
第２２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１０月２９日（金） ９：３０～１２：２５ 

 

場所：農林水産省７階講堂 

 

○生源寺部会長  おはようございます。ただいまから食料・農業・農村政策審議

会第 22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、大木委員、大庭委員、豊田委員、森野委員及

び横川専門委員が所用によりご欠席でございます。 

 本企画部会は公開されており、一般公募によりまして 100名の方から傍聴のお申

し込みがあり、本日お見えになっております。また、資料、議事録等につきまして

は、すべて公開することになっておりますので、この点もよろしくお願いいたしま

す。 

 本日は岩永副大臣、大口大臣政務官、加治屋大臣政務官にご出席をいただいてお

ります。 

 それでは、岩永副大臣からごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○岩永副大臣  皆さん、おはようございます。 

 第 22回企画部会の開催に当たりまして、本当にご多用の中、熱心なご討議をい

ただきますことを、心から厚く御礼申し上げる次第でございます。 

 先般、23 日に新潟中越で大地震が発生いたしておりまして、私どもも、「農林水

産省新潟県中越地震災害対策本部」を設置いたしまして、不肖私が本部長として今

対応しているところでございます。まだ被災で食料等にお困りの皆さん方に対して、

農林水産省が責任を持ってすべての食料に対応できるという気迫でがんばってほ

しい。このように、本部長としてお願いをいたしているところでございます。また、



食料供給のためのプロジェクトチームをつくりまして、今鋭意努力をしているとこ

ろでございます。 

 農林水産業被害も大変大きなものがございますが、ご承知のとおり山古志村では

1,000頭の牛が孤立をして、まだ放牧場で一時避難をしておりますけれども、いつ

まで牛の飼料が続くかというような大変な状況等もございますし、テレビで見てい

ただいておりますように、錦鯉等の大きな被害もございまして、農林水産省といた

しましても、１日も早く、これらに対応するよう精いっぱい努力をしていきたいと。

このように思っているところでございます。 

 今回は、前回に引き続きまして、経営安定対策についてご議論をお願いするわけ

でございます。委員の皆さん方には非常に濃密な日程の中で、大変なご苦労をおか

けするわけでございますが、引き続き精力的なご議論をお願い申し上げて、あいさ

つとさせていただく次第でございます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それから、加治屋大臣政務官におかれましては、今回この会議が初めてのご出席

でございます。せっかくの機会でございますので、加治屋大臣政務官からも一言ご

あいさつをいただければと思います。 

○加治屋大臣政務官  おはようございます。企画部会の先生方には、我が国の食

料・農業・農村問題について、大変ご尽力をいただいておりますことに、厚くお礼

を申し上げたいと思います。 

 このたび、大臣政務官をさせていただくことになりました、参議院議員の加治屋

義人と申します。大臣、副大臣のもとで、ときにはわがままを言わせていただきな

がら、しっかりがんばりたいと思いますので、先生方のよきご指導のほどお願い申

し上げます。ありがとうございます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、前回に引き続きまして経



営安定対策でありまして、原料作物と品目別政策について議論を行いたいと思いま

す。また、前回の企画部会で要求のあった資料等についても提出していただいてお

ります。 

 議事の進め方でございますが、まず事務局から前回の企画部会で要求のあった資

料等についてご説明をお願いし、引き続き本日の議題に関する資料の説明をお願い

申し上げたいと思います。また、説明に当たりましては、本日は資料も大変多いよ

うでございますので、これも毎回のことでございますけれども、なるべく端的にお

願いできればと思います。 

 本日は、12 時 30分までを目途に、委員の皆様による意見交換を行いたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から資料のご説明をお願いいたします。 

○須賀田経営局長  経営局長の須賀田と申します。お手元の資料１でございます。 

 前回部会長から、認定農家と経営安定対策の対象経営との関係についてというこ

とで要求がございましたので、まとめてみたわけでございます。 

 １ページでございます。前回もお出しいたしましたけれども、認定農業者制度の

仕組みでございます。左側にございます。県がまず基本方針というのをつくりまし

て、その中では、効率的かつ安定的な農業経営の基本指標等をガイドラインとして

示すわけでございます。そこにございますように、目標所得は 800万円、営農類型

は水稲＋小麦＋大豆、経営規模は 15ヘクタール等々、こういうのがこの県では基

本的なガイドラインであるということを示すわけでございます。 

 そして、それを受けまして、左の下にございます、今度は市町村が、自分のとこ

ろの地域の特徴に応じまして、基本構想というのをつくるわけでございます。これ

は経営規模、生産方式、経営管理の方法等についてのより具体的な指標という形で

つくるわけでございます。目標所得 800万は県と同じでございますけれども、例え

ば経営面積は 13ヘクタールというようなところで、自分のところの実情に応じて

つくるわけでございます。 

 こういう基本方針、基本構想があった上で、右側にございます、今度は農家が、



認定農業者になりたいといった場合には経営改善計画をつくるわけでございまし

て、目標所得、現状の経営規模と目標の経営規模、生産方式、経営管理の方法等を

記載をいたしました計画をつくりまして、市町村に申請をするわけでございます。

市町村は基本構想と比較いたしまして、目標達成大丈夫かなというような場合に、

この認定をする。そして、認定された人が認定農家。こういう仕組みになるわけで

ございます。 

 では、実情はどうなっているのかというのが２ページでございます。左と右に書

いております。左側のほうが、「えーっ！こんな人が認定農家？」というような事

例でございます。上から、Ａ県、Ｇ県、Ｔ県と、このようにございます。右側に市

町村の基本構想というのがございます。その右側に、農業経営改善計画というのが

ございます。例えば、真ん中のＧ県でございますけれども、市町村の基本構想では

10ヘクタールという経営面積が書かれているわけでございます。経営改善計画では、

現状が 0.9ヘクタールです。目標が 10ヘクタールになっております。こういう方

も認定をされている。 

 その下も、基本構想では 10 ヘクタールでございますけれども、経営改善計画で

は 1.1 ヘクタールの現状ということで、これも認定農家ということでございます。 

 右側はこんなものかなという感じのものでございまして、これもＡ、Ｇ、Ｔとご

ざいます。Ａ県の一番上で、基本構想が 9.6ヘクタール、その右側で認定された人

が、現状は 4.6、目標が 9.5 と。こういうふうになっているということです。 

 どうしてこういうことが起きるのかということについて、３ページでございます。

この左のほうに、現在どういうことでこの認定の審査を行っているかということで

ございます。安高委員からいろいろご意見ございましたように、意欲と能力を中心

に現在審査をしているということでございます。規模はそんなに問題にしていない

ということで、計画を改善しようとする意欲と能力があるか等を中心に審査をして

おりますから、現行規模がごくわずかでも認定農家になるということでございます。 

 これでは、ただ、なかなか皆さん方の納得も得られないだろうということで、真

ん中、今後の方向といたしましては、やはり外形の標準、達成可能性という外形の

標準にウエートを置きまして、審査を変えていきたいということをやっております。



現状の経営規模から見て、目標達成が５年程度でできるかどうか。具体的に目標の

経営面積を書いてありますけれども、どんな方法でこの農地を集めるのか等々にウ

エートを置いて、今後は審査を変えていきたいというふうに考えております。ただ、

その際、留意しないといけないのは、右に書いておりますその意欲というのが排除

されないように留意をする必要があろうということでございます。 

 こういうことを踏まえまして、今後の経営安定政策でございます。４ページでご

ざいます。これ左側が現状でございまして、右側が目標でございます。左側に、主

業農家、準主業農家等々ございます。主業農家 43万戸、平均 4.3 ヘクタールでご

ざいます。これがだいたい５割の農地シェアを占めているわけでございます。 

 これをもっと大きな、右側にございます、他産業並みの所得を上げ得るような経

営が相当部分を占めるような構造にしたいというのが我々の目標でございまして、

そのために、今回経営安定対策というのを実施するわけでございます。そういうこ

とでございましたら、やはり外形からもこの目標達成の蓋然性の高いものを対象に

せざるを得ないのではないかということで、認定農家というのみならず、それに経

営規模要件をつけてチェックをさせていただきたいというのが、私どもの考えでご

ざいます。 

 将来、この認定農家制度が成熟をいたしまして、全国的に平準化するというよう

な状況になりましたら、この対象経営と認定農家の制度が一致するということにな

るかと思います。現時点では、経営規模等の要件等をつけることはやむを得ないの

ではないかというふうに考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

○皆川生産局審議官  それでは引き続きまして、生産局の審議官の皆川でござい

ますが、品目別の経営安定対策というものについてご説明させていただきます。 

 参考資料ということで、資料の一番最後に１枚の紙がございますので、ちょっと

それをご覧いただきたいと思います。企画部会の中間論点整理に際しては、私ども

に２つ宿題が出されておりまして、１つが原料作物といわれる、この今の１枚紙で

見ますと、甘味資源作物、それからでん粉原料用いもといったものについての対策



の具体的内容、いわゆる品目を横断するような経営安定対策に移行する際に、どう

いったことが必要なのか。またその場合は、関連産業の合理化といいますか、そう

いったものも含めた対策のあり方。また、この表を見ていただきますと、「定額支

払」というところの欄に、甘味資源作物、それから、でん粉原料用いもでも、「（政

府決定）」というのがございますが、価格を、政府が決定をいたしまして、生産者

がすべてその価格で買い上げてもらえるというような制度でございまして、そうい

う意味で、そこに市場原理がなかなか働いていないという実態がございます。ここ

に市場原理をどう導入していくかと。その方策について検討した上で報告せよとい

うのが１点目。 

 それからもう１つ、野菜以下、果樹、乳製品、牛肉といったようなもの。これに

つきましては品目別に、特に部門専業的に経営が行われていると。こういったもの

について、それぞれ品目特性に応じた品目別の対策として今後とも講じていくんだ

ろうけれども、これについての対象経営、いわゆる担い手というものをどう明確化

していくのか。それからまた、それぞれの品目なり営農類型ごとの個別の課題にど

う対応していくのか。これについて検討の上、企画部会の議論に供せよというご指

示が出ていたわけでございます。その２つの宿題について、今日、中間的な報告を

させていただくということでございます。 

 その表をもう１回見ていただきますと、そこにちょっと色かけしておりますけれ

ども、前回、10月 15日にご議論いただきましたのは、品目横断的政策というもの

につきまして、例えばその右側にございますけれども、「複数の作物を組み合わせ

ることがパターン化しており、品目横断的に講じる」ということで、いわゆる水田

農業、水稲作と転作を組み合わせたパターン。これに米、麦、大豆。それから、畑

作物の輪作ということで、小麦、大豆、甘味、でん粉原料用いもと、こういったも

のが品目横断政策ということになるんだろうというイメージでございます。 

 これにつきましては、一番右側のところに、「財政負担等」とありますけれども、

いわゆる中間論点整理でも、対象品目というのはどういうものになるんだろうかと

いうことについて、生産条件格差が顕在化しているようなパターンのもの。これに

ついて対象にしていくのかなというような議論がされているわけでございますが、



ここの財政負担等のところを見ていただきますと、生産条件格差が顕在化している

様子が、財政負担なり一部ユーザー負担という形でそこにかなりの額が出ておりま

す。それを講じまして、この一番右側の「定額支払」というところに○がついてお

りますけれども、そういった観点で品目ごとに、そういった生産条件格差を埋める

ような政策が打たれているといったようなことでございます。ただ、原料用作物に

つきましては、それを定額交付という形ではなくて、価格を維持するという形にな

っている。市場原理はそこになかなか入らない形になっているというところがござ

いまして、これについての課題が今回の議論ということでございます。 

 それから、野菜以下の類型は、一番右側の財政負担等のところを見ていただきま

すとおわかりのように、いわゆるあまりお金がかからないで、比較的自賄いでやっ

ておられる。ですから、支払いの方式というのも、左から２つ目の欄の「変動支払」

ということで、いわゆる価格変動等に対する対応を行っているという類型でござい

まして、これについてそれぞれ、特に野菜、果樹、畜産等々で個々に課題がござい

まして、これについての今日はお話ということでございます。 

 それでは、資料２をお開きいただきたいと思います。原料作物と品目別政策、こ

の２つが今回の宿題ということでございますが、まず１ページをおめくりいただき

ますと、「原料作物について」ということでございまして、これは今も１枚紙でお

示ししましたように、品目横断政策への転換を図るべき対象の候補生ということに

なっているわけでございます。そこで、中間論点整理では、こういった原料作物に

ついて、特定の地域における基幹作物だと。さらには、そのもの自体として流通・

消費されるものではなくて、加工過程を含めて、関連産業とともに地域経済におい

て重要な地位を占めていると。その際には、市場原理の一層の導入を図らなければ

いけない。また、関連産業も含めたコスト削減を推進すると。そういった方向の政

策でなければいけない。 

 また、一方で、特にさとうきび、これは鹿児島、沖縄の島嶼部で行われているわ

けでございますが、及びでん粉原料用かんしょ、これは特に台風常襲地帯のシラス

台地を中心に生産が行われているといったようなことで、代替作物に乏しい自然条

件ということや、非常に経営が零細でございまして、特に北海道の畑作物輪作のよ



うなかなり大きな経営規模が実現しているということの実態にはないという状況

を踏まえる必要があるということが整理されたわけでございます。 

 ２ページでございますけれども、原料作物の特性ということでございますが、ど

ういうことか。いわゆる、そのものでは商品化されないということでございまして、

また非常に輸送コストがかさむようなものでございますので、そういう意味では、

近隣の製造業とともにあるといったようなことでございまして、加工しない限りは

生産物の価値がないものでございます。 

 そこに北海道のてん菜糖工場の分布図、それからでん粉の工場の分布図がござい

ます。その右下にございますように、工場立地市町村における経済の中では、そう

いった製造業も含めて見ますと、かなりの経済的なウエートを持っている。これは、

この春に西山委員のほうから、北海道において、こういった原料作物の生産が関連

産業とともにかなり大きなウエートを持っているというような資料をお示しいた

だきましたけれども、そういったような実情にございます。 

 ３ページをお開きいただきますと、沖縄、それから鹿児島等々の甘しゃ糖の工場

の分布、さらには甘しょでん粉の工場の分布図がございますが、これも同じように、

工場自体の規模は非常に零細でございますが、地域経済上の位置づけはかなり大き

いというような実態がございます。 

 ４ページをお開きいただきたいと思います。そういった８月 10 日の中間論点整

理を受けまして、いわゆる原料作物問題を検討する場として、２行目にございます

が、「砂糖及びでん粉に関する検討会」というものを立ち上げまして、この８月以

来、検討を開始しているところでございまして、年内に中間論点整理を行って、来

年３月にはこの関連政策について大綱的なとりまとめをしたいということで考え

ております。 

 その下に、ちょっと小さい字で恐縮ですが、左のほうにまずピンクのほうでござ

いますけれども、非常に内外価格差が大きい状況。さらには、その中で、いわゆる

加工業という面では、近代化・合理化が不十分であるといったような状況が書かれ

ております。 

 これにつきまして、右側にありますような方向で、市場原理を入れていこうとい



うことになっているわけでございますし、またその中では、特に「糖価調整制度の

在り方」というのがございますが、いわゆる品目横断政策への転換、直接支払いへ

の転換ということに伴いますと、現行の制度のあり方をどう考えるのかということ

について、抜本的な検討が必要になってくる。また、それに絡む最低生産者価格の

取り扱いなり集荷区域制ということで、工場と１対１の結びつきを行っているよう

な形、これをどうするかといったような議論が課題になってくるわけでございます。 

 ５ページに行きますと、同じようにでん粉、でん粉原料用いもの政策に関しても

同じような問題がございまして、これについて、今は価格が維持される形で生産が

維持されているということでございますが、ここに市場原理を入れてくるというこ

とについて、現行制度をかなり大幅に見直す必要が出てくるということでございま

す。「価格支持制度等の在り方」ということで、右下にございますけれども、現在

の農産物価格安定の法律、農安法といっておりますが、こういったものですとか、

この価格を維持しているシステム、後でご説明いたしますが、抱き合わせといった

ようなシステム、この取り扱いをどうするかといったことが課題になってくるわけ

でございます。 

 ６ページでございます。その中の甘味資源。甘味資源については、その左下の図

にございますように、てん菜糖といわれるビートと、それから甘しゃ糖といわれる

さとうきびからつくった砂糖、この２つがございます。かなり生産条件は違うわけ

でございますが、これについては、今現在、こういった価格制度、価格形成、それ

から製造業も含めた対策のあり方に、市場原理を入れるということについては以下

の論点があるのではないかということでお示ししているところでございます。糖価

調整制度ということで、左下の図にございますように、輸入をする粗糖にいわゆる

関税、調整金を賦課しまして、これでもって国内産糖の維持を図っていくというシ

ステムでございまして、この調整金のところから、右と左にそれを国内産糖支持に

充てているということを矢印で示しておりますが、こういった体制になってござい

ます。 

 これにつきましては、この非常に内外価格差が大きい現状のもとでは、こういっ

た精製糖企業と国内産糖をバランスをさせながら維持していくというシステム自



体を維持していくことが必要ではないかというふうに考えてございます。 

 ただ、一方で、現行の施策は、生産者に対して見ますと、当該年に生産された原

料作物の全量が、言ってみますと政府の示している価格に沿って固定的に運用され

るということでございまして、需給原理、それから品質向上といったような形で、

市場原理が持っております有意な機能がなかなか働きがたいシステムということ

でございまして、コスト削減等に、いわゆる国民的な負担を軽減していくという観

点でも、市場原理の導入が不可避であろうというように考えているところでござい

ます。 

 そこで、右側のような展開になってくるということでございまして、市場原理に

よる価格形成を図っていく方向。ただ、一方で、経営安定のための措置、これを品

目横断政策の中で解決したいということでございます。 

 ７ページでございますが、例えば取引の仕組みということについては、いろんな

市場原理の入れ方があるわけでございますけれども、こういった原料の工場との近

いところに立地している産地という関係上、あまり全国流通をするような一般的な

市場ですとかということはなかなか想定しがたい部分もございまして、相対取引と

いったようなことになるのではないか。契約栽培による取引といったようなことで、

方向性としてはなっていくのではないか。ですから、国産糖企業と、それから生産

者の間で、一定のそういった契約をしていくというような中で、価格が需給動向等

において尐し動いているという方向を求めていきたいということでございます。 

 それから、加工企業と生産者との関係では、これは８ページにございますけれど

も、主要国におきましても、生産者と糖業者、いわゆる製糖企業という間で、価格

形成といったような方式の中で、いわゆる収入を加工経費と原料代というもので分

配していくといったような方式を取っておりますので、こういった諸外国の事例と

いうものも参考にしながら、新たな方式を検討していきたいということでございま

す。 

 ９ページでございますが、甘味資源作物生産のコスト削減ということでございま

すけれども、とにかく市場原理の導入と、それから経営安定対策への転換というこ

とを図っていくということでございますが、その際に、現行で集荷区域制といった



ようなことで、かなり強固に生産者が区域割りされているということがありますけ

れども、これについて見直していくということが必要ではないかというふうに思っ

ておりますし、またここにはさとうきびについても書いてございまして、北海道の

図のところで恐縮でございますが、さとうきびについても、その生産コストの削減

のための生産組織や受託組織の育成、法人化といったようなものを進めていきたい

ということでございます。 

 ちょっとそれは、10ページのほうをご覧いただいて見たほうがわかりやすいんで

すけれども、そこにございますように、島別の平均収穫面積というのが書かれてお

りまして、南大東島と北大東島というところだけは大きい経営規模がありますけれ

ども、それ以外は非常に零細規模ということでございますし、11ページをご覧いた

だきますとわかりますように、さとうきび自体は各島において、特に大きな地域経

済上の位置づけがある。さとうきび生産の経済波及効果自体、これは沖縄県の試算

でございますが、その生産者団体から言いますと 4.3倍あるというようなことが言

われているわけでございまして、そういった問題。さらには、10ページに戻ってい

ただきまして、経営が非常に零細であるというようなことでございますから、いわ

ゆる市場原理の導入と直接的な支援への転換ということが必要でございますが、今、

特に畑作輪作等で検討されているような、かなり大きな経営規模、そういったもの

で担い手を特定化していくということについてはなかなか難しい問題があるとい

うことで、さらには、いわゆる経営を多種目横断的にというよりは、かなりさとう

きび中心の経営ということになっておりますので、そこの 10ページの上の１行目

にございますが、「これらを踏まえた品目別の対策が必要」というようなことで考

えているところでございます。 

 市場原理の導入ということと、支援策の直接的なものへの転換ということは行う

ということが前提でございますが、その対象経営体の捉え方がちょっと違うという

ことになるのではないかということでございます。 

 12ページをお開きいただきますと、でん粉原料用いもということでございまして、

こちらについても、特に市場原理がなかなか入りにくいという形態になってござい

ます。どういうことかというのをなかなか簡単に説明するのは難しいわけでござい



ますが、左のほうに、いわゆる抱き合わせというやり方が書かれてございます。こ

れはどういうことかと申しますと、いわゆる国産のでん粉原料用のいも、これを必

ず需要を確保するというために、いわゆるでん粉の大宗を占めますコーンスターチ、

これはとうもろこしからつくるでん粉でございますが、この生産において一定の負

担をいただいているという格好でございます。先ほどの糖価調整と比較的似たシス

テムでございますが、これがお金という形に顕在化していない形といったらいいか

と思いますが、コーンスターチ企業がいもでん粉を一定の価格で引き取ってもらう

と。その際には、コーンスターチ企業に対して、輸入原料とうもろこしの無税の枠

が与えられるというようなことで、国内のコーンスターチ企業と、それからいもで

ん粉生産者、これがお互いにバランスをとりながら共存するというシステムになっ

ているということでございます。 

 ただ、これにつきましては、やはり一定の価格で、市場原理が働かない、いわゆ

る数量を決めていると需要が必ず確保されるということでございまして、市場原理

の風が入っていないという形態でございます。これにつきまして、その需給動向に

応じた価格形成ですとか、原料生産が行われる制度への移行について議論をしてい

るということでございます。大きな方向としては砂糖と同じ方向でございます。 

 13ページでございます。でん粉については非常にそういう商品特性があり、仕向

け先が多様でございますので、ちょっとなかなか難しいのでございますけれども、

右側にございますように、コーンスターチ用とうもろこし抱き合わせ無税というこ

とで、そのコーンスターチ企業があるわけでございますが、そこにいわゆるかんし

ょでん粉、ばれいしょでん粉のうち、約 20 万トンを抱き合わせで引き取っていた

だくというようなことで負担をいただき、農家の価格を維持しているという形でご

ざいます。ここにつきまして、現行そういった意味での価格維持がされているとい

うことでございますが、これに代えまして、新しい支援のシステムということを施

行するとすれば、この際、それに代えた形、いわゆるそうではなくて、新しい経営

安定対策ということになるとすれば、現在の価格を維持しているやり方ということ

についても、見直しを図っていく必要があるということではないかと思います。 

 そういう意味で、今は抱き合わせという形で価格維持がされているものが、直接



的な支援策というものに切り替わっていく。ただ、その上で、市場価格が尐し形成

されて、需給動向といったものに応じて、一定の市場の風がそこに入っていくとい

うシステムへの転換ということになるのではないかと思いますが、ただそれにはな

かなか難しい問題もございまして、今その抱き合わせといったようなことの制度の

あり方も含め、そのでん粉と砂糖の検討会のほうで議論を進めさせていただいてい

るというところでございます。 

 14ページについては、ちょっと飛ばさせていただきます。 

 15ページについては、かんしょについての、沖縄と同じように、経営規模の拡大

を進めておりますけれども、なかなか規模の零細性というものがあるということ。

さらには、このかんしょの場合は、なかなか他作物への転換というのは難しい。特

に台風常襲地帯であるということと、シラス台地だというところで、なかなか難し

い問題がございますが、その前にもありましたように、かんしょ自体は、最近では

いわゆる機能性の食品といったことでの需要の増加、さらには焼酎のブームがござ

いまして、焼酎仕向けが非常に増えているといったような実情にもございますので、

そういったことも踏まえまして、かんしょ生産のあり方をどう展開するかというこ

とについて検討を行っているということでございます。 

 この２つが原料用作物といわれるものについて、品目横断政策への転換をすると

いう際に、今現在どういった検討を行っているかということについてのご紹介でご

ざいました。 

 続きまして、品目別政策の見直しの基本的考え方ということでございます。16ペ

ージでございますが、ここについては、担い手政策の基本的考え方ということで、

いわゆる構造改革をより急速に進めなければいけない。望ましい農業構造の確立と。

それに向けては、担い手を育成確保しなければいけないということが大きく整理さ

れまして、その中で、品目別に行われている経営安定対策等々についても、その対

象経営の明確化なり、経営の安定性を向上させるということについて、特に野菜、

果樹、畜産等において、品目別に検討する必要があるという整理がされたわけでご

ざいます。これらにつきましては、稲作等の土地利用型農業に比べますと、経営規

模の拡大等の構造改革の進展がある。さらには、その品目ごとの課題、特に野菜等



につきましては、消費生活の安定という観点での重要性等々もございます。そうい

ったもの、類型ごとの課題への対応というものを考えながら工夫をしなければいけ

ないということが整理されておりまして、これにつきまして、野菜につきましては

野菜の研究会、野菜政策に関する研究会。それから果樹につきましては、これは企

画部会の豊田委員に部会長をお務めいただいております食料・農業・農村政策審議

会の果樹部会においての検討。さらには、畜産につきましても、畜産企画部会とい

うようなことで、ご検討を今いただいているところでございまして、その中間報告

をさせていただきたいと思います。 

 それでは、17ページでございますが、まずこの３つにつきましても、認定農家と

いうものの活用、認定農業者制度の活用が大事なわけでございますが、かなり主業

農家の比率は、そこの左にございますように、経営の大きさという意味では、主業

農家の占めるシェアはかなり高いわけでございますが、右側にございますように、

主業農家に占める認定農家割合は、かなり高いのもございますけれども、まだまだ

その一層の活用を図っていく必要があるという段階にあります。 

 18ページでございますが、それぞれにつきまして、品目別課題ということでござ

いますが、特に括弧の上の○でございますが、野菜・果樹につきましては、産地と

いったようなものを基本とした視点、これも非常に大事でございまして、個々の生

産者をとらえるという視点もこれから重視するということではありますが、面的な

産地といった単位での取り組みというものとの調整をうまく図っていく必要があ

るということがございます。 

 また、畜産でございますけれども、特に畜産の場合は、肉用牛でいいますと、繁

殖と肥育が分離していること。さらには、産地の銘柄化といったようなものを地域

で進めているといったような実態がございまして、こういったそれぞれの営農作物

ごとの課題というものへの対応を図りながらということでございまして、19ページ

は、これを宿題として報告せよというご指示のところでございます。 

 それで、資料３、資料４について、簡単にご説明します。 

 資料３が野菜でございます。野菜政策に関する研究会ということで、今もうまさ

に検討している最中でございますけれども、まず１ページをお開きいただきますと、



野菜につきましてはかなり大きな産出額になっておりまして、ただその中で、右上

にございますように、作付面積なり生産量が減尐傾向をたどっており、下にありま

すような輸入野菜の急増といいますか、増加といったような問題がございます。こ

れは特に、加工用需要と加工業務用需要とを中心に非常に大きく伸びておりますの

で、これらに対応して、それに対抗できるようなしっかりとした産地をどうつくる

かということが大きな課題でございまして、２ページにございますが、この８月に

研究会で中間報告をとりまとめいただいておりまして、その概要でございます。産

地の体質強化といったようなこと。これが非常に急務であるというようなこと。ま

た、消費者や需要者の視点に立った生産流通対策の推進といったようなことで、特

に昨今野菜の高騰がございますけれども、これに対する対応といたしましても、

個々の生産者ということではなくて、産地に対していかに働きかけて、例えば早期

出荷を求めていくかといったようなことをやっておりますが、そういった産地性の

ある政策といったようなものが今後とも必要であろうということでございます。 

 それから、一番下にまいりまして、野菜の価格安定制度等につきましての運用改

善でございますが、ここにおきましては、そういった産地の計画出荷の実施状況と

いったようなものも重視しながら、ただ一方で、対象経営の明確化と、その経営の

安定性向上を図っていくための制度改正をしようではないかということで、やはり

担い手を重視する政策というものをこの中に入れていこうという方向で議論がさ

れているわけでございます。 

 ３枚目でございますが、そこでは特に産地としての出荷単位の取り組みが非常に

大事だということについてお示しをしております。 

 それから、４ページでございますけれども、今の野菜価格安定制度、これはまさ

に、今申しました出荷単位の取り組みというものをかなり重視した制度になってご

ざいまして、そういった指定産地というものを指定をいたしまして、その中での安

定出荷体制にちゃんと取り組んでいただいている方々、これにお入りいただくとい

うものになってございますけれども、その中でただ、やはり産地といえども、核と

なる担い手がしっかりするということがあっての初めての産地でございますから、

それをさらにしっかりしていただくための方向で制度を見直していくということ



が言われておりまして、５ページにございますような、制度検討の視点でございま

すが、産地を単位とした機能をしっかり重視しながらも、担い手の経営安定性の向

上を一層図っていくという方向で、これも平成 19年度からのそういった制度を構

築すべく、今議論を進めているというところでございます。 

 続きまして、資料４の果樹でございます。果樹につきましては、特に最近では、

いわゆる傾斜地に立地していることですとか、高齢化の進展ということで、なかな

か産地の脆弱化ということが言われておりまして、生産量なり栽培面積自体がやは

り低下をしてきている。また、栽培農家自体が非常に減尐しているというようなこ

と。さらに、減尐する一方で、核となる生産者に生産のウエートがなかなか円滑に

移っていっていないという課題がございます。そういった課題に対応した方向性で

議論をしているということでございまして、２ページにございますように、これも

同じように、やっぱり産地としての対応を核としたような経営安定の仕組みがござ

います。これらにつきましては、正直申しまして、なかなかこの経営安定対策自体、

かなり支出過多というような状況にございます。ここら辺をどうするのか。新しい

経営安定のやり方というものを模索しながら、当面は制度の改善を図りながら、19

年度からはもう尐し大きな方向性で見直していきたいということでございます。 

 ５ページをご覧いただきますと、需給調整・経営安定対策の見直しということに

つきましては、経営安定対策としては、どういったものにするかということで、17・

18年度について、担い手の生産拡大を促進するように、担い手がやはり生産シェア

を高めていけるような方向での見直しを行いながら、19 年度以降につきましては、

かなり抜本的に見直したいということでございまして、担い手に対する効果的な支

援として何が必要なのかということを、需給調整・経営安定対策の加入者に対する

アンケート調査もしながら見直しをしていきたいということでございます。 

 最後に、果樹部会では、今年の２月からやっておりますけれども、来年３月に、

新しい果樹農業振興基本方針というものを策定し、その中で施策の改革の方向性に

ついても記載をするということで考えているところでございます。 

 続きまして、畜産の説明をいたします。 



○町田生産局畜産部長  畜産部長でございます。資料５をご覧いただきたいと思

います。 

 １ページ目でございます。最初に現状でございます。ここ 10年間の１戸あたり

の平均規模の推移が出ておりますが、規模拡大は急速なテンポで進展しているとい

うことでございます。 

 酪農につきましては右側でございますが、既に先進国であるＥＵの規模を上回る

規模を実現しているということでございます。 

 ２ページ、これは皆川審議官からお話がございましたが、畜産の生産構造でござ

いますが、下のほうの生乳、肉用牛、豚、いずれも主業農家の生産割合、９割を超

えているということでございます。 

 また、右でございますが、認定農業者の割合、酪農で 47％。また、法人経営につ

きましても、養豚、採卵鶏で２割を超えるということで、かなり作物に比べて高い

水準になっております。 

 また、年齢別の割合、その下でございますが、酪農、養豚、養鶏、ブルーのとこ

ろと赤のところですが、60歳未満の割合が高くなっているということでございます。 

 ３ページ、経営安定対策の概要ということで、生乳や肉用子牛の再生産の確保、

また経営安定という観点から、畜種ごとに経営安定対策を実施しております。これ

につきましては、その時々の課題、状況を踏まえて適宜見直しを実施しているとい

うことで、見直しの例として上のほうでございますが、加工原料乳の生産者補給金

制度でございます。これは、バターですとか脱脂粉乳、そういった加工原料乳の生

産者に対する補給金制度ということで、12 年までの旧制度におきましては、真ん中

の棒グラフにあります、乳業者が支払います価格、また、生産者が受け取るその右

の保証価格というものにつきましては、二重線で囲ってございますが、行政が決定

していたわけでございますが、13年の制度改正以降、その矢印の右側でございます

が、そのときどきの需給実勢がより反映されるようにということで、国の関与をや

めまして、団体と乳業者間で決定するというふうにいたしました。 

 これによりまして、畜産物の価格形成につきましては、すべて市場原理、市場実

勢に基く決定ということになったところでございます。 



 ４ページ目は、総生産額に占める財政負担等の割合ということで、これも皆川審

議官から説明がありましたように、下の鶏卵、酪農、牛肉、負担は小さくなってお

りますが、今後とも経営安定対策の効率的実施ということは、ここでもやっていか

なくてはいけないというふうに思っております。 

 続きまして、課題を５ページ以下で整理しております。１点目は、生産コストの

削減や省力化の推進による経営体質の強化ということでございます。真ん中ピンク

色の囲みのところにございますように、畜産は構造改革の進展が見られるというこ

とで、さらなる規模拡大が必要なケースというのはあるとは思うのでございますが、

そういった規模拡大一辺倒のコスト追及型から、下にありますように、低コスト、

ゆとり、省力化に向けた多様な取り組みといったことを進めていきたいというふう

に思っております。低コストにつきましては、左にありますような放牧の利用、ま

た、ゆとりということでは、その下にありますコントラクター、公共牧場等の利用

ということで、外部化の推進をする。また、省力化は、新しくでてきております搾

乳ロボットですとかほ乳ロボット、こういった技術を使いまして、労働時間の大幅

な削減ということを図っていきたいということを考えております。 

 ６ページ目は自給飼料の問題でございます。輸入飼料の依存から脱却して、安全

で安心な畜産物の生産を自給飼料をつくることでつくっていこうということでご

ざいます。 

 この真ん中に食料自給率の向上ということで書いてございます。飼料自給率の

10％のアップというのは、食料自給率の１％のアップということで、ハードルは高

いわけでございますが、この自給飼料の生産の拡大の可能性、こういったものをで

きる限り追求していきたいというふうに考えております。また、この自給飼料の増

産につきましては、矢印で三位一体と書いてございますが、食料自給率向上という

面だけではなく、国土の有効利用、資源循環型畜産の確立と、こういった点からも

重要だというふうに考えているところでございます。 

 ７ページに参考ということで、食料自給率の現状というものを整理いたしており

ます。左にございますのは、畜産物のカロリーベースの自給率でございますが、こ

れは他の品目と異なりまして、国内生産の重量ベースの自給率に自給飼料の生産割



合というのを掛けるということで、67％と 24％を掛けて 16％というふうになって

いるわけでございます。 

 この飼料自給率の中身が左の真ん中にございます。飼料につきましては、牧草等

の粗飼料と、とうもろこし、大麦という濃厚飼料とあるわけでございます。この濃

厚飼料につきましては、2,000 万トンと書いてございます。全体の８割でございま

す。そのうち、輸入濃厚飼料が 1,800万トンということでございまして、濃厚飼料

の９割は輸入に頼っているということでございます。鶏、豚、これらは草食性でな

いということで、この濃厚飼料のウエートが高くなっているわけでございます。 

 この濃厚飼料の国内生産ができないかということでございまして、それは左の下

にありますように、仮に輸入している部分を国内で生産するということになります

と、730万ヘクタールというような面積が要る。価格的に見ても、トンあたり 20万

円を超える価格差があるということで、なかなか現実的ではないのではないかとい

うことでございます。そういったことから、私どもは、できる限りこの粗飼料のほ

うの自給を目指していこうというふうに考えております。具体的には、黄色く 1.

から 3.まで囲ってございますが、稲わらの飼料利用の推進、また、耕畜連携による

稲発酵粗飼料の作付拡大、中山間地域における放牧の推進、こういったことを行政

と団体が一体となって進めているところでございます。 

 ８ページ、畜産環境問題でございます。いよいよこの 11月１日から５年間の猶

予期間を経て、家畜排せつ物法の完全施行ということでございます。写真の真ん中

に、不適切な管理ということで野積みと素掘りの絵が出ておりますが、こういった

不適切な管理をやめまして、たい肥化を基本といたしまして、メタン発酵、炭化、

そういったものを含めて、地域の条件に応じた多様な管理形態を進めていきたいと

いうことでございます。 

 現時点の進捗率、これは 15 年度末でございまして、今年の３月の時点でござい

ますが、左側の表の下に進捗率Ｂ／Ａというふうに書いてございますが、72％とい

うことになっております。今後、11 月までに極力整備を進めるということ。また、

今とりあえず簡易対応ということでやっているものについての本格施設への移行

といったことについて、必要に応じて取り組んでいきたいというふうに考えている



ところでございます。 

 ９ページは、環境配慮規範ということで、環境に優しい畜産ということで、家畜

の生産や飼料生産にあたって、畜産農家が守るべき最低の基準といったものを環境

配慮規範ということでつくっていきたいというふうに思っております。そこにＹＥ

Ｓ、ＮＯと書いてございますが、これを支援策の条件ということで、クロスコンプ

ライアンスとして、できるものから利用していきたいというふうに考えております。 

 10ページ目は、本審議会の他の部会等における検討状況でございます。酪農・肉

用牛につきましては、畜産企画部会で検討いただいております。また、今後の養豚

のあり方につきましては、養豚問題懇談会ということで、基本計画に併せまして今

検討を進めているところでございます。 

 11ページにその検討状況について中間的なご報告ということでございます。宿題

が２つあります。１点目は、担い手をどう考えるかということで、担い手の基本的

考え方ということで、矢印の下のほうの部分をご覧いただきたいと思います。畜産

につきましても、担い手につきましては、認定農業者が基本ということで、認定農

業者認定率、先ほど申し上げましたように、他作物に比べて高いわけでございます

が、今後とも更なる向上に向けての取り組みを推進したいというふうに思っており

ます。 

 また、「このほか」ということで、畜産の特性ということで、これも先ほどご紹

介ありましたが、繁殖経営と肥育経営の分離といったようなこと。また、産地の銘

柄化の推進というために、生産組織等を核として、地域ぐるみで、与えるえさの給

餌方法を統一するですとか、出荷の体重を合わせようとか、そういったさまざまな

品質の確保・供給力の強化の取り組みが行われております。そういったことにつき

まして、よく実情を調べまして、認定農業者に準じた一定の要件を満たす営農形態

についても担い手として位置づける方向でさらに検討と、こういう整理をいただい

ているところでございます。 

 12ページに、各経営の構造を紹介しておりますが、ここでは、2.の肉専用種繁殖

経営の構造をご説明させていただきたいと思います。茶色のところが繁殖経営とい

うことで、１戸あたり８頭ということで、他に比べまして必ずしも構造改革が進ん



でいるといえないわけでございますが、ここから家畜市場を通じまして、グリーン

のところ、肉専用種肥育経営、この１万 4,000 戸で 73万頭の牛が供給されている、

こういう状況にあるわけでございます。こうした点も踏まえまして、先ほど申し上

げましたように、あり方を検討していきたいということでございます。 

 飛ばしていただきまして、15ページからは、経営安定対策のあり方ということで、

各経営安定対策におけます対象経営をどう捉えるか、また施策のあり方をどう考え

るかということでございます。ここでは、先ほど申しました加工原料乳の補給金制

度につきまして、見直しの方向ということをご説明させていただきたいと思います。

右側、見直しの方向の一番上の○にありますように、この生乳の生産につきまして

は、全体の需給安定を図るという観点から、今計画生産を実施しているということ

でございます。この制度が対象としております加工原料乳につきましては、直接の

飲用の牛乳に比べまして価格面で不利があるということで、この生産者を対象とし

て補給金を交付して、全体の需給安定を図っていこうという、こういう目的がある

わけでございます。 

 今後の見直しの方向としては、３つ目の○にありますように、今後こうした制度

の目的、またいただきました中間論点整理の趣旨を踏まえてさらに検討していきた

いというふうに思っているところでございます。 

 16ページ以下に、肉用子牛生産者補給金制度、肉用牛の肥育経営安定対策、また

養豚の経営安定対策が出ておりますが、基本的には今申しましたのと同様の観点、

制度の目的なり中間論点整理の趣旨、こういったことを踏まえて検討を進めていき

たいというふうに考えております。 

 駆け足になりましたが、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、意見交換を行いたいと思いますので、どなたからでも結構でございま

すので、ご発言いただければと思います。 

 西山委員、どうぞ。 



○西山臨時委員  本日、原料作物の経営安定対策のあり方が示されたわけです。

１月から論議を重ねてきて、私としては、やっと品目横断的政策への転換の道筋が、

その全貌が見えたなという思いがしております。このことは、大規模畑作経営をし

ております北海道の農業経営者も、あるいはこれを加工している加工産業の方々も、

やっとその全貌が見えたなと、これから具体的な制度が検討されるかなという思い

が、私と同じような思いがあると思います。 

 今申し上げた、これから支払い基準、あるいは支払い水準といったものの具体的

な内容が、先ほど資料にございました砂糖及びでん粉に関する検討会で、具体的に

つくられていくというふうに思っております。 

 そこで、改めて私が申し上げたいことは、４月に有識者からヒアリングを受けま

した。そのときに原料作物を、特に北海道の場合、てん菜、ばれいしょですね。畑

作経営の中で生産をしていく形の大規模畑作農家であります平さん。こういう平さ

んのような方が意欲的に、意欲ある担い手が将来の目標を持って営農できると。そ

して、後継者も安心してスムーズに経営を継承できる。そうした魅力ある産業とし

ての農業が確立されるよう、ぜひともそういう制度設計をお願いしたいということ

でございます。そしてまた、その原料作物をきちっと加工する産業、北海道ではビ

ート糖業であり、そしてでん粉加工業者ということになります。そして、その関連

産業が今後とも立ち行くような制度設計をお願いしたいということでございます。 

 いずれにしても、国際規律が今後強化されたとしても、緑の政策として安定した、

そして揺るぎのない日本型の経営安定制度の実現、これをお願いしたいと思ってお

ります。 

 そこで、私の情報として、これまで砂糖とでん粉の検討会というのが確か３回議

論をされたというふうに聞いております。その検討会で論議がされている概要、あ

るいはポイントについて、もし今ご説明がいただけるなら、ご説明をしていただき

たいと思っております。今説明できないとすれば、また次回以降お願いしたいとい

うことでございます。 

 以上です。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他、いかがでございましょうか。安高委員、どうぞ。 

○安高委員  野菜のほうの対策ですけれども、産地というのが出ておりますけれ

ども、これから野菜について産地でつくっていくというのは難しくなるのではない

かと思っております。確かに土地条件、気象条件に縛られますから、この作物はこ

ういう地域、土質に向いているというのがこれまでの考え方であったとは思うんで

すが、消費者ニーズが非常に多様化していますので、それにいろいろ応えていかな

ければならない。そして、今これから農業にも経営が求められておりますので、土

地条件よりも経営条件、農家がどういう技術を持っているか、あるいはどういう労

働力を調達できるかという部分がとても大きくなってきます。例えば、キャベツ１

つとりましても、寒玉というキャベツがあります。早生キャベツがあります。中早

生というのもある。もっと小さくなるとグリーンボールというのもある。これを１

つキャベツと括っていろんな対策を打っていっても、単価も違いますし、ましてや

その中で、その産地の中で、自分は減農薬でいくよ、無農薬でいくよ、いや、私は

もう業者と、例えば餃子業者とかちゃんぽん屋と契約した、そういうキャベツなん

だよ、２Ｌ、３Ｌがいいんだよとなったときには、非常にキャベツ１つとっても、

中が複雑になってきております。これからもっと複雑になると思います。そういう

のを１つの産地という捉え方をしていっていいのかなと。 

 では、担い手で行くのかとなったとしても、野菜というのは、例えば今年台風で

大変だったですよねと言われますけれども、米と果樹と野菜は違うんですよね。野

菜は秋冬が駄目だと言っても、私から見ると、春夏があったでしょうと。春夏で儲

けたでしょうという部分もあるわけです。果樹とお米はもう１年に１つですから、

ダメージが大きいんですけれども、基本的に違う。だから、野菜と米を組み合わせ

ている、野菜と果樹を組み合わせているという例も多いわけですから、その点、担

い手の捉え方が非常に難しくなってくるのではないか。 

 となったときに、産地で見るのではなくて、生産部会単位で見ていく。私ども農

協でも、例えばトマト部会というものがありますけれども、大した量ではありませ



んけれども、それでもそのトマト部会を分化させていかなきゃいけないのではない

か。ある程度量でいっている部会と、糖度を高めて、つくり方を全く変えていく部

会。こうなると、もう部会そのものを分けていかなきゃならない。そこに１つの対

策で打っていけるのかというのがある。 

 そうすると、私はこの中で、価格安定事業も出てきております。私自身も白菜、

キャベツをつくってきたときに、１つは国の安定事業、１つは県独自の安定事業に

入っております。国の安定事業というのが非常に見えない。その全国一本、あるい

は九州全体なのか、そういう物差しで引いてきていますから、非常に安定事業が機

能しているという感じがしないわけ。ところが、県の安定事業は、県独自で組んで

いますから、非常に地域性等も捉えていますから、機能しているというふうに思っ

ております。 

 最近の福岡県の安定事業は、もっと県の中でも、地域ごとに細かくしていってい

ますから、例えば北九州のほうのネギと、筑前あさくらのほうのネギ、確か基準単

価から変わってきていたと思います。以前は一本だったんです。用途が違いますか

ら、筑前あさくらは東京に送って東京で勝負しているネギです。私どもの地元は、

地元で消費されるネギです。そうすると、単価も違いますし、作り方も違いますし、

収量も違います。それを１つのネギでは括れないというところがある。だから、安

定事業はもっと県レベル、もっと小さいレベルでも落としていって機能する必要が

あるのではないかと思っております。 

 それと、私は価格安定事業は非常に、尐なくとも今まで議論してきた直接支払い

よりも有効だと思っております。それは、直接支払いは、農家が負担金をある程度

出します。負担金を出す時点で、非常に農家が自分で主体的な判断が入る。そこそ

この金額を負担しますから、どうでもいいやという負担の仕方にはならない。自分

の経営、将来のことも考えて負担していきますので、農家にそういう自覚を持たせ

る。しかも、将来にわたって安定的な生産につながるというので、結論を申します

と、産地という括りを変えていったほうがいいのではないか。もっと生産部会単位

というのも考えていっていいのではないか。価格安定事業にそうなってきますと、

もう面積要件というのを非常にレベルを低くしていって、そして価格安定事業は県



単位で有効に機能していく。そういう制度のほうを検討していただきたいと思って

おります。 

 長くなりまして申し訳ありません。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、永石委員。永石委員のご発言の後、役所のほうから必要に応じてお話

をいただければと思います。 

○永石臨時委員  今説明いただきましたけれども、今の果樹の経営安定対策につ

いては、果実だけ、ここの資料にありますように、りんごとうんしゅうみかんを対

象にやっている。りんごは今の制度の中では、樹木ごとに摘果させながら収量調整

を行う対応がされているということで、対象になっているというふうに聞いている

んですけれども、基本的にはこの経営安定対策でまずお聞きしたいのは、りんごと

うんしゅうみかんは、今後ともそういう経営安定対策というふうにねらっているの

かどうかということですね。本県において桃、あるいは梨、ぶどうといろいろつく

られているんですけれども、そういうものを考えているのかどうか。 

 それにもう１つお聞きしたい。果樹という場合はなかなか経営安定対策をやるな

んて難しい面もわかります。その場合に、例えばここに書いてございますように、

共済制度の検証と。これは例えば、今年は台風がたくさん来ましたけれども、果樹

も１つの台風でも大打撃を受けてしまう。そういう中で、今の共済制度もかなり改

善はされてきております。ただし、うちの県から言うと、いわゆる地域単収という

か、収穫量の単収基準が地域で認められたんですけれども、これが今、統計単収に

なっている。統計単収といわゆる生産者、特に中核的農家との単収差が非常に大き

い。このために推進してもなかなか加入しない。こういうことを踏まえて、柔軟な

といいますか、いろんな選択制を踏まえながら、共済制度の充実が私は必要ではな

いかということを思っておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それからもう１つ、畜産の方向でございますけれども、これについては、自給飼

料を 10％上げると自給率は１％上がるよということでございますけれども、自給飼

料を上げるということであれば、今米政策で米のホールクロップサイレージをやっ



ておりますけれども、単なる放牧とか山ばっかり使うのではなくて、そういう田ん

ぼをもっと積極的に利用できないかということで、何とか自給率を上げられないか

なということを考えておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、いわゆる酪農の補給金制度とかああいうのを含めましては、私自身は

いろいろ専門家ではないんですけれども、担当部局といろいろ話をしますと、今の

制度を抜本的に見直す必要はないのではないかという意見もありますので、そうい

う現場の意見もあるということを踏まえて、ひとつ対象農家を絞るという案が出て

おりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 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、ただいま３人の方からのご発言がございましたけれども、それでは皆

川審議官、お願いします。 

○皆川生産局審議官  １点目の特に原料作物の問題で、砂糖とでん粉の検討会の

状況ということなんですが、今まで３回やっておりまして、８月 30日にまず１回

目の全体会議をやりまして、それから砂糖とでん粉の分科会を１回ずつやっており

ます。その内容自体は、もう全部資料、それから議事の概要も含めて、ホームペー

ジで公表しておりますので、後で詳細の議事概要等については、また配付させてい

ただくなりをいたしますけれども、大きく言いますと、それぞれ関係する方々がや

っぱりそれぞれの立場ごとに、まだまだかなり意見の観点で言いますと、違ってい

るところがございます。特に生産者、それからいわゆる企業、それから学識経験者

といいますか、いわゆる一般国民の代表の方々と、三角関係にあるわけでございま

すけれども、その間でやはり生産者の立場と言いますと、極力なかなか限界値とい

いますか、難しい地域で農業をやっている実態というものをよく反映してほしいと

いうようなかなり強い要望がございますし、極力堅い守り方をしてほしいというよ

うなご要望もかなり強いというのが実態でございます。 

 ただ、一方で、糖業者なり製造業の立場からいたしますと、一定の負担はするけ

れども、ややもしますとユーザーの負担というのが過剰、過大にちょっと傾いてい



ないかというようなご議論もかなりありまして、そういう意味では、一定の負担は、

これはもう私どももやるけれども、その部分で、例えば西山さんを前にして大変恐

縮ですが、ビート糖がやや最近作がいいということで、その負担感が尐し強いなと

いったようなご意見も出たりしているわけでございます。 

 それから、学識経験者の方々からは、やはり極力透明性のある形に展開していく

べきだというようなご意見も出ているということで、やっぱり現場をご覧いただか

なければいけないということで、現在現地調査なども行っていただきながら、現場

自体も踏まえて、また次回には、地域の農業をやはりある程度リードしている自治

体の代表の方々にもお見えいただいて、そういった方々からのご意見も伺おうでは

ないかといったようなことで、今議論を進めているところでございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、染審議官、どうぞ。 

○染生産局審議官  野菜についてでございますが、野菜につきましては、ご指摘

のとおり、極めて消費者のニーズが多様化しているとか、あるいは量販店等が特定

のスペックのものを要求するとか、そういう意味で極めて多様な野菜の供給が要求

されているという状況でございます。 

 それで、安高委員ご指摘のとおり、それに対する対応といたしましては、産地と

しては、当然産地全体が１つではなくて、産地の中をある程度グルーピングしなが

ら、シメ政策に応じました生産者の規制なり、あるいはグループ化ということを図

っているということがかなり増えているというふうな状況があるわけであります。 

 それに対しまして、では野菜の価格安定制度はどういうふうにしていくのかとい

うことになれば、現状では、いわゆる国全体でやっているような安定制度、それと

県単位で考えていただいている。これも国全体で含んでおります野菜の需給価格安

定制度の一環としてやっていただいているわけでございますが、そういうもので、

全国的な需給を図るものについては全国レベルでやっていくと。比較的マイナーと

いいますか、いわゆる県単ごとに特徴のあるようなものについては、県の段階での

価格安定制度でやっていただいているというふうな状況にあるわけでございます。 



 では、それが先ほど申し上げました全国的な極めてニーズが多様しているような

中で十分機能できるのかということになると、それはご指摘のとおり、ある程度の

考え方の整理もしていかなければならないのではないかと思います。 

 ただ、その辺も踏まえまして、２年前から、例えば契約栽培制度の導入とか、そ

ういうことをやりながら、ある特定の需要向けに契約栽培なんかをやるときには、

そのような制度で対応できるようなこともやっておりますし、またあの全国的な段

階のものについても、それぞれの生産サイドのグループなり、その特色あるやって

いる方々は、出荷先をどういうふうに選択していくのかというふうなことで、ある

程度の対応も可能ではないかというふうに考えておりますので、より一層、その辺

のことを今後の検討の中で考えていきたいというふうに考えております。 

 それと、りんごとみかん以外に範囲が広げ得るのかという問題でございますが、

需給調整対策は、まずりんごとみかんについてやりましょうということでスタート

いたしました。その後、各地域からいろんな要望が出てきたという点もございまし

て、では梨とか桃とか、そういうものについてどうかという検討をしたわけであり

ますが、ただこの需給調整と経営安定制度は一体となっておりまして、いわゆる需

給調整をある程度きちっと行い、その上でもなおかつ価格が下落してしまうという

ようなときに、この経営安定制度を発動するということになっております。 

 そういう意味で、ではみかん、りんご以外に多様な果物について需給調整対策が

きちっとできるのかということをアンケート調査等について調べた結果といたし

まして、なかなか１つのまとまりをもって産地ごとに需給調整をやるような体制が

なかなかできていない。例えば、梨とか桃なんかは、結構道端といいますか、街道

沿いで農家が直販をやったり、いろんな形で販売形態が多様化しておりますので、

そういう意味で、なかなか需給調整をきちっと、産地としてのまとまりを持ってや

るということができないというような点もございますので、当面現段階においても、

みかん、りんごだけが対象になっているというふうな状況であります。 

○生源寺部会長  それでは、畜産部長、お願いいたします。 



○町田生産局畜産部長  水田をもっと飼料作物の生産に使うべきではないかと

いうご指摘、ごもっともだというふうに思います。 

 現状でございますが、今飼料作物の作付は 15年で 93万ヘクタールでございます。

このうち、水田を利用しておりますのは 11万 6,000ヘクタールという現状にある

わけでございます。今転作でやっておりまして、調整水田ですとか自己管理水田と

いうことで、作物を作付けた水田というのが 11万 2,000ヘクタールあるというこ

とで、これの利用を図っていくということが大事だと思うのであります。 

 ご指摘のありました稲わらとホールクロップサイレージがありましたが、稲わら

につきましては、いろんな病気がありまして、自給率を上げようということで、現

時点で９割。ただ、今まだ 15 万トン、いまだ輸入されております。 

 一方、国内では、土と混ぜてとか焼却、そういったものが 700万トン近くあると

いうことで、こういったものの飼料利用を推進していきたいというふうに考えてお

ります。 

 また、稲発酵飼料につきましては、農家の方にとってもつくりやすいことがござ

いますし、畜産農家も使ってみて非常に使い勝手がいいということでございまして、

最近転作田での作付が増えております。稲作農家の方が生産・収穫して、畜産農家

に販売するといった事例も増えております。ただ、需要はあるわけでございますが、

これはどうしてもある程度財政負担、これが避けられません。そういった意味で、

国民の方のコンセンサスといいましょうか、理解をいただきながら推進していくと

いうことが大事だというふうに思っております。 

 ２点目の経営安定対策、グラフのご指摘もございましたが、施策を総合的に変え

る必要はないのではないかという、そういったご意見も私ども主張しております。

先ほど申し上げましたとおり、全体の需給調整を図るという目的と中間論点整理、

繰り返しになりますが、そういった趣旨を踏まえまして、わかりやすい形で施策を

とっていきた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。 

 それでは、須賀田局長、お願いいたします。 



○須賀田経営局長  果樹の共済のお話がございました。確かに果樹の共済、災害

が起きると交付されるんですけれども、加入率が非常に低うございます。水稲が９

割以上入っておりますけれども、果樹は 25％、４分の１しか入っていない。 

 なぜかということでございます。果樹の価値が高い、事故も多いということで、

掛け金が非常に高くなっている。例えば、10アールあたり水稲が 1,000 円でござい

ますけれども、果樹だと、おそらく 8,000円近くの掛け金があるわけでございます。

高い掛け金を払うのが嫌だというのが１つ基本的にございます。 

 それから、ちゃんと防災施設を設置している人とそうでない人とで、被害に差が

ある。何でそういう人たちのために俺が掛け金をというようなことがある。現実に

ずっと見ておりますと、被害が起こる人や地域と、そうでないものがあります。 

 さらに言いますと、この経営全体で入る方式になっているんですけれども、被害

が起こりそうな樹園地だけ入りたいという希望がございます。そういうようなこと

がございましたので、これまで制度の改正をいたしました。防風ネットとか防災施

設を用いて、ちゃんと防災している農家の掛け金率は低くする。また、全部の災害

ではなく、台風だけ俺は保険したいというのは、それも可能なようにする。それか

ら、平成 15 年の制度改正により、特定の樹園地だけ入りたいということはできま

せんが、樹園地ごとに補償できるようにいたしまして、現在これでどうだというの

を示しているところでございます。本年のような災害を契機に加入をしていただく

という方向でいければと。共済ですから、農家が多数参加して母集団が多ければ多

いほど、保険ですから安定するわけでございます。その辺のところで、今加入を促

しているという状況でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 岩永副大臣におかれましては、ご公務のため、ここでご退席になります。 

 それでは、立花委員。 

○立花専門委員  皆川審議官からご説明のあった１枚紙の参考資料に関連して、

ちょっと資料をお願いしたいと思ったんですが、この資料の一番右側に財政負担等

という欄がございまして、それぞれ品目ごとにその額が書いてあるわけですが、そ



れについて注釈があるんですね。注の３のところに、財政負担等の意味は、一般会

計からの、転作関係は、いろんな輸入にかけているものがあるんだということなん

ですが、まさにこの甘味資源なりでん粉の原料の問題は、やはり輸入の原料に抱き

合わせなり、あるいは調整金をかけて、それを国内保護に回すということからいえ

ば、この財政負担等の中身について、おそらく純粋一般財源の他に、そういった輸

入にかけているものがいったいどのくらい負担になっているかということを、数字

で教えていただければと思っております。これは資料のお願いです。 

 それから、資料２のほうで、今日初めてこういった部門別の検討会での検討状況、

中間的な報告を、私初めて見せていただいたわけですが、若干、ご説明伺いながら、

いったいどう考えたらいいのかというのかという点がありますので、ちょっと問題

提起というか、ご質問させていただきたいと思います。 

 １つは、４ページ、５ページのところなんですが、砂糖にしろでん粉にしろ、内

外価格差の状況を見ますと、北海道のビートと、それから南のほうの甘しゃ糖が行

われて、原料では、甘しゃ糖の内外価格差が 10倍ということですね。でん粉でも、

かんしょのほうは、資料の５ページを見ますと、原料段階で 11.3倍と。それから、

製品段階でも６倍ということで、いわゆる同じ甘味資源でもてん菜と甘しゃで違う

し、それからでん粉でも、原料ばれいしょとかんしょで違うということで、こうい

う内外価格差の実態から見ますと、果たしてこれを同じ制度、でん粉ならでん粉、

あるいは砂糖なら砂糖ということで、同じ制度の中で括っていくことが妥当なのか

どうなのかですね。それがちょっと私よくわからなくて、よく、例えば沖縄につい

ては、日米安保でいろんな基地のしわ寄せを受けている。そういった安全保障の観

点とか、あるいは離島だとかということで、地域対策で考える必要があるのではな

いかということが、長年そういった指摘が専門家の間でもあるわけですが、やっぱ

りこれの内外価格差の開きを見ますと、果たしててん菜、さとうきびといもを北と

南を同じ範疇で括っていいのかどうなのか。やはり南については地域対策として、

これは組み直す必要があるのではないかという、農業政策よりもですね。そんな感

じがしたわけです。これについては当然ご意見もあるかと思うんですが。 

 それから、あと６ページのところで、これからの対策の方向ということで、市場



原理の導入ということが書かれているわけですが、甘味資源、それからでん粉のほ

うですね。それで、６ページのところを見ますと、基本的にはいろいろお話の中で

抜本的な見直しということで、基本は、その６ページのところの四角で囲った中で、

「大幅な内外価格差の下、現行制度による価格調整の枠組を維持することが必要で

はないか」ということで、基本的には現行制度を維持するという、現行制度による

価格調整と言っておりますが、基本的には現状の枠組みを維持するというふうに私

には受け取れるわけです。果たしてこういった考え方でサスティナブルなのかです

ね。つまり、この企画部会での基本的なポジションは、これから、いわゆる関税、

国際的な調整の中で、関税措置がなくなっていくだろうといったことを想定して、

それをそのまま放っておいたのでは国内の農業をやられてしまうから、どうやって、

担い手を絞って直接支払いを入れていくかというのが最初の出発点だったという

ふうに私は記憶しているわけですが、これから関税等が下がっていく、国境措置が

また低くなっていくとなれば、果たしてこういう現行のいろいろな措置が果たして

維持することが可能なのかどうなのかというのが、私は正直言うと甚だ疑問なわけ

でして、このままですと結果的には、加工業者ひいては消費者のほうは、基本的に

はこういった国境措置低減のメリットが享受できない形で、そのまま続くのではな

いかなという感じがいたします。 

 それと同じことは、13ページのところにも、でん粉のところにも書いてあるわけ

でございまして、ちょっと私もこれはイメージがよくわからないんですが、上の四

角のところに、「抱合せ負担がなくなる場合には、輸入とうもろこしを使用してい

るコーンスターチ製造業者については、現在の抱合せ負担に換えて新たな対策に必

要な負担を求めることが必要ではないか」ということで、この割り当てによる負担

はなくなるかもしれないけれども、また別途新たな負担ということですと、基本的

には構図は現状とあまり変わらないのではないかという感じがしてならないわけ

で、果たしてこういう制度の維持で、冒頭申し上げた国境措置がこれから非常に低

くなっていくと。だからこそ、担い手を絞り、直接支払いのような形で一挙に、こ

のページの後半に書いてありますが、原料コストの低減対策がなかなか、そう一挙

に進まないとすれば、その間を埋める対策として、どうしても直接支払いを私ども



期待するわけですが、果たしてこういう状態のもので続けることができるのかどう

なのか。私はその辺については何となく、正直言うと疑問が起こっているという部

分です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、山田委員。その後、杉本委員、増田委員の順番でお願いします。 

○山田臨時委員  今回の農政見直しのポイントは、担い手をどうつくり上げるか

が重要な課題だったと思います。そして、それはここで議論してきましたように、

土地利用型、とりわけ水田農業が大きな課題だということでありましたから、農地

制度の対応も含めて検討を進めるという位置づけになっているはずであります。 

 ですから、今日聞きました野菜や果樹や、畜産、酪農等での担い手の扱いは、こ

の水田農業とは、一様な扱いではないはずだと思っております。本日の資料２の 16

ページに中間論点整理、この企画部会での中間論点整理が改めて載せられておりま

すけれども、品目別の担い手の扱いについては、かなり慎重に当企画部会も中間論

点整理をしているはずであります。 

 今回、品目ごとにそれぞれ担い手の部分に注目して見てみますと、野菜、果樹等

について、産地を基本とする視点が重要だというふうにしているのは、確かにそう

です。産地機能を考慮するとか、産地単位での一体的な取り組みが重要だという指

摘があるわけです。果樹についても、産地で銘柄品づくり、これはブランドづくり

が必要なわけですから、これも特定の担い手だけでは産地はつくれないという観点

での意識といいますか、作物ごとの特性を踏まえた議論が尐しはなされているんだ

なというふうに承知しています。だから、この点は、安高さんもおっしゃいました

が、野菜、果樹等について生産部会単位で見ていくことが重要だ、それから、産地

共販がなされているということが重要だということをおっしゃったと、私自身理解

しております。 

 一方、これに比べて、どうも畜産のほうは、必ずしも担い手について十分な記述

があるわけではありませんけれども、担い手の位置づけが強すぎるのではないかと

いう印象を受けております。畜産についても、当然産地ブランド化を図るとか、そ



れから耕畜連携とか、この点は今日の畜産の資料に全部まとめてあるとは思います

が、それから自給飼料をつくるとか、それから家畜の排せつ物の処理については、

これは産地全体が協力して、産地づくりの中でできてきているわけでありまして、

大規模な農家が孤立して排せつ物の処理ができるわけがないわけだし、産地づくり

もできるわけはないのだから、この点を、ものすごく大事にしていかないと、担い

手中心の畜産、酪農政策では、絶対間違うというふうに思っております。ましてや、

海外の輸入飼料穀物に圧倒的に依存して、そして大規模な畜産農家をつくりました、

担い手になりましたということでは、絶対ないはずなんです。そういう面で、私は

これら品目の担い手づくりについては、慎重の上にも慎重な対応をお願いしたいと

いうふうに思います。 

 その上で、２点申し上げますけれども、１点目は、これら野菜、果樹、畜産、酪

農等の担い手論議と関連させて、まさかこれら品目のそれぞれの経営安定制度の対

象にするとか対象にしないとかということを議論されるんではないんでしょうね

ということを申し上げたいのです。そういうことになったときの混乱はものすごく

大きいというふうに思っております。この議論をし始めたら、本当に、店広げたけ

れども、店閉められないという心配すらいたしますので、品目ごとの検討もなされ

ているようでありますけれども、その懸念を十分踏まえていただきたいというふう

に思います。 

 ２点目は、これは立花さんからあったこととの関連でありますけれども、糖価安

定制度やでん粉の抱き合わせ制度の見直し検討も言及されているわけでありまし

て、環境からいたしまして、その見直しが必要な部分もあれば、まさしくその基本

は維持していかなければいけない側面もあるわけですから、よほどこの件も十分な

検討をお願いしたいのです。その際必要なのは、やはり必要な財源をどう準備して

確保するのかということであり、それがないとやはり経営安定対策にならないわけ

で、行き着くところは、これらの分野についても担い手を徹底して絞り込んだ上で、

そしてそれについてだけ経営安定対策ですよ、そのためにこれだけの補償財源です

よといったような話では、検討にならないというふうに思いますので、この制度の



見直しに当たりましては、当然論議されているというふうに思いますけれども、ご

配慮をお願いしたいと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、杉本委員、どうぞ。 

○杉本臨時委員  私、認定の関係のことについてお伺いしたいと思います。前々

から申し上げておりましたけれども、担い手に集中、重点化をして、構造改革を進

めようということでございますけれども、中間論点には担い手以外の者との役割分

担、合意形成を図る必要があるという部分も入っております。この点、どのように

今後担い手以外の者への考え方というんでしょうか、政策のバランスはどのように

考えていけばいいのか、教えていただきたいと思います。 

 それから、資料１の３ページにも書いてありますが、今後の方向性というところ

で、経営を改善していくには、目標規模をどのような手法で達成するのかというこ

とになってまいります。当然担い手だけでできることではございませんで、地域の

実態に応じて、地域の政策と連携しなければこういったことはできないのではない

かというふうに思っております。市町村の実態、実情に合わせたような形で認定の

基準づくりというものがある程度自治体の実態に即した形で実行できるのか、そう

いうふうになるのか、教えていただきたいと思います。 

 また、前のほうで、担い手の要件といいますか、指標といいますか、これにつき

ましても、これも実情に合わせて設定ができるのかどうかについてお聞きしたいん

です。一挙に高いハードルをつけて担い手を誘導するというやり方ではなくて、あ

る程度取り組みやすいハードルから徐々に誘導していくというようなことも、今後、

これからの中では認めていくというか、そういう方向で考えていけるのかどうかと

いうようなことをお伺いしたい。 

 それから、最後になりますけれども、これからいろいろな改革を進めていこうと

思いますと、自治体、我々市町村もかなり独自な、あるいは力強い取り組みが必要

かと思いますけれども、このように、農業振興につきましては地域振興とかなり連

動した、連携した部分があるということでございます。大変言いづらい点はござい



ますけれども、そういう実情にありながら、このたびの三位一体の改革の話も、市

町村合併の話もそうでございますけれども、国のほうであまりにも性急な地方いじ

めを進められましても、ついていけないわけであります。地域の中で、農業者とと

もに農業あるいは農村を振興していこうと思っていますが、このような強引な改革

議論が国のほうで進められているのは、大変私としては残念でありますし、憤りも

あるわけでございます。どうかいろいろな改革につきましては、地域のいろいろな

取り組みがあるわけでございますので、実態をきちっと調査をいただくというか、

検討していただいて、ある程度の時間をかけて議論を進めながら、それに対応する

政策、あるいは法律が議論をされていかないと、ここでいくら新しい農業・農村・

食料のあり方を議論していただきましても、受け入れていく、あるいは推進してい

く自治体が消滅してしまうというような場面がございますので、そこらは十分にバ

ランスを見ていただいてお進めいただきますようお願いしたいというふうに思い

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、どうぞ。 

○増田委員  輸入野菜について尐しお伺いしたいんですが、野菜の資料を拝見い

たしますと、１ページにありますように、200万トンが恒常的な輸入野菜の量にな

っております。この輸入野菜を野菜政策の中でどう位置づけていくのかということ

をお考えになっていらっしゃるのかを教えていただきたいと思います。特に、今年

のような天候異変がありますと、中国に殺到しているというニュースもございます。

政策的には、あくまで緊急対応ということなのか。一方で、国内の野菜の消費が伸

びないという調査もあり、生産も減り続けている。輸入野菜の実態を見ますと、大

変に質が向上して、ときどき残留農薬の問題も出ておりますけれども、ネギなどを

とりましても、業務用では 価格的にも依存せざるを得ないのが実態だろうと思い

ます。こういう実態の中で、日本の野菜農家の経営はどうなっていくんだろうか、

担い手は育つんだろうかということが、消費者サイドの心配でございます。 

 この資料の中の、研究会の中間報告の中に、「国際競争力を一層強化し、国産シ



ェアを奪還することが急務」と、かなり威勢のいい言葉で書かれているんですが、

そこに具体策があるのかどうか。大変乱暴な言い方ですけれども、輸入の野菜とい

うのを、概念としてぴっちり位置づける案があるのでしょうか。ご見解を伺いたい

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、このあたりで役所のほうからお答えいただきたいと思います。 

 それでは、生産局長、お願いいたします。 

○白須生産局長  立花委員のほうから、特に甘味資源につきまして内外価格差が

大変大きいというふうなことで、産業政策は限界ではないか、地域政策としてやる

べきではないかといったようなご指摘もあったところでございます。そこのところ

は、確かに内外価格差が非常に大きいところがあることも十分承知いたしておりま

す。ただ、ビートなり甘しゃ糖なり、ただいまの糖価調整制度という中で、国内産

糖を維持しながら、一方では消費者への安定供給をしていく。ただこの制度は、ご

案内かと思いますが、やはり精製糖そのものもやはり日本国内において、精製糖も

粗糖を外国から輸入いたしまして、それを消費者に精製して供給している。これが、

国内に供給しております砂糖の３分の２は精製糖でございまして、それもいわば高

い関税で保護されている。関税障壁に保護されているという実態になってございま

す。 

 したがいまして、そういう中で、私どもとしては、それぞれ国内産糖、それから

精製糖、それから消費者への安定供給の３者のバランスをとりながら実はやってい

るわけでございますので、今のところ、もちろん引き続きこれにつきましては、現

在の検討会でご議論をいただいているわけでございますが、このビート、甘しゃ糖、

それぞれ同じ今の糖価調整制度の中で引き続きやっていくことが合理的ではない

かというふうに考えているわけでございます。 

 ただ、その中で、やはり地域政策的な観点というのも、もちろん、きびのほうに

は、実は臨糖費というのが入ってございまして、これはそれぞれ、沖縄におけます、

離島における甘しゃ糖を製造する企業につきまして、内閣府のほうから予算計上さ



れておりまして、これをいただいているといったような、そういった面での産業政

策のいわば限界的な面についてのそういった地域政策的な予算というものも、実は

入っているわけでございます。 

 それからもう１点、市場原理の導入ということが果たして、現在のようなＷＴＯ

の前提のもとでサスティナブルかどうかというふうなお話もあったわけでござい

ます。私どもとしては、基本的には現行の関税水準というものを前提として考えて

いかざるを得ないわけでございます。そういう中で、可能な限り、先ほど来ご説明

申し上げておりますように、最低生産者価格による生産者の生産物の買い上げとい

ったような、全くの市場の原理が入っていないという面を改善をいたしまして、で

きるだけそこに市場原理を導入していくというふうなことで、コストの削減努力を

生産者にもしてもらう。それがひいては消費者にも還元されるというふうに考えて

いるわけでございまして、そこのところは、消費者にもそういった改善が行われれ

ば、そういったメリットというものが十分享受される可能性が出てくるのではない

かというふうに考えているわけであります。 

 ただいま申し上げておりますような、そういった砂糖については、国際的にも、

先進国もアメリカもそうでございますし、あるいはＥＵにおきましても、かなり高

い国境措置なり国内の措置を維持しておりまして、これによって消費者に対しての

安定供給、あるいは国内における産糖の保護というものも実は行われているわけで

ございます。 

 そういう中で、それぞれの国内生産、あるいは砂糖の製造業そのものも保護され

ているわけでございますが、そういう中で、果たしてでは日本の消費者がどの程度

そういった面で不利な状況にあるかどうかという点について、これは私が判断する

わけではございませんが、ご参考までに申し上げますと、日本の砂糖の小売価格は、

１キログラムあたり 195円でございます。ニューヨークにおける砂糖の小売価格は、

１キログラムあたり 271円。パリにおいては 163円というふうなことになっている

わけでございまして、これを高いと思うか安いと思うかはそれぞれ消費者の皆様方

のご判断かと思っておりますが、現在のところはそういうふうな負担のもとで我が

国の制度は維持されている。ただ、それは私どもとしては、可能な限り市場原理を



入れることによりまして、国内生産、あるいは製造業のほうも、コストの削減努力

をしていただく。市場原理の導入によって、消費者の負担も可能な限り減らしてい

こうというふうなのが、今回の改正の趣旨だというふうにご理解いただきたいと思

います。 

 それから、でん粉についても精製糖についても、そういった負担を、今の調整金

の制度のもと、あるいはまた抱き合わせのもとで、確かに負担をしていただいてい

るわけでございますが、ここのところは、申し上げておりますように、精製糖その

ものも大変高い関税水準障壁によって保護されている。あるいはまた、とうもろこ

し、コーンスターチのユーザー、製造業の方についても、無税のとうもろこしが輸

入できるというふうな現行のメリットを享受しているわけでございまして、そうい

ったことを今回は前提にしながら、この制度の改善というものを考えているわけで

ございます。ただ、これについては、財源負担のあり方ということについては、さ

らに引き続き検討会において議論をいただいているということでございます。 

 それから、山田委員のほうから、担い手の関連でるるご指摘があったわけでござ

います。私どもとしては、野菜なり果樹なり畜産なり、それぞれ議論としては、そ

れなりに構造改革がもちろん進んだ分野でございますし、主業農家がその大宗を担

う状況にあるということではありますが、やはり国際化が進展する中で、いずれに

してもこの担い手の育成を通じた競争力強化ということが不可欠だろうというふ

うに考えているわけであります。 

 そういう中で、やっぱり全体として高齢化が進んでいるとか、脆弱化が進んでい

るということでございますので、全体として、ただいま申し上げた品目についての

安定供給体制ということからは、担い手を中心とする安定的な、あるいは効率的な

生産構造というもの、とにかくこれを早急に確立していきたい。 

 したがいまして、基本的には、やはりこの畜産なり果樹なり野菜なり、そういっ

た経営安定対策といった品目別対策におきましても、基本的には一律的な支援を行

うということではなくて、やはり対象経営を明確化していく。あるいは担い手に集

中化、あるいは重点化した施策に見直していく必要があるというのが基本論でござ

います。ただ、先ほど来ご説明申し上げておりますように、例えば産地機能に配慮



した担い手の育成が必要ではないかというのはるるご議論があったわけでござい

ますし、あるいはまた畜産につきましては、繁殖経営と肥育経営の分離の問題とか、

ご指摘ありましたように、いろんな自給飼料の生産の問題、排せつ物の問題等々が

ございます。私どももそういった問題については十分認識をいたしておりまして、

そういうところはそれぞれの品目の特性、あるいは地域の実態というものをしっか

りと精査をいたしながら、例えば認定農業者に準じた一定の要件を満たすものを担

い手として位置づけるとか、そういった形での検討というものは引き続き進めてま

いりたいというふうに考えているわけでございます。 

 それから、糖価調整安定制度なりその抱き合わせ制度の見直しにつきまして、財

源は十分準備しているというふうなお話でございます。ここのところは、申し上げ

ておりますように、検討会におきましても、制度のあり方について今ご議論をいた

だいている最中でございますが、私どもとしても、そこのところは必要な財源とい

うものは、現行の制度を前提としながら、しっかりと検討してもらいたいというふ

うに考えているところでございます。 

○生源寺部会長  それでは、染審議官、お願いします。 

○染生産局審議官  輸入野菜の位置づけの問題でございます。これご存じのよう

に、食料の安定供給、これは基本的には国内生産を基本としながら、輸入と備蓄を

適切に組み合わせてやるというような方向が出ているわけでありますが、野菜につ

きましても、現在のグローバル化の世界の中では、ある一定量が入ってこざるを得

ないというのは、これはやむを得ない話だというふうに考えています。 

 ただ、この 200万トン、これは輸入率は 17～18％になるわけでありますが、これ

が適切かどうかというふうな問題が出てくるわけであります。そういう中で、では

私ども、では現在の日本の野菜生産の現状を考えてみますと、極めて反省している

面があります。それは、従来の日本の野菜生産というのは、一般的に生食用、家庭

で使う部分、それを市場流通でやってきたというふうな特徴がありまして、要は高

度成長の後の時代に、量販店なり外食産業がどんどん伸びてきたという中で、その

辺の量販店なり外食産業での需要、特にこれが加工用なり業務用ということになっ



ているわけでありますが、これに対する対応が必ずしも十分できておらなかったと

いうふうな点を反省しているわけであります。 

 そういう意味で、我々気持ちとしては、この現在まで対応してこられなかった加

工業務用の野菜について、尐しでも国産品で対応できるような道筋もつけていきた

いというふうに考えております。それで、ではそれに対してどういうふうなことを

やっていくのかということになれば、やはりそれは実需者の求めるような品質なり

価格水準のものを国内生産をやっていくというのが、まず大前提でありますし、ま

た、いわゆるある程度生産がへこんだときとか、そういうときにも十分対応できる

ように、周年的な安定供給の体制をつくっていくというのも重要であろうというふ

うに考えております。 

 また、用途特性に応じた品種の導入を初めといたしまして、実需者の求めるもの

をつくっていくと。これよく考えますと、いわゆる家庭用で使うもの、例えばレタ

スなりキャベツ１つとりましても、これは家庭で調理しやすい、ほどほどの大きさ

のものがいいわけでありますが、業務用のほうで使うようなことになれば、大きさ

はもっともっと大きくて、いわゆる結果として加工したときの歩留まりがかなりい

いようなものが求められているというふうな点もございますので、いわゆる家庭消

費用と加工業務用というのは、かなり生産段階でも使い分けていくようなことが必

要だろうというふうに考えておりますので、そういうことをやりながら、この威勢

のいい加工業務用のシェア奪還をやっていきたいというふうな気持ちでいるわけ

であります。 

 ただ、冒頭申し上げましたように、これが全部できるかといえば、なかなか難し

い面もあるということでございますが、最大限の努力はしてまいりたいというふう

に思っております。 

○生源寺部会長  それでは、経営局長。 

○須賀田経営局長  杉本委員からございました、急速な改革というのが地域農業

あるいは農村の現場を潰すことになるのではないかというご懸念でございました。

今回のこの企画部会において、構造改革あるいは担い手の育成ということを当初か



らご議論をいただいております。これは、生産者の立場からこの議論を、どこに視

点、目的、ねらいがあるのかということを申し上げますと、冒頭西山委員からもご

ざいました。やはり農業者が将来に希望を持って農業に取り組むようになりたい。

あるいは、農業そのものを魅力ある産業にしたい。それは何かというと、やはり農

業による所得で他産業並みの所得が得られるんだと。そういうような方を広範につ

くっていることによって、農業をそういう魅力あるものにしていくという、そうい

う点にあるわけでございます。 

 一方におきまして、杉本委員言われるように、農村社会の実態と言いますのは、

やはり工事は共同でしないといけないとか、水管理は共同でする、あるいは生産調

整といったようなものはみんなでこなす。産地ブランド確立のために、共同でいろ

んな栽培条件を課して、共同で出荷していく。その協調というところが農村社会の

底辺にありまして、その中から１人だけ担い手が出ていくということを快く思わな

い。隣りに蔵が建つと腹が立つと。こういうような風潮があるのもまた事実でござ

います。 

 したがいまして、私どもはこの担い手を選定するときに、国から、お前とお前だ

というようなやり方ではなくて、地域の中でよく考えていく。今のままでは、その

地域の農業は潰れてしまうので、強い農業づくりのためにどうしたらいいのかとい

うことをよく考えていただきたい。その中で、集落営農というものを含む担い手を

つくっていくという努力をしてほしいと。こういうことをご提案をしているわけで

ございます。 

 中間整理の中に担い手以外の人の役割分担あるいは地域の協力という表現もさ

れましたけれども、それはまさに、例えばその地域の中で集落営農をつくる。誰と

誰が主たる担い手になる。誰の土地をそこへ寄せていく。他の人はどういう作業を

すると、その対価はどうするんだと。そういうことをちゃんと決めることによって、

その地域の担い手というものを地域からつくっていってほしいということでござ

います。 

 一挙に高いハードルを課すなというお話がございました。確かに、誰もクリアで

きないような要件を課しても、それはつまらないわけでございますけれども、認定



農家が１次予選だとすれば、尐なくとももうそれは突破をいたしました。準決勝ぐ

らいには出られるようなレベル。メダルには届かなくていいんですけれども、その

ぐらいの要件は課していきたいなというふうに思っています。具体的には、今担い

手として米政策改革、一様の要件を課して育成に努めているわけでございます。そ

れを１歩ないし２歩進めるような形にしたいというふうに、私どもは考えておりま

す。 

 そして、さらに地域の実態を十分踏まえてほしいということがございました。そ

の点に関しては、基本的な中で、地域によって作付体系も、自然的・経済的・社会

的状況が違うわけでございますので、基本的な考え方のまとまりで、できるだけ地

域の実態、実情というものを踏まえていきたいと思っています。具体的にはこれか

ら詰めていきたいと思っています。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、まず、中村委員。その次に村田委員、坂本委員、秋岡委員の順番でお

願いいたします。 

○中村委員  先に失礼しますのでお願いします。 

 これはお答えは要りませんけれども、今日の個別の検討事項のうち特にでん粉の

抱き合わせ問題は慎重にしてほしいと私も思います。 

 それから、さとうきびの地域対策も地域的な問題もありますので、配慮を続けて

してほしいと思います。 

 それから、果樹についても、規模拡大等から平場への経営移転や、それから品種

の交換の場合の対策等を充実してほしいという意見もありますので、そういうこと

も併せてご検討いただきたいと思っております。 

 それから、今杉本委員からもありましたように、担い手問題についてはいろんな

心配が現地であることも確かです。先ほど須賀田局長からお話のあったようなこと

が、やはり現場に伝わっていないというのが１つあるんだと思います。 

 いずれにしましても、今回の基本計画の見直しの焦点の１つが、この効率的、安

定的な農業経営体をどうつくるのか、そしてそこに施策の集中をどうするのかとい



うのが大前提としてあるわけで、その筋道については、みなさんそんなに異議はな

いわけですが、そこへのたどり着き方が、やはり今日も産地問題と担い手をどうす

るのかという問題もあるし、杉本委員が言うように、地域政策と担い手の問題をど

うかみ合わせるかということもありまして、その辺が非常にわかりづらくなってい

るのではないかと思います。それから認定農業者を今度の中でも踏まえてやってい

くべきだと思います。 

 ここの畜産のところにだけ、認定農業者に準じた一定の要件というのがあります

が、今、認定農業者は 20万足らずですが、今の基本計画では 40万か 45万の経営

体をつくっていこうということになっています。現在は半分でありますから、やは

り目指すものというものが必要でありまして、その目指す基準、取り方を、市町村

にかなり任せないと、産地の問題でも地域対策の問題でも解決できませんので、そ

の辺はさらに市町村に任せるような考え方をとったほうがいいのではないかなと

思います。ただ、将来の効率的、安定的な経営をつくり上げていくということと、

そこへ施策を集中するということは、大前提ではなかろうかと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、村田委員、どうぞ。 

○村田専門委員  一番最初にご説明いただいた参考資料のところで、原料作物と

して、さとうきびとでん粉用かんしょのお話がありました。やはり、このお話を伺

うと、市場の風を入れるということについては、大方の方も異存はないと思うんで

すけれども、やっぱり地域政策的な観点がどうしても必要だというお話で、私もそ

のとおりだと思います。 

 ただ、その場合、国民の同意を得やすくするために、透明性を高めるという意味

で、財政負担ですね。さとうきびとかてん菜って一緒になっていますけれども、さ

とうきびでどのぐらいなのかというような細目がわかるといいと思いますので、さ

とうきびと、それからでん粉原料用のかんしょについて、それぞれ財政負担がわか

るように教えていただきたいということが１つ。 

 それから、部門専業的で、品目別対応をするしかないということについて、別途



検討を行われるということですので、それにお任せしたいと思うんですけれども、

感想を１つ２つ述べさせていただきたいと思います。 

 １つは野菜です。野菜については、産地化ということのお話がありました。それ

は先ほど、生産局の審議官から、外食だとか、加工業務用の対応をしなきゃいけな

いと。そういうことでは、野菜の産地化を一層推進するということで、それを否定

するわけではないんですけれども、野菜というのはやはりもう１つ、先ほどおっし

ゃいましたけれども、家庭の消費ということを考えると、やっぱり多品種尐量生産

という側面もあるわけですね。実際、地方都市においては、ファーマーズマーケッ

トということが盛んですし、また東京においても、東京近郊で、甘楽富岡農協のよ

うな形で、あの地域は、何か特定の野菜の産地とはいえないのではないかと思うで

すけれども、高齢者や女性でも、長年培った知識を生かした新鮮な野菜を、尐量多

品種なんだけれども、それを農協がまとめることによって、東京のスーパーに売っ

ていることもあるわけなので、やっぱり野菜の振興というのは、産地化を進めるこ

とを否定するのではないんですけれども、さらに多品種尐量生産に配慮する政策が

必要なのではないかなということが、１つの私の感想です。 

 もう１つ、畜産なんですけれども、この低コスト化ということには大賛成です。

そして、放牧を進めるとか、ホールクロップサイレージという、えさ用の稲を推進

するということも大賛成です。前にも申し上げた記憶があるんですけれども、放牧

地がゼロで、輸入した濃厚飼料だけを牛に与えて乳を搾るというような、そういう

のはぼくは酪農といえるのかどうか、非常に疑問だと思うんですね。 

 繰り返しますけれども、やっぱり農業にも品格が必要である。品格というのが求

められるのではないかと思いますので、ぜひ低コスト化ということもありますけれ

ども、自給飼料をさらに増やすということを、先ほどお話ありましたけれども、具

体策を積み上げてもらいたいと思います。 

 日本は水田があって、水田の後背地に里山があって、里山で取れた落ち葉をたい

肥にして、おいしいお米をつくるというような、そういう農村景観があったんです

ね。それが、食の多様化というか、変化によって、畜産物が食べられるようになる。

好まれるようになる。それに対応した日本の農村景観に、ぼくは変わらなきゃいけ



ないと思うんですね。 

 そういう意味では、水田が日本の地域特性に合うのでしたら、水田でそのホール

クロップサイレージをつくる。それが消費ニーズの変化に対応した日本の農業生産

の現場のあり方だし、また農村景観だと思うんですね。その景観がずっと変わって

いないということが自給率の低下を表している。問題点の所在がわかっているわけ

ですから、そういった政策を強力に進めるときではないかなと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、坂本委員、お待たせしました。 

○坂本専門委員  本日の品目別経営安定政策でございますが、２点ほど意見を申

し上げたいと思います。 

 先ほどから議論されお答えがありまして、あえて申し上げるのもと思いましたけ

れども、今回の果樹とか野菜、畜産物ということについてでございますが、現在認

定を受けております私どもの仲間も含めまして、認定農業者として現状の地域との

関係の中で、地域の期待を担う経営者として、なかなか大変な課題を実は抱えてお

ります。環境の問題であるとか、自然災害の問題であるとか、価格変動であるとか

ということから、今日まで、今回の見直しに向けてずいぶん議論がされてきました。 

 その方向としては、これから担い手経営の規模拡大というのは、どうしても避け

て通れない。その方向に進んでいくということを前提として、１点目は、先ほどか

らも議論が出ておりますように、特に野菜、果樹については、地域的な側面、それ

から産地的な側面ということを重視するということは当然でございますけれども、

消費者といいますか、実需者といいますか、需要といいますか、先ほどお答えにも

ありましたけれども、私ども法人の仲間には、いろんな外食産業なり量販店さん等、

それも提案型で１つの生産・販売体系をつくり上げていこうと努力していらっしゃ

る方も多くありまして、それなりにこれから実績を収めていくだろうということか

ら、やはりこれからは個々の経営にも着目した、経営安定政策というものを確立し

ていただけることを期待をしているということが１点でございます。 

 もう１点は、私が畜産拡大を、今から 20 年も前の話になるわけですが、そのと



きに、私の父が、お前、牛ばかり拡大するのは間違っているぞと。この村ではお米

を作って牛を飼えということわざがあるんだという、私は反発したんですけれども、

実際それから 10数年地域で農業やっていますと、日本の風土と申しますか、地形

と申しますか、その視点で、先ほどから意見が出ておりますけれども、やはり父の

言葉が重いなというのを体験しました。しかし地域差はあります。北海道から沖縄

とございますので。その時点で、これからやはり担い手を検討するときに、複合的

経営という視点もぜひ認定といいますか、担い手として、複合経営としての地域循

環型耕種と畜産が連携していくような政策が必要であると思います。これは１経営

体で完成させる場合もありますし、その地域で、畜産地区と耕種地区の連携とかが、

これからの日本の農業にとって、長期的展望に立った重要なテーマだと思います。

作目を連携した担い手も必要ではないかという視点も、今後検討すべきではないか

という意見です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、秋岡委員、よろしくお願いいたします。 

○秋岡専門委員  先ほど来お話が出ています原料作物のことで、ご説明をいただ

いたんですが、ここがちょっとどうしてもよくわからなくて、日本の農業全体を考

えると、例えば市場原理を組み入れていくとか、確かにキーワードになるとは思う

んですけれども、この原料作物の分野が、市場原理がそもそも導入できるのかどう

かというのが、やっぱり今一つちょっとよくわからなくて、例えばご説明の中に、

製造コストを削減してがんばってもらいましょうというお話があるんですけれど

も、私この生産をしているところにちょっと行ったことがないので、どういうこと

かよくわからないんですけれども、例えば賃金にしても土地の値段にしても、他と

比べてたぶんかなり低くなっている土地、場所ではないかなと勝手に想像してしま

うんですね。ですから、先ほど来、もっとコストを削減してもらいましょうという

お話が出るんですけれども、具体的に何のコストがどのくらい減り得る可能性があ

るのかというのが、どうもイメージとしてよくわからない。 

 そうすると、例えば賃金をもっともっと下げられるんですということで、ずっと



下げていくと、確か日本というのは最低賃金の基準がありますよね。たぶんそこの

壁にぶち当たって、そこより下がどうしても下がらなくなると、どうするかという

と、では人数を減らしましょうということで、たぶん何人かの人がクビになってし

まって、機械が代わりにやりますとなりますよね。でも、この地域というのは、ご

説明にもあるように、自然条件が厳しくて、他の作物はつくれないということで、

たぶん他の産業なども立地しづらいというと、もうそこでクビになってしまうとか

解雇されてしまうと、そこの人たちはたぶん就業機会がなくなってということを全

体で考えていくと、そうすると、またそういうふうになって、また別の形で財政的

な支援が必要になっていくということになると、１つは財政的な問題だけではなく

て、そこで暮らしている人たちの生きがいだとか、日本人に生まれてよかったとい

う気持ちをトータルに考えると、ここの部分に市場原理というのを押し進めていく

ことが、本当に日本にとっていいことなのかどうなのか。これは説明をすれば、日

本の国民の理解は十分得られると思うんですが、先ほどの立花委員のお話と重なる

んですけれども、やっぱり地域資源的な支援でも、ここの地域の全体像がわからな

いと、何かこのままで本当に原料作物の分野は大丈夫なのかという危惧があって、

そのコストの削減が具体的に本当にどう可能なんですかというのが１つ。 

 それから、２つ目は、いただいた資料の７ページ目のところに、市場原理導入後

の当事者間の取引価格という図が出ているんですけれども、これは市場原理が導入

された後でも、取引価格の中には、一定の交付金というポーションがあるわけです

よね。ただ、こういうのを市場原理導入後の姿というのかどうかはよくわからない

んですけれども、その一方で市場原理を導入して、需給に応じて、例えば増産もで

きるようにしましょうというのが書いてあるんですけれども、市場原理を導入して

も、取引価格の中に、一定の交付金の割合があるということは、取引量が増えれば

増える。つまり、生産が増えれば増えるほど、交付金がたくさん出てくるというこ

とになってしまうんですかというのがよくわからなくて、そうすると、言葉はあれ

かもしれませんけれども、製糖業が発展すればするほど、財政支出が増えていって

しまうという構造になってしまうという意味ですか。何かこの表を見て、そういう

ふうに見えてしまうんですけれども、それとも取引量が一定以上になった段階では



交付金は減らしていく。でも、そうすると、物をつくっている人は、どんどんつく

っても、交付金が減っていくから自分の取り分が結局増えないということになって、

何のためにそんなことをやっているのかわからないということになってしまうと

思うんですけれども、この辺の仕組みが、すみません、ちょっとわからないので教

えてください。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、このあたりで一度切りまして、役所のほうからお願いいたします。皆

川審議官、お願いします。 

○皆川生産局審議官  まず、先ほど実は立花委員からのご質問でちょっとお答え

しなかったところもあるわけですけれども、この参考資料をご覧いただきまして、

この財政負担等というものがどういうふうな割合で、例えばユーザー負担がどのぐ

らいでというようなことがわからないというご指摘もあったわけでございます。こ

れは、14年の砂糖年度で計算しておりまして、940億と砂糖と書いてございますけ

れども、これの内訳でございますけれども、いわゆる糖業者から取っている調整金

といわれるものが、この年度で言いますと、454億円。それから、それ以外に異性

化糖といいまして、いわゆる糖度のある糖以外のものとして 17億円。これをユー

ザー負担としていただいている。それ以外のところを、いわゆるこのオペレーショ

ンをやっております農畜産事業団、この時点では事業団、今は機構といっておりま

すが、その砂糖振興資金からの拠出が 295億円。それ以外が、国の交付金、直接の

一般会計からが 97億円。それから、それ以外に先ほど言いました臨糖費が 13億円

といったようなことで、この 940 億円が構成されております。これが 14年の実態

ということでございます。 

 それから、でん粉でございますが、これも 185と書いてございますが、これをだ

いたい分けますと、ユーザー負担がだいたい 170億円強でございまして、それ以外

に、これは国費から出ておりますが、集荷の奨励金というのが約 15億入っており

ます。そういったような構造が、これはいわゆる収入ベースの話ということでござ

いまして、それぞれが先ほど村田委員からのご指摘、これは中間論点整理で、いわ



ゆる納税者負担等、さまざまな形の国民負担を、これを明確に合理的なものにし、

かつ明確にしていくんだというご指摘がありました。それに応じたご発言だったと

思いますけれども、これについて、北と南に分けて、この 940億なり 185を分けま

すと、まず砂糖のほうが、てん菜糖に出ているのが、この 940の内訳として、629

億。甘しゃ糖といわれる南に出ているのが 311億というのが、この国内産糖に支え

られている拠出のベースで見た資源ということでございます。 

 それから、ばれいしょ、かんしょでございますが、これは実際の実額が出ている

というよりは、実勢計算した数字になりますけれども、ユーザー負担としてありま

すものを、これは正確な数字を言いますと 173億というふうに、ちょっとこれは若

干計算の仕方もあるんですけれども、かんしょのほうが、いわゆる南のほうが 78

億。ばれいしょが 95 億というように、これは擬制的な計算ができるという格好に

なってございます。 

 これが１点目でございます。 

 それから、秋岡委員からのご指摘で、この市場原理論、市場原理といっても製造

コストが下がるんですかというご指摘があるわけでございますが、これは資料２の

ほうでお示ししておりますけれども、それぞれ加工産業の廃止等の状況も出ており

ますが、例えば沖縄なり、それから鹿児島のかんしょなり、それからさとうきびの

工場というのは非常に零細規模な工場が多数存在するという形になってございま

す。これらについては、工場をどういうふうに合理的に再編成するかというような

観点からのコストの削減の余地はございますし、それ以外にも、いわゆる生産者に

一定固定価格を完全にそれで引き取るという条件になっているものを、やはりその

部分の中に、いわゆる契約、相対の世界を入れてくるということによりまして、そ

れぞれの間で極力自分が手取りを増やすというためにする努力というものの中か

ら、コスト削減というものはおのずと出てくる余地はあるのではないかというよう

に思っています。 

 ただ、一方で、沖縄なり、なかなか条件が不利の中で、どの程度ができるのかと

いうことについて、なかなか難しい問題がありますが、例えば沖縄等でも、最近で

言いますと、かなり効率のいいハーベスターの導入といったようなことで、コスト



が削減される。また、やはりほ場自体をまとめる、さらには生産組織等を組織する

といったようなことでの削減努力もありまして、やはり地域的に難しい地域にある

といって、この産業政策的な面での努力、これを等閑視することはやはりできない

わけで、そういう意味で、産業政策の枠内でも、地域的な配慮はしながら、やはり

極力努力をしていただくという方向性はぜひ入れていきたいというふうに思って

おります。 

 それから、７ページのご質問でございますけれども、これについて、市場原理導

入後の姿というのがよくわからないというお話があるんですが、この差が一番大き

く出ておりますところは何かと申しますと、現行の部分の生産者の収入、交付金分、

市価分とありますが、これが市価の部分が完全固定されておりますから、ここの部

分は、いわゆる１銭のオーダーまで完全固定されているという格好になるものが、

その部分の市価のＰ１、Ｐ２というものは、尐なくとも当事者間の取引によって上

下をすると。市場の動向というものによって上下をするというように変わってくる

んだということでございまして、若干使用前、使用後が変わりない姿には見えます

けれども、そこの部分で、このＰ１、Ｐ２自体は、今は特に生産者の場合、全然固

定されております部分が変動するという中から、需給動向なりに応じた生産への誘

導という部分、さらにはコスト削減努力を喚起するという方向にならないかという

ように考えているところでございます。 

 それからもう１点、これはちょっとお答え要らないという話もありましたけれど

も、中村委員からでん粉の抱き合わせの問題を慎重にというお話があったんですけ

れども、やはり今回、品目横断施策への展開を図るという観点からいたしますと、

現行のような価格支持という形のものをそのまま遵守する形では、横断的な全体の

新しい横断的な支払いという方向への移行ができませんので、そういう意味では、

そういったものをどうするかということについてはやはり俎上に上げまして、やは

り議論としては徹底した議論を行った上で結論を見出したいということでござい

まして、ただ一方で慎重にということにもなかなかならないということでございま

す。 



○生源寺部会長  それでは、染審議官、お願いします。 

○染生産局審議官  野菜を中心といたしまして、各地域のいろんな創意工夫をや

りながらやっているものについても支援をすべきではないかというお話がありま

した。確かに、最近の動向を見ますと、消費者ニーズが極めて多様化、高度化して

おります。そういう中で、産地のほうも、それに合った産地戦略を考えていくとい

うような方向で、熱心にやっているという実態がございます。 

 そういう実態をだいたい概括的に見てみますと、一般的には、いわゆる野菜の大

産地みたいなところは、これは従来どおりの数尐ない品種を大量生産すると。それ

を大都市向けに出荷するというような形態が多くなっておりますし、どちらかとい

いますと、中小産地につきましては、多品種の尐量生産ということで、こまめなニ

ーズに応じた生産をやっているというような方向で産地戦略を考えているのが多

いのかなという感じがいたします。それと、やはり各産地においては、それぞれ自

らの立地条件、あるいは労働力条件、あるいはさらに、自分の産地が消費者にとっ

て売りは何なのか、消費者にとってのメリットは何なのかということを考えながら、

自分たちの産地戦略を考えているということだろうというふうに考えております。 

 そういう意味で、そのような各産地の熱心な創意工夫による取り組みを、国とし

ても大いに支援すべきだというふうに考えております。 

 そう考えますと、一般的には国の政策、生産対策というものにおいては、今申し

上げたような多様な取り組みに対しましても、十分な支援をやっているのではない

かというふうに考えておりますし、経営安定対策につきましても、平成 14年度の

法改正によりまして、先ほどもちょっと申し上げましたように、大規模生産者が直

接参入できるような制度をつくりましたので、この辺を十分評価しながらやってま

いりたいというふうに考えております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、森本委員、続いて新開委員、山田委員。 



○森本専門委員  資料５の６ページのところで、食料自給率というか、飼料の話

が出ていると思うんですが、この前の政策評価会でも食料自給率の総合評価をやっ

たわけでございますが、その中でも、簡単に言いますと、食料自給率が減っている

原因というのは、基本的に、米の消費が減ってきて肉の消費が増えてきたという、

食生活の変化なんですね。そうなってくると、国民の嗜好というものをなかなか国

の政策で変えることは難しい。となってくれば、私自身も、逆に言えば、もう食料

自給率を上げるためには、当面、肉をつくっている現状があるけれども、そこのえ

さをやはり増やすということを前提に考えたいということは言いたいし、企画部会

でも言った覚えがあるんですけれども、そういうことを常にやっていかなくてはい

けない。 

 私自身も今生産者として地元でやっているんですけれども、今年飼料稲がだんだ

ん増えてきておりまして、私は大豆をやっているんですけれども、去年、今年と大

豆が、去年は長雤で打撃を受けまして、今年は、天候がよかったんですけれども、

花芽がつかなくて、全然実になっていません。２年連続です。そして、その上に台

風の追い討ちですので、おそらくどれだけの量がとれたのかなというような不作状

況になっております。 

 そうなってくると、飼料稲というのがすごく、私たち生産者から見ても、なかな

かこれは魅力のある品物に映ってきて、だからその辺のところを、村田さんと本当

に重複すると思うんですけれども、ホールクロップサイレージだけにこだわる必要

もないと思うんですね。飼料用稲であれば、実も取れるやつがありますし、そして

それをわらにもなるわけですから、いろんな形の中でいけると思います。 

 ただ、ちょっと質問させていただきたいのは、10％程度飼料用稲が増えた場合、

麦は若干減らないかなと思うんですけれども、大豆はだいたいどの程度売れるかな

というのが、ちょっと思います。 

 それと、耕作放棄地も、今なかなか大豆とかだとやらないんですけれども、飼料

用稲であればちょっと取り組みやすいかなという気が、私たち生産者からすればあ

るんです。そんな形で、耕作放棄地の解消を、飼料用稲とかいうのは、取り組みと

しては解消につながりやすいのではないかなということを私は思っております。だ



けれども、数字的に、今日は恐らく出せないと思うんです。10％植えたら片一方が

何％減るというのは、まだちょっと数字的には出せないと思うんですけれども、そ

の辺も踏まえて、ちょっと今度でも、そういった形で教えていただければと思いま

す。基本的には、やはりそういった形の中で、飼料というか、私の場合飼料用稲に

ちょっとこだわってはいるんですけれども、そういったものをこれからぜひ普及す

るということも、１つの選択肢として、生産者から、希望としてはそういうのも増

やしていただければと。当然、麦・大豆も必要でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、新開委員、どうぞ。 

○新開委員  １つは杉本委員の発言と関連しておりますけれども、今まで担い手

に集中するということで、担い手においては非常にここで議論されたんですけれど

も、担い手から外れる農家といいますか、主業農家というのが 43 万戸で、その他

の農家が圧倒的に日本には多いので、やはり担い手に集中すれば、そこから外れる

農家においても、もっとここで議論しておかないと、そこから外れる人にまた問題

が出てくるのではないかと思います。 

 それからもう１つは、今まで品目横断で米・麦・大豆がよく出てきましたが、や

っとここで野菜、果物が出てきたかなという感じなんですね。今年のように災害が

多くて、九州なんか台風が何度も訪れまして、本当に被害が大きいですね。そうい

うときに、市場に行ってみますと、すぐに輸入野菜が入ってまいりました。あんな

に直売所とか、市場とか、抜き打ち検査があるのに、こういうときは、ああ、ああ

いう形で行われるのかという現状を見ました。そのことは食の安全・安心の課題の

ときに発言したいと思います。今年の農家というのは最悪なんですね。ほとんどの

人が壊滅しまして、特に野菜なんかは、蒔いたかと思えばまた次の台風が来るし、

何度も何度も種を蒔いてはやられました。 

 野菜の安定価格制度ですけれども、暴落のときもありますけれども、こういう災

害のときには、もっときちんとした対策をしてほしい。共済とか、そういう安定制

度ですね。そちらのほうにもっとしっかりした制度を敷いていただきたいと思いま



す。 

 同じく、野菜だけでなく、果樹のほうももちろんそうですけれども、今年は新高

梨なんて１キロぐらいありますが、８割ぐらいは落ちた農家がいっぱいいるんです

ね。野菜と果樹のほうももっと議論していただきたい。今年でやめようかという若

い青年もたくさん出ているぐらい大変です。そういうときの災害の制度といいます

か、もっとしっかりしてほしいと思います。 

 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、山田委員、どうぞ。 

○山田臨時委員  新開さんがおっしゃっておられましたので、類似のご質問と意

見なんですけれども、先ほど杉本さんからの意見に対しまして、須賀田局長から、

この担い手に対しまして、地域の実態、それから作物を十分踏まえますよ、そして

今後詰めていきたいというご発言があったわけでありますから、大変評価するわけ

でありますけれども、要は、今そうおっしゃったことをどういう形で表していくの

か、具体化していくのかが課題になると思います。すなわち、従来から申し上げて

いますが、担い手としてやりたいという意欲とか、それから手挙げですね、それか

ら、集落と話し合いの中で特定されるということ、それから、集落等生産組織へ参

加するという、参加ということですね、そうした幅広い行動様式や選択という部分

を大切にしていくという観点が必要なんだと思います。 

 ですから、先ほど局長から、資料１の追加資料でご説明があったその４ページで

すけれども、そこには、「効率的かつ安定的農業経営に発展することについて、よ

り蓋然性の高い経営体を対象」というふうに書いておられまして、だいたい蓋然性

というのはよくわからない。言葉がよくわからないところは警戒しろというふうに

よく聞かされておりましたから、たぶん大事なことを書いているのだろうと思いま

すが、もしもここで、先ほど局長が答弁された以上に、一定規模の要件をつけるよ

うになるんだとか、それからこの表の右側に、例示として、北海道の畑作をはじめ、

集落営農の規模が、あくまでこれは例示だというふうに思うんですよ、ところが、



明日の新聞になりますと、新聞の皆さんには悪いんだけれども、これで農水省は案

を提示ということになってしまうのではないかということを大変心配するわけで

ありまして、私はここに例示してあるような規模水準でやると、対象となるのは全

国でもたぶん 2,000～3,000戸しかいないのではないかと思うんです。どうですか

ね。 

 そうすると、いったいそれだけの 2,000～3,000戸程度の経営安定対策になりま

すと、先ほど局長がおっしゃいましたように、隣りに蔵が建つと腹が立つと言うん

ですけれども、もう隣りは遠くて見えなくて、腹も立ちようがないというふうに思

うんですけれども、申し上げておきます。 

○生源寺部会長  その他、いかがでしょうか。安高委員、どうぞ。 

○安高委員  先ほど、染審議官のほうから、大産地と尐量多品目の小産地とがあ

るんだというようなご説明があって、私はその大産地が問題だと思っています。大

産地のほうが、より多様化についていけなかったら、大産地が崩壊していく。これ

が問題になるだろうと。そこで、大産地が需要の変化に機動的に動くようにならな

ければならないのに、もし政策を誤ったときには、その大産地が機動的に動くこと

を妨げる。いわゆる適正な生産資源が、適切なところに動いていかないという形に

なる恐れがあるのではないか。だから、大産地こそ機動的に動けるような価格安定

対策。これからはその辺の視点が必要なのではないかなと。 

 過去の安定対策は、大産地中心。それで機能していたと私は思っております。し

かし、これからは違うのではなかろうかと思っておりますので、そこは意見として

伝えておきます。 

 それから、坂本委員が複合経営が重要だということをおっしゃいました。その考

え方からすると、私前回からずっと申し上げておりますが、複合経営を中心に置い

たときには、面積要件が非常に要件として機能しない。だから、本来競争力のある

農業を目指していきたいわけですから、いわゆるいろんな作物があっても、その作

物はこのコストでつくってくださいと。コストを要件にするような、そういう何か

物差しができないものかなと、そういう工夫を我々はしなければいけないのではな



いのかなと。 

 コストを下げるということは、尐しつくっていてもいいんですよね。非常に安い

価格でつくれれば。複合的に価格というのを割り出しますから。例えば、キャベツ

１つつくっても、私と隣りの農家のコストは違います。同じものをつくっていても。

なぜか。複合って他のものもつくっていますから、例えば米なら米をつくっている

面積が違えば、トラック、トラクター、農舎、この減価償却の負担割合は変わって

きますから、今あらゆる作物は、減価償却費のコストが大きいわけですから、そこ

は１つの単品でははじき出せませんので。だから、生産費がいくらですなんて簡単

には出ないはずなんです。生産費が出るのではなくて、生産費のはじき方が出るだ

け。計算の仕方が出るだけ。だから、それぞれ経営体によってコストは違いますか

ら、コスト競争に勝てる経営体を育成するのが重要だと思っております。 

 それから、コストと経営力という部分で、私が最近地元で申し上げていることを

申し上げます。台風の被害がいろいろあります。福岡県でも、千差万別です。だか

ら、被害の状況によって違いますから、誤解を受けないようにお願いしておきます。 

 私は、私のところの管内で、そんなに被害の大きくないところがあります。通常

の台風並みの被害を想定してください。そこに申し上げておきました。５年に１度

の台風被害は想定される。想定される損害は、今経営の中でリスク管理として、そ

れに耐えられる経営体質になっていなきゃいけないのではないですか。お役所の方

が、農協に代表して台風大変だったですねとお見舞いに見えました。私は、そのと

きにはっきり言いました。県の方数名で見えましたから。今、この程度の台風でお

見舞いに来る時代ではないでしょうと。我々の営農指導、行政がやる役割は、５年

に１度の台風に耐えられる経営、リスク管理ができる経営体に育てる。日頃それを

していく、それが仕事なんですよと。だから、お見舞いなんて言うと、また農家は

勘違いしますよと。米は市場経済に移りました。管理経済のときは、暴騰がない。

いいときがないから、収量が下がったら、自分勝手に売れませんし、自分でリスク

に対応しようとして、俺は全部田んぼつくるんだ、自分のところが土質がいいから

高く売るんだ、その高く売ったのでリスク対策として引き当てておくんだ。これが

できなかった。だから、災害は重要な、国が出て見舞いもしなきゃいけなかった。



市場経済に移行したということは、日頃からそれに対する対応を経営の中で管理し

ていかなきゃいけない。そういう意識の改革をしていかなければいけないときに、

通常の被害で行政がお見舞いに来たんだったら、市場経済に米は移行しますよとい

うことと反対のことをしているのは行政だということになりますよと。しかしなが

ら、20年に１遍の災害、あるいは新潟の震災、これは予測できませんから、予測で

きないものに対しては、全く別の考え方が必要だと思っております。 

 そういう意味で、今回いろいろ検討されている直接支払いというものが、リスク

に対して与えているんだという形ではなく、日頃の経営の中で、リスク管理が向上

するような、そういう出し方をしていかないと、いつまでたっても経営力は身につ

かないのではないのかなと思っております。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、永石委員、どうぞ。 

○永石臨時委員  １つだけお願いがあります。特に畜産問題で飼料作物が議論さ

れておりますけれども、こういう場合に、例えば水田にホールクロップサイレージ、

えさ用稲をつくる。さらには、今の直播もそうなんですけれども、これ生産局のほ

うですかね。農薬の登録は栽培形態が異なることとは違っており一本化されていな

い。こういう問題もありますので、整合性をとってほしい。そうしないと、実際例

えば直播でえさ用稲をつくる。この除草剤は、移植では使えても、直播栽培では使

えない。そういう例が現場では出てくるんですね。整合性を持たせたような対応は

ぜひお願いしたいと思います。 

○生源寺部会長  その他ございますでしょうか。 

 なければ、いろいろご質問等があったので、役所の方からよろしくお願いいたし

ます。 



○村上総合食料局長  森本委員からの飼料用の稲のお話がありました。それで、

麦ですとか大豆、そういうものに影響があるのかということです。現在、生産調整

の中で、麦、大豆がそれぞれ 10万ヘクタールぐらいつくられているという状況で

す。 

 それから、先ほど説明の中にもありましたけれども、作付をしていない水田 11

万ヘクタールということですので、できれば調整水田、自己管理水田、そういうと

ころでホールクロップサイレージなり、その辺の生産を拡大していくというのが一

番いい方法だということです。 

○生源寺部会長  それでは、経営局長。 

○須賀田経営局長  新開委員、山田委員からご議論ありました。 

 まず、新開委員の担い手から外れるような農家の位置づけということでございま

した。 

 現在、主業・副業という農家がございます。副業的農家、平均的に見ますと、こ

れ 122万万戸いますけれども、農家の所得というのは 750万円ぐらいまでございま

す。勤労者世帯、サラリーマンが 630万ですから、それを凌駕する所得を得ている

ところでございますが、この中で農業所得といいますのは 34万円でございます。

全体の 4.5％でございますので、農業所得、そういうところから見まして、どうも

農業政策上、正面からこれを位置づけていくというのはなかなか国民の理解が得ら

れないところでございます。ただ、農村社会において、一定の役割を果たしておら

れるわけでございますので、私どもとしては、１つは、今後とも農業生産の中で何

らかの役割を果たしていきたいと言われる場合には、集落営農なり、そういう共同

組織の中に入って、作業分担という形で農業に従事をしていただく道が１つ。 

 それから、もう１つは、やはり担い手のほうに農地の出し手となっていただく。

地代収入が得られるわけでございまして、こちらのほうを私のほうは、安定兼業の

方にはお願いしたいというふうに思っているわけでございます。 

 そうでない立場から、楽しみながら農業は継続したいんだと言われる方は、どれ

でも結構で、そういう３つの道をお示ししてきたつもりでございます。 



 それから、山田委員からございました。１つは、地域の実情の話がございまして、

地域からの手挙げ方式、あるいは本人の意欲を重視してもらいたいというお話でご

ざいまして、できるだけ私どもも地域の実情ということは勘案したいわけでござい

ますけれども、やはり意欲、あるいはそういうものだけではなかなか、プロ野球で

も入りたいという意欲だけではなかなか入れてもらえないで、技量がある程度備わ

っていないと、なかなか入らないわけでございますが、やはりその最低限の要件は

課させていただきたいということでございます。わかりやすいのが経営規模の要件

ということになろうかというふうに思っております。 

 ただ、この資料の中の、資料１の４ページでございます。これ右側の効率的・安

定的な農業経営で北海道畑作と、こういうふうに書いてございます。これは、将来

のでき上がった形でございます。我々が企図している何年か先の効率的・安定的な

農業経営が相当部分を占めるような農業構造、こういうものをつくり上げたいとい

うことで、現時点では別にこの要件を課すのではなくて、現時点でこれを目指すよ

うな経営はどのような経営であろうかという要件をこれから考えていきたい。その

際には、やはり１つは、現在やっている米政策改革の担い手の要件というものを基

準にして、それから進んだ形の要件を課していきたいということでございます。 

 もう１つ、新開委員から、野菜の共済の話が尐し出ました。野菜の共済といいま

すのは、もちろん共済制度は保険の仕組みでございますので、１つは農家からのニ

ーズがなければいけない。これがなかなかないです。それから、保険ですから、母

集団。一定の保険を構成するだけの母集団が要るという話。それから、生産量、出

荷量が把握できるようになっていないといけないということと、保険の設計でござ

いますので、過去どのような変動があったか、どのような事故があったか、そうい

う保険設計に必要なデータがそろっていないといけない。野菜の場合は、年間複数

回取れるということもございますので、モラルハザードの恐れもございますので、

その辺も留意点であるわけでございまして、現在のところ、これらの要件をクリア

したのがたまねぎとかぼちゃとスイートコーンの３種類でございます。主に北海道

で実施されておるということであります。ご理解をお願いしたいというふうに思っ

ております。 



 最後に、安高委員からるるございました。確かに、普通の企業経営だと、リスク

の大きな変動が予想されるような商品の場合は、必ずそれに対する準備金なり引当

金なりを備えているわけで、ご意見として承っておきたいというふうに考えます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他、ございますでしょうか。町田部長、お願いいたします。 

○町田生産局畜産部長  飼料作物について、若干の補足をさせていただければと

思います。 

 ホールクロップのお話につきましては、先ほど総合食料局長からお話をしていた

だいたとおりでございます。それで、飼料用稲の利用ということでホールクロップ

サイレージがあるわけでございます。その他に、わら専用種というもので、わらを

使う状況です。いわゆる飼料米ですとか、えさ米になりますと、先ほどのとうもろ

こしの件で、トンあたり 21万 5,000円の格差があるというお話をしたんですが、

やはり 16万円ぐらいの格差がありまして、なかなか濃厚飼料として飼料米でとい

うのは難しいとは思ったんですが、粗飼料としてのホールクロップですとかわら専

用種ですとか、そういうことは一生懸命やっていきたいということでございます。 

 それと、先ほどちょっと農薬のお話がありまして、扱いとしては、回りの作物と

同じようなそういう扱いになるということでございまして、今、実際、除草剤とか

殺菌剤で、私どものほうでいろんな助成をいたしまして、再評価をしているという

ことでございます。特にそれには支障はないということで、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それと、村田委員のほうから、飼料増産について、趣旨は良くても具体的な動き

があるのかということのご指摘をいただきました。今、飼料増産推進運動というこ

とで、その中に５つほど行動指針を出しまして、牛を放そうということで、放牧で

すとか、耕畜連携を進めるということでやっております。全国で重点地区というも

のをかなり設けまして、具体的には 36県、79地区設けております。このように、

地区においては、優良事例が出てきておりますので、これらの点がメインというこ

とで、やっていくための運動を私どもと関係団体が一緒になってやっているところ



でございます。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  その他、ございましょうか。 

 なければ、資料１につきまして、私のほうから一言申し上げたことについて丁寧

にお答えいただいたところでございますので、若干申し上げたいというふうに思い

ます。 

 資料１の３ページでございますけれども、特に今後の方向ということで、審査の

主な視点について、達成の確実性を重視するという、こういうことで、現在もある

わけでございますけれども、これを重視するということでございまして、もちろん、

先ほどできるだけ地域性について勘案するということもございましたので、これを

踏まえてでございますけれども、中間論点整理で担い手の概念と認定農業者の乖離

をなくすことが大事で、こういう運営改善を図るということがうたわれておりまし

たし、また、担い手政策の総合性といいますか、整合性といいますか、これをきち

っと確保するという意味でも、中間論点整理の方向に沿った整理をしていただけた

のではないかと、こんなふうに思っています。 

 それから、留意点、これも以前からある意味では共通の認識になっているという

ふうに思っておりますけれども、今日のこの資料の中で非常に小さな規模でありな

がら認定農業者になっておられる方がおられまして、個別的にどういう事情でこう

いう形になっているかわかりませんけれども、ゼロからスタートする、あるいは非

常に小さな規模からスタートして、いずれは、５年ではなかなか難しいけれども、

いずれは効率的かつ安定的な経営に成長したいという、こういう方は、ある意味で

金の卵でございまして、経営類型によっては金の卵でございまして、こういう方に

ついての施策というのは、やはり立ち上がりとか、あるいは初期の成長局面で、政

策的に必要な事項というのは、通常の担い手政策とはちょっと違った配慮というの

が当然必要かというふうに思っております。中間論点整理では人材の確保のところ

で多尐そういうことが触れられていたかと思いますけれども、そういった中で成長

し、その後に担い手政策の対象となっていくというような、こういう政策の受け渡



しといいますか、またそのことが、これから農業を本格的にやろうという方によく

見えていくような形の制度の全体像というものをやはりつくっていく必要がある

かなというふうに感じております。 

 それから、下のほうの○の部分でございますけれども、これも今日委員の皆様か

らいくつかご指摘がございましたけれども、所得ないし付加価値が基本であって、

これを経営耕地面積という外形標準なり外形基準に計算して判断するということ

で、これである程度の妥当な判断は下せると思いますけれども、中には小さな面積

でも、同じような営農類型であっても、そこから所得を上げるところが得意である、

むしろ日本の農家の場合はここが得意の技というようなこともあるかと思います

ので、所得なり付加価値から面積の外形標準に置き換えて、それだけではなかなか

妥当な判断ができないというケースについて、当然のことながら、柔軟かつ適正な

判断が行われるような形で進めていただけるとありがたいと、こういうことでござ

います。 

 私のほうから申し上げたことについての資料の提出ということでございますの

で、一言申し上げた次第でございます。 

 仮にもしなければ、今日も３時間近く経過したわけでございますけれども、議論

はこのあたりで閉めさせていただきたいと思います。 

 次回でございますけれども、生産対策、技術対策、輸出対策についての議論を行

うわけでございます。11月９日火曜日の午前９時 30分から。場所は、今回と同じ

くこの講堂でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


