営なさっていますし特区も経営なさっているという

ことで、農業生産法人と特区についての両方をご体験なさっているというのはすごいこ

とですから、それについてのコメントが頂けたらいいし、今どうも特区に傾斜している

なという感じがしますが、その理由がありましたらお聞かせください。  

 それと、おたくの法人で外国からの研修生の受け入れをなさっているのかどうかとい

うことも含めてお聞かせ頂きたい。簡単でよろしゅうございますのでお願いいたします。  

○生源寺部会長  それでは今五さんからお願いできればと思います。  

○今五氏  先にお断りしなければいけないのは、認定農業者は夫がなっていて、私は

認定農業者ではないのです。ですけれども、集落の会合には常に２人で出るようにして、

言葉として伝えることはできるので、そういったことをしてきたということです。  

 集落に１人しかいない認定農業者ということで、本当に集落営農の難しさを感じたと

きに、まず先に集落の農業のあり方を考えて、これだけの面積をどの位の人でやれるの



かなと思ったときに、どうしても農業を維持するという意識がある方と一緒に手を組ん

でやらないことにはという思いを最近痛感しましたので、まず意識のある方と一緒に、

既存のもの、施設、環境を活かせる地域農業を構想としては持っています。ですから、

具体的に儲かる農業をやるにはどうしたらいいみたいなところの具体性はないのです

けれども、まずその辺の地域の農業のいいところから発見していってという本当の一歩

のところだと思うのですが、そこから始めたいと思います。  

○生源寺部会長  永見さん、よろしくお願いいたします。  

○永見氏  新規就農者が土地を借りやすいというのは、間に行政とかきちっとしたと

ころが入るのが一番やりやすいと思います。私どもが借りているのもそうなのです。地

主さんから緑の公社を通して、緑の公社から私どもはみずほ協同農園として借りている

のです。だからお互いに安心できる。貸す方も借りる方も間にきちっとした組織が入っ

ているということで安心できるということです。個人だったら県というのは敶居が高い

というのですか、町とか普及センター位のところでまず入りやすい場所で、町とか市の

農業委員会でもっともっと斡旋できるように、一旦空いている土地は農業委員会が預か

っておいて、来たらすぐに出せるようなことがあればやりやすいなということがありま

す。  

 特区についてですけれども、私、新聞で読む程度で余りよくわかりません。  

○生源寺部会長  それでは武内さん。  

○武内氏  農業法人と特区に関して、私は農業生産法人の理事もやっているのですが、

普通の民間企業が農業をやろうと思ってまともに入っていくと法律でまずシャットア

ウトされます。当然私どもも最初はそうされました。農業の経験のない人が農業特区だ

ろうが何だろうが、いきなりやろうと思うと不可能です。  

 ただ、農業特区に関して言えば、農事組合法人でうちの社員をそこに出向させて農業

をスタートするという形をとったのですが、農事組合法人はいろいろ規制があるもので

すから、農業法人をどうしてもとりたいなという中で特区の問題が出てきました。  

 ただ、現状、特区をやってみて、もちろんいい部分もあります。例えば行政が間に入

ることによって地元と緩和されたり、あるいはこれから私どもが進めようと思っている

特区の町は、本当に行政の方が一生懸命になって全部調整をしてくれるというところも



あります。  

 ただ、行政の関係でいうと、当然予算措置の関係で、特区が下りなければ農業ができ

ないなんていうことになると、農業は特区が下りて認定が下りた日からしかできないわ

けです。もう１つは、行政の予算措置で通常は４月からしかできない。では、その間は

指をくわえて農地で草が出るのを待ってるんですかということです。これは現実的な話

ではないです。ではどうしているかというと、場合によっては片目つぶりますよという

ところもありますし、あるいは我々は農業法人を持っていますので、農業法人でやって

おいて、後で農業法人を全部特区にチェンジするということです。ですから、農業特区

の隣の土地がもし借りられますよといったときには特区は使えないのです。ですから、

地元の行政の方々にとってみると非常にいいコマーシャルになるかもしれない、あるい

は我々にとっても地元の生産者やいろいろな方との緩衝材には多分なると思います。た

だ、特区だけでは農業は難しいなと思っています。ただ、行政の方々が一生懸命やって

くれているところについては、農業法人だろうが特区だろうが、どっちでもいいと私は

思うのです。それは１つの方法論かなと思っています。特区についてはそのように思っ

ております。  

 特区に傾斜しているのではなくて、特区でいった方が今のところ地元との関係がスム

ーズだということで特区を使っている。裏では実は農業法人もちょっと使っています。

特に我々は有機のほ場をつくろうとしていますので、耕作した日にちの設定日が必要な

ものですから、そんなことを考えると一刻も早く土地には入りたいのですが入れないと

いうようなジレンマがあります。  

 海外の研修生の受け入れ等については、今社内の研修、有機農業、新しい作物を結構

いろいろつくっていて、そういう研修生の受け入れで目いっぱいな状態で、社員を年間 

200人から 300人泊り込みで研修させているものですから、残念ながら一般の海外の方

を受け入れてその方を育てるというところまでは至っていません。それであれば、私は

国内の若い農業をやりたくて研修できる場所がないというような人達に場所を提供し

たいと考えております。  

○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。実はもう１つ議題があるのですが。――それでは



中村委員。  

○中村委員  永見さんと武内さんにご意見を伺いたいと思っております。特区だとか

生産法人については大体わかりました。永見さんに。新規就農、緑公社のお話がありま

したけれども、確かに安心できる組織が必要だなということを感じております。特に農

地を貸す方は誰かわからないというのがありますので、人間の担保を誰がしてくれるの

かというのが１つ。もう１つ、資金調達について担保を誰がしてくれるのかということ

があって、非常に難しい、相談が多いけど難しい、解決できない問題がある。  

 まず農業生産法人で就農して、そこで両面の担保をとる。それから独立する。これは

生産法人の方にはかなり投資にもなりますけれども、そういう方法をとるのがいいかな

と思っております。が、これでは間に合わないということだとすれば、今の緑公社のよ

うなものがそういう両面担保をとるような方法がうまく仕組めるかどうかということ。  

 もう１つ、この資料の中で一般企業に土地の仲介をという表現がありますけれども、

これは一般の土地と同様に民間の不動産屋さん的なところでの農地の仲介ということ

かどうか。もしそうだとすると一般の土地と農地の区分がわからなくなるということで、

これは尐し問題ではないかなと考えております。  

 それから、武内さんには先ほど生産法人特区の話をちょっとお聞きしようと思ったの

ですが、坂本さんの答にもありましたので省略しまして、農業委員会に有識者を入れた

らどうかというご意見でございますか。  

○武内氏  はい。  

○中村委員  具体的にはどんなことが想定されるか、頭にあれば教えて頂きたいと思

います。  

○生源寺部会長  それでは、永見さんからよろしくお願いいたします。  

○永見氏  ここに書いているのは、まず土地がないということを痛切に感じていると

いうのが周りにたくさんいますから書いたのですけれども、新規就農者の支援というの

はいろいろな方法があると思うのです。新規就農者を増やしたらいい、人数を増やすこ

とが意義があるみたいな流れが一部みえるので、時にそういうことも気にしながら、本

当にやるのだったら最後まで支援してやる方法はないかなということを感じながら書

いています。  



 兵庫県の大屋町が高原野菜で新規就農者をずっと募ってやっているのですけれども、

そこは一時 2,000 万円以上の貯金がない人は来てもらったら困りますというようなこ

とを言ったことがあります。それがいいか悪いかは知りません。いろいろなやり方があ

って、 2,000 万あれば新規就農して何年か飯食っていける金があるからこの人達は続

くということから大屋町がやったわけですけれども、そういう新規就農のいろいろなや

り方があると思うのです。ただ、ここで言っているのは土地を借りる一方法としてこう

いうのがあるのではないかなということ。  

 それと、一般企業が土地を仲介できるというようなことで、それも今の法律でやった

ら不動産屋と同じで、実際に不動産屋がやっているところもありますけれども、新しい

やり方、新しい方法、新しい法律をこれから考えていってどんどん広めていくべきでは

ないかなと僕は思っています。ただ規制、規制、規制、規制でいったのでは発展しない。

ただ、今度はあまりにもオープンにしてしまうと必ず悪い奴がいますから、それを悪用

する。その辺の難しさがあると思いますけれども、一般企業が入る方がどんどん発展す

るのではないかなと思って書かせてもらっております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは武内さんお願いします。  

○武内氏  一般企業のところ、農業委員会のところに関連するのですが、通常、例え

ば新しく農業をやりたいですと言って農業委員会に行ってもほとんど門前払いを食わ

されると思います。例えばほかで農業をやっていても新しいところに行って農地を借り

たいんだ、あるいは農業法人をつくりたいんだと言ってもほとんどだめです。なぜなの

だろうと。農業委員会の方のメンバーを見ますと地元の方々がほとんどである。先ほど

言いましたように耕作放棄、産廃、ミニ開発、住宅地が入ってきたためにそこで堆肥を

つくれないとか、いろいろな問題が起きています。  

 では、このことは誰が許可したのだろうと。例えば企業であれば企業の調査をすれば

いいわけですね。与信調査を含めてすればいいと思うのですが、こういうことが今の農

業委員会のメンバーの構成では多分できないのだろうなと感じます。地元の農家の方で

すので、地元の縁故関係が非常に強ければ多分スムーズにいくと思うのです。ところが、

外部から入っていれば当然縁故関係はないわけですから、人間関係をつくるのに非常に

時間がかかります。そうすると、本気で農業をやろうと思っている人達の門を閉ざして



しまっているところが非常にあると思います。そうではなくて、まず受け入れる姿勢を

持たせなければいけない。そして、きちっと調査をしてその後確認すればいいと思うの

ですが、そういうことができていないように思うのです。決してどこの農協委員会とい

うことではないのですが、そのように感じてならない。せっかく選挙で選ばれているの

であれば、当然地元の行政に対して政策提言もできなければいけない。  

 あるとき農業者と行政との会議の中で農家の方が「ワタミさんに土地を貸してもいい

よ。その代わり自分の土地を集約してくれ。それは行政の仕事じゃないか」というよう

な話もされたのですけれども、本来、耕作放棄にしろ何にしろ、放っておいても実際に

は貸してもらえないわけです。我々は地上げ屋と同じような形で農家を一軒一軒回って

お願いをして歩くということも実はやりました。最近は農家の方が来て「借りてよ」と

言ってくれる形が多いのですが、最初に農業をやるときというのは非常に大変なパワー

が要ります。これだけで多分皆さんだめになってしまって、先ほどの新規就農ではあり

ませんが、そう簡単に貸してくれる方はいないのです。でも、実績さえ積めば、周りの

農業者との人間関係さえつくってしまえば、農地は余っていますので、あとは借りてく

れ、借りてくれと黙っていても増えるのです。この入口のところを何とかしないといけ

ないなと。そこのキーは農業委員会のところではなかろうかなと思うものですから、そ

こにもうちょっと長期的なマクロ的に見られる方がいて、民間の経験も積んだ、尐なく

とも企業なり個人をきちっと評価できるような人が入れば違うのかなと思ってこうい

う提言をしました。  

○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。よろしいでしょうか。  

 まだまだご質問なさりたい点もあろうかと思いますけれども、先ほども申し上げまし

たようにもう１つ議題がございますので、３人の方からのヒアリングと質疑応答につき

ましてはこの辺りで閉めさせて頂きたいと思います。  

 お三方それぞれに非常に率直に、また今後のこの部会の検討にとって非常に有益なご

発言を頂きましてありがとうございました。改めて御礼を申し上げます。（拍手）  

 それでは続きまして、前回の部会の際に事務局より連絡があったわけでございますが、

５月 24 日に農政改革基本構想が発表になりました。委員の皆様には既に資料の送付が



行われていると思いますが、改めまして事務局からご説明をお願いいたしたいと思いま

す。  

 なお、お三方につきましては、もし差し支えなければこのまま着席して頂いても結構

でございますし、ご用件があればご退席になって頂いても結構でございます。  

 それでは事務局からお願いいたします。  

○企画評価課長  お手元に資料３―１、３―２、資料４というのがございます。それ

についてご説明をさせて頂きます。  

 これにつきましては５月 24 日ということで、ちょうど前回の企画部会が午前中にご

ざいまして、その夕方に総理官邸の方で食料・農業・農村政策推進本部、これは総理が

本部長をされている会合で、そこで亀五大臣から発表させて頂いて、ご議論の末、その

大きな方向性についてはご了承頂いたということでございます。ちょうどその日の午前、

午後という関係でございまして、24 日にはご説明がかなわなかったものですから、大

臣名でお手紙をその中に入れて連絡だけをさせて頂いたという格好になっているわけ

でございます。  

 この時期にこういった構想を発表したということの意味は２つあろうかと思います。  

 当然来年の３月に向けて基本計画、これは閣議決定でございますので、内閣全体とし

て農政の大きな方向性について折に触れて議論をしていくべきではないかという観点

がございまして、それが１つ。  

 もう一点は、ちょうど６月４日でございますが、我が国の経済財政運営についての非

常に重要な文書でございます骨太 2004 というのが閣議決定をされました。これもちょ

うどその頃に経済財政諮問会議において骨太の議論が進んでいたということもござい

まして、この中にこの数年間の行財政運営についての様々な言及がなされますので、そ

の中にしかと農政改革の大きな理念なり頄目として何が検討されているのか、さらには

どういったスピード感を持ってやるのかということについて申し上げておきませんと、

いろいろな意味で具体的な施策に展開する際に制約が大きくなるというような意味も

ございまして、ちょうど骨太 2004 の策定のしかるべき前の時期に大臣からそういった

場でご説明をさせて頂いたということでございますので、ひとつご理解を頂きたいと思

います。  



 そこで内容でございますけれども、内容自体につきましては、横長の「農政改革の基

本方向について」というものをご覧頂きたいと思います。  

 １ページ目につきましては、様々な今の農政をめぐる状況が書いてございますが、そ

の中で特に真ん中に大きな矢印が書いてございます。「食料・農業・農村基本計画の見

直しの中で政策全般にわたる改革を目指す」ということ。大きな観点として「守り」か

ら「攻め」と書いてございますが、要するに今の状況に安住せずに改革を積極的にやっ

ていこうというような観点。さらには、農業がほかの産業分野に比べてやられてしまう

ということだけではなくて、農業の方から様々な動きを仕掛けていくべきではないか。

そのような意味を込めて、「守り」から「攻め」への農政ということが書かれておりま

す。当然、現在企画部会の方でご検討頂いている新基本計画にそういった検討の成果を

結実させていきたいというようなことを申し上げているわけです。  

 ２枚目をご覧頂きますと、「将来にわたって国民の期待に応える『守り』から『攻め』

の農政への転換」の中の４つの大きな視点ということで書かせて頂いております。  

 その基本的な視点ということでございますけれども、まず１つ目に「選択と集中」と

書いております。これにつきましては、農業に関する様々な期待、役割がより効果的に

発揮されるように、また持続的に発揮されるように、様々な施策のあり方を見直しまし

て、それを目的にかなった形に選び、また施策を集中していこうというような意味でご

ざいます。これについては、当然施策対象にする様々な施策ごとの施策対象の方々をど

のように設定していくかというような観点も入ってくるということでございます。  

 ２つ目が「国民の食を守る『食料産業』の視点」ということで、当然消費者の支持が

あってこそ日本の農業が存立しているということでございまして、それをすべての過程、

いわゆる流通、加工、消費という観点まで含めた食料産業という観点で意識をし、これ

を全般として改革していこうというようなことを狙っているという視点でございます。  

 ３つ目が「意欲的生産者・地域の後押し」ということで、ややもしますと一律的とい

ったような施策の運営のあり方があったのではないかということもありますし、また上

意下達的な側面も当然に我々として意識しているところでございます。こういった地域

なり生産者独自の創意工夫を支援していくという立場、そういうことで全体の構想を考

えたいということでございます。  



 ４つ目が「グローバル化の中の農業・農政」。ご案内のように、ＷＴＯの交渉はこの

７月の大きな枞組みの合意を目指して今議論が進んでいるということでございまして、

全般といたしますと農業に関しての全体の保護の水準が漸減していくという方向が出

されるわけでございます。これについて国際規律の強化にも対応できるような安定的な

施策体系を目指したいという観点。また、一面でグローバル化の中には、勃興しつつあ

る東南アジア、中国の市場に対して最近農産物の輸出が非常に注目をされています。そ

ういった意味でもそういう積極的な姿勢の両面でグローバル化という中で表現をして

おります。  

 これについてそれぞれ３つの大きな側面で捉えておりますけれども、左下の「消費者

が真に安心し納得できる食生活の実現」、真ん中に行きまして「食料自給率向上の前提

となる人（農業経営）と資源（農地・農業用水等）の確保」、３点目が「農業者・農村

の創意工夫の発揮や挑戦を後押しする基盤づくり」ということにまとめて書いておりま

す。  

 １ページめくって頂きまして３ページですが、「消費者重視の食料供給・消費システ

ムの確立」ということでは「食の安全・安心の確保」、特にその中でトレーサビリティ

の導入促進なり、今日も議論に出ておりましたけれども、加工された食品についても原

料原産地表示の義務対象品目を拡大していこうといったような観点を入れております。

それが第１点。  

 ２つ目が「食育の推進」でございます。食育を国民的運動として展開すべきであると

いうことでございます。また、食生活ということに関しまして、日本でも食生活指針と

いうのをさきの基本計画策定時に閣議決定をしたわけですが、そこから一歩進みまして

「日本版フードガイドピラミッド」を策定し、こういったものも含めて情報提供の強化

を図りたいということを掲げております。  

 ３点目が「食品産業と生産者との連携強化」、今日も出ておりましたけれども、そう

いった面と「食品流通の効率化」ということの両面で書いております。  

 ４ページ目が、企画部会では特に主要３課題についての言及でございますけれども、

食料安定供給なり多面的機能の持続的発揮を支える人と資源についての言及でござい

まして、１点目が「品目横断的政策への転換」ということでございます。これにつきま



しては、議論頂いていますように、品目別の政策から担い手ということを直接意識した

政策に組み直していく。それによりまして構造改革の加速化なり国際規律の強化にも対

応し得る政策体系に転換できる。この括弧の中に書いてございますが、諸外国の直接支

払制度も視野に入れながら、構造改革の推進、需要に応じた生産の確保、経営規模拡大

等の重要性に配慮したいわば日本型の政策。ですから、その 24 日の会合の場では、亀

五大臣からいわば日本型の直接支払制度を実現していくということを目指したいとい

うことを申し上げた次第でございます。  

 次が「農業環境・資源保全政策」。今日も議論の中に出ておりました。農業構造が変

わる、また高齢化なり耕作放棄の問題が出てくるという中で、農地なり農業用水を地域

全体で保全・管理する仕組みを構築していこう。そういったものについては、例えば開

かれたシステム、地域だけではなくて地域プラスそれに参画する都市住民、ＮＰＯも含

めた主体の参画を通じた保全活動を実現していきたいということでございます。  

 ３つ目が「担い手・農地制度」ということでございまして、これについては縦長の方

の「農政改革基本構想」そのものの４ページをご覧頂きますと「担い手・農地制度の改

革」というところにございますが、１点目がどういった担い手を想定して考えていくか、

そこにサービス事業体なりヘルパー組織等の主体についても農政上の位置づけを明確

化したいということが第１点目。  

 ２つ目が担い手への農地利用集積を促進するための各種施策について検証・見直しを

したい。  

 ３点目に特区について書かれておりますけれども、特区については、実施状況につい

ての調査の結果を踏まえ、弊害が生じないと認める場合、速やかに全国展開に移行とい

うことが書かれてございます。  

 これに関しまして、資料４「構造改革特区の実施状況の調査について」という紙が入

っております。これにつきましては、構造改革特区については一定のやり方がもう決め

られております。その上で実施状況を特区の推進本部に報告をし、その中で最終的に支

障がなければ全国展開をするといったような形になってございます。これについて中間

的な報告を農林水産省としてしております。  

 この２のところに書いてございますけれども、リース特区がこの位ある、市民農園特



区という形で 61主体が市民農園を開設してきているということについて、（２）にござ

いますように、自治体からの報告を徴しております。これについては大きな観点という

意味でいいますと、リース特区について若干いろいろな報告がありましたけれども、地

域での話し合いにより解決が図られる方向だということになっております。また、市民

農園特区について特段の問題はないということでございます。  

 今回の調査では解決困難な問題は認められなかったが、土地利用型農業も営まれるリ

ース特区については土地・水の問題があるということでございますけれども、今後、出

来秋に向け引き続き状況を注視するということで、出来秋についての報告を待とうとい

うことにしております。  

 ただ、いずれにせよ、これにつきましては、この紙の４枚目に「スケジュール」とい

うのがありまして、５月末に特区の推進本部にこの状況を報告したわけでございまして、

その後、また評価委員会の各省ヒアリング等々があるわけでございますけれども、これ

について９月、さらには追加調査を行う場合には下半期以降に決定という時期において、

全国展開・特例の継続・廃止のいずれかを決定というのがスケジュールとして決められ

ているわけで、これは当然昨年の骨太 2003 といわれる閣議決定の中でもそういった形

で、16 年末までの間で可能な限り速やかに結論を得るというようなことになっている

ということでございます。  

 続きまして、縦長の紙の５枚目でございますけれども、農地制度については様々な議

論があるわけでございます。これについて優良農地の保全及び都市住民の農地利用等の

多様なニーズに対応したゾーニング、転用規制のあり方について検討します。それから、

農地権利取得要件、農業生産法人要件などの現行制度を検証し、参入規制等の見直しに

ついて検討しますということを農地制度については申し上げているわけでございます。  

 次に、横長の方の５ページでございますけれども、「未来志向の取組に対する積極的

な支援」ということについては、先ほど来申しました「農産物・食品の輸出の促進」と

いうようなこと。  

 ２つ目に「知的財産権の活用」。これは財産権の活用と保護の両面ございますが、品

種保護制度の強化にも取り組みたいということでございます。要は日本で努力の結果育

成された品種の権利が侵害されないようにということに配慮しつつ、いろいろな技術の



移転なりをしていこうと。また、「食品の地域ブランドの保護制度の検討」ということ

では、安全・安心、表示の問題等々について様々な議論をするわけでございますが、そ

の１つとして地域ブランドを保護するということについても取り組もうということで

ございます。  

 あと「新技術の開発・普及」なり「農山漁村における『地域自ら考え行動する』取組

の促進」という意味では、先ほど言いました地域のそういった活動を後押しするという

ことを重視しようという方向性も踏まえまして、今日も実は総理官邸の方で別途議論を

しておりますけれども、活性化を進める地域を立ち上がる農山漁村として検証して、そ

の地域独自がどうして立ち上がれたのかということについての状況をまた施策に生か

していこうという取り組みをすることになっております。  

 ６ページでございます。縦長の方の紙で言いますと最後の７ページでございますが、

今後の「農政改革のスケジュール」ということでは、ここでタイミングを明確にさせて

頂いております。  

 今いろいろとご議論頂いている点も含めて、縦長の紙の最後のところ、「４ 政策改

革の実行に向けて」というところでございます。「以上の政策改革の方向に沿ってさら

に検討を深め、本年夏に予定されている食料・農業・農村政策審議会における中間論点

整理、さらには、来年３月決定予定の新たな食料・農業・農村基本計画を踏まえつつ、

可能なものから具体的措置を明らかにし、平成 17 年度の予算要求を含めた実行プロセ

スに移行」ということでございまして、中間論点整理で具体的に一定の方向性が出たも

のについて、17年の予算からできるものから着手していこうというのが１点目。  

 「また、必要な法律改正については、平成 18 年通常国会までの法案提出を目指す」

ということでございまして、横長の紙でいうと６ページにあります。17 年、18 年のと

ころに「関連法案審議」というのが２つ書いてありますけれども、今回基本計画の策定

の時点では来年の通常国会がもう既に始まっておりますので、骨太の改革を具体化した

法律案の改正の全部が 17 年になかなかできません。ただ、それも含めて 18 年までに法

案提出を目指すということで、そういった法案提出を含めまして相当なスピード感を持

って農政改革に当たりたいという決意を前回の食料・農業・農村政策推進本部の方で大

臣から申し上げさせて頂いたと。総理以下のご議論の中でもそういった方向性、いいで



はないかということにされているところでございます。  

 いずれにいたしましてもこういった方向性、また具体的にこの前半の議論では主要３

課題についてのご議論を頂いているところでございます。そういった全体の方向性なり

具体的な施策について極力早期に明確化できますように、また中間論点整理に向けての

ご議論の中で活発なご議論を頂ければと思っております。  

 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、予定の時間を既に超過してはおりますけれども、ただいまご説明頂きまし

た農政改革基本構想に関しましてご質問等があればお願いいたしたいと思います。――

よろしいでしょうか。  

 それでは、本日は時間もかなり経過しておりますので、この辺りで会合を閉じさせて

頂きたいと思います。  

 次回の会議でございますが、３回目の有識者ヒアリングを行うことを予定しておりま

す。お手元の資料５にございますけれども、日本生活協同組合連合会副会長の山下俊史

さん、サカモトキッチンスタジオ主宰の坂本廣子さん、片山りんご有限会社代表取締役

の片山寿伸さん、経済同友会農業改革推進委員会委員長の福川伸次さん、以上４名の

方々からお話を伺うことを予定しております。日時は６月 28 日月曜日２時から、場所

は今回と同じこの７階の講堂でございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。  

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

   

   

   

――了―― 

 


