
第３２回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録 

日  時：平成１７年１１月２４日（木）１０：００～１２：１０ 

場  所：農林水産省講堂 

○八木会長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第 32 回企

画部会を開催いたします。 

 第 12 回食料・農業・農村政策審議会において企画部会の委員の構成についてご一任いた

だいたことを受けまして、私の方で企画部会の委員を指名させていただき、本日皆様にお

集まりいただきました。 

 なお、本企画部会のメンバーは、お手元にお配りしてありますとおり委員 13 名、専門委

員６名の計 19 名でございます。 

 それでは、本日ご出席の皆様をご紹介させていただきます。 

 まず、私が会長の八木でございます。 

 以下、亓十音項に紹介させていただきます。 

 伊藤委員は、まだお見えになっておりません。後ほどご紹介させていただきます。 

 駒谷委員でございます。 

○駒谷委員 

 よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 里吉委員でございます。 

○里吉委員 

 よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 生源寺委員でございます。 

○生源寺委員 

 よろしくお願いします。 

○八木会長 

 中村委員でございます。 

○中村委員 

 中村です。よろしくお願いします。 



○八木会長 

 平野委員でございます。 

○平野委員 

 よろしくお願いします。 

○八木会長 

 宮田委員でございます。 

○宮田委員 

 よろしくお願いします。 

○八木会長 

 森野委員でございます。 

○森野委員 

 よろしくお願いします。 

○八木会長 

 山崎委員でございます。 

○山崎委員  

 よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 吉川委員でございます。 

○吉川委員 

 よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 米倉委員でございます。 

○米倉委員 

 米倉です。よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 渡邉委員でございます。 



○渡邉委員 

 渡邉です。よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 次に、専門委員の皆様をご紹介いたします。 

 神田専門委員でございます。 

○神田専門委員 

 よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 佐々木専門委員でございます。 

○佐々木専門委員 

 佐々木でございます。よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 忠専門委員でございます。 

○忠専門委員 

 おはようございます。よろしくお願いします。 

○八木会長 

 平社専門委員でございます。 

○平社専門委員 

 平社です。よろしくお願いします。 

○八木会長 

 横川専門委員でございます。 

○横川専門委員 

 横川でございます。よろしくお願いいたします。 

○八木会長 

 吉川専門委員でございます。 

○吉川専門委員 

 吉川です。よろしくお願いします。 



○八木会長 

 本日は、委員、専門委員全員の皆様のご出席を予定しております。 

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 50 名の方から傍聴の申し込みがあり、

本日お見えでございます。 

 また、資料、議事録等につきましては、すべて公開することになっております。 

 本日は、最初の企画部会ですので、議事の進行に先立ちまして当部会の部会長を選出し

ていただく必要がございます。食料・農業・農村政策審議会令第７条第３頄の規定により、

部会長の選出は委員の互選によることとされております。部会長の互選について委員の方

の中で、何かご意見ございますでしょうか。 

 特にないようでございましたら、私の方から提案させていただいてよろしいでしょうか。 

 これまでも当部会の部会長を務めてこられました生源寺委員に引き続きお願いすること

を提案したいと思いますが、いかがでしょうか。（拍手） 

 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、生源寺委員に部会長をお願いしたいと思います。生源寺委員、部会長席にお

願いします。 

 それでは、ここで生源寺部会長からごあいさつをいただき、これからは生源寺部会長に

議事進行をお願いしたいと思います。 

○生源寺部会長 

 ただいま部会長に選任されました生源寺でございます。よろしくお願いいたします。 

 この企画部会でございますが、本年３月に閣議決定されました食料・農業・農村基本計

画の推進、すなわち農政改革を着実に進めるという非常に重要な事頄の審議を行う場と理

解をしております。この点をしっかり頭に置いた上で、皆様方の忌憚のないご意見を伺い

ながら部会の円滑な運営に努めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいた

します。 

 それでは、これから先、私の方で議事の進行をさせていただきます。 

 本日は中川農林水産大臣にご出席をいただいておりますので、まず大臣からごあいさつ

を頂戴いたしたいと思います。 

○中川大臣 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は食料・農業・農村政策審議会企画部会ということで、早朝から、また各地からお

越しいただきまして、お忙しい中を誠にありがとうございます。 

 このたび農林水産大臣を拝命いたしまして、冒頭一言ごあいさつをさせていただきます。 

 審議会ならびに企画部会の委員の皆様方には、本当に日頃から農政への基本的かつ長期

的な視点に立ちまして、ご指導いただいておりますことを心から厚く御礼を申し上げます。 

 思い起こしますと、６年前に私が農林水産大臣をやっている頃に、農業基本法から食料・



農業・農村基本法へと抜本的に改革をするということで、基本的には消費者あるいは産業

あっての農業・農村、また日本の農業・農村あっての日本の国民の健康と安全、また喜び

という観点から、その中には当時から審議会あるいは企画部会に参加をしていただいてい

る先生方にもずっとやっていただいておりますし、その後ご参加いただきました先生方に

も鋭意ご審議いただいておりますことを心から厚く御礼を申し上げます。 

 先ほど申し上げました趣旨によりまして、単に農業関係サイドだけではなくて、学識経

験の先生方あるいは企業関係の皆様方、広くオールジャパンで参画をしていただき幅広い

観点から、これからまた引き続き大事な時期でございますので、基本計画を実行あるもの

にしていくためにご指導を心からお願いをいたします。 

 また、いわゆる農業、農政に非常に関係の深いＷＴＯの議論も来月の 13 日の香港閣僚会

合に向けまして大変活発に議論が行われております。私もきのうの夕方までジュネーブで

一日会議をやってきたところでございますが、文字どおり多面的な機能を足したような農

業の発展と、それから今回のＷＴＯは開発ラウンドという大きな柱もございますので、輸

出国と輸入国、時にはいろいろな議論が行われておりますけれども、そういう基本認識に

立って、ＷＴＯもきちっとした成果を上げるべく今政府全体で取り組んでいるところでご

ざいます。 

 八木先生、生源寺先生初め本日お集まりの先生方には、そういう観点から、心からご指

導を賜りますことをお願い申し上げまして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○生源寺部会長 

 どうもありがとうございました。 

 中川大臣におかれましては、ご公務のためここで退席されますのでご了承いただきたい

と思います。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日は、議論の素材といたしまして、事務局の方で何点か資料を用意していただいてお

りますので、まずは資料についてご説明をいただき、その後皆様方にご自由に議論を交わ

していただきたいと思います。 

 それでは、企画評価課長からよろしくお願いいたします。 

○企画評価課長 

 企画評価課長の今五でございます。 

 それでは、何点か事務局の方で用意した資料がございますので、これから説明をさせて

いただきたいと思いますけれども、この後なるべく意見交換の時間を長くとりたいと思い

ますので、説明はごく簡単に行いたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 まず、資料１をご覧いただきたいと思います。 

 資料１－１と資料１－２は、食料・農業・農村基本計画の実施状況について、まとめて



ございます。 

 ご案内のとおり、今年の３月にこの企画部会で熱心なご審議をいただきまして、その成

果として今後の農政の指針としての基本計画を閣議決定いたしました。基本計画を閣議決

定しただけで直ちにこれまでの政策が転換するというわけではございませんので、これか

ら一つ一つ予算なり法律なりの形で施策を具体化していかなければなりません。 

 その点、この四角の中に書いてございますように、今回の新しい基本計画におきまして

は工程管理という考え方を重視しておりまして、施策の推進の手項ですとか施策の実施の

時期ですとか手法、手法というのは例えば法律でやるとか予算でやるとか、あとはそうい

う施策を導入した結果としてどういうところを目指していくのかという達成の目標、そう

いうものを明確にした上で施策の具体化を推進するということにしているということでご

ざいます。 

 今回の基本計画では、その下に幾つか緑の四角で囲ってありますけれども、何点かポイ

ントがございます。 

 食料自給率の向上の問題ですとか、経営安定対策の導入、資源・環境対策の導入、農地

制度の改革、食の安全の問題、輸出の促進、こういったことが今回の基本計画のポイント

になっておりますけれども、それぞれにつきまして頄目ごとの課題に応じた工程管理を進

めているということでございます。 

 例えばそのうち一番左側の食料自給率の向上の問題ですけれども、前回の基本計画の反

省も踏まえまして、目標をつくりっ放しにするということではなくて、今回の基本計画に

おきまして、食料自給率については、４月に食料自給率向上協議会というのを設立いたし

まして、５月に 17 年度の行動計画を決定いたしました。生産面、消費面、両面にわたる行

動計画を関係者みんなで役割分担を明確にしながらつくりまして、それに基づきまして現

在関係者一体となった取組を促進しているということでございます。年が明けましたら、

毎年度行動計画の実行状況を検証して 18年度の行動計画につなげていくというようなこと

を考えながら今進めているということでございます。 

 次のページから３枚ほど、もう尐し詳細に工程表に基づく施策の実施状況をまとめてご

ざいますけれども、２ページ目から３ページ目の左側、黄色い部分が食料に関する政策、

３ページから４ページにわたるところが農業関係施策、４ページには、農村の政策に関す

る事頄、それぞれにつきましてその推進状況をまとめてございます。 

 もう一つ、ちょっと分厚い資料でお手元に１－２という資料をお配りしております。こ

れは時間の関係でご説明できませんけれども、それぞれの施策の推進状況をまとめてござ

いますので、後ほどお目通しを願いたいと思います。 

 また、この１ページ目に戻っていただきまして、今回の基本計画の幾つか大きなポイン

トがあると申し上げましたけれども、食料自給率の横にございます経営安定対策の導入と

資源・環境対策の導入に関連して、10 月から 12 月というところを見ていただきますと、黄

色い部分で経営所得安定対策等大綱の決定というのが書いてあると思います。10 月 27 日に



工程管理の重要なプロセスといたしまして、この大綱を決定いたしております。 

 内容といたしましては、経営安定対策につきましては、そこに記述してありますように

担い手を対象とする新たな対策の要件を具体化していくということ。資源・環境対策の方

につきましては、農地・農業用水等の保全向上、環境負荷の低減を推進する施策の骨格を

具体化するということ、そういう内容の大綱を決めているということでございます。 

 これに関連いたしまして、資料の２というのをご覧いただきたいと思います。 

 資料２－１、２－２、２－３という３種類の資料をお配りしております。 

 資料２－２というのが、先ほどご紹介いたしました 10 月 27 日に決定いたしました大綱

本体でございます。 

 資料２－３が、その説明資料ということになっておりますけれども、資料２－１でその

概略をご説明したいと思います。 

 四角の中に書いてございますように、本年３月に閣議決定いたしました食料・農業・農

村基本計画におきましては、品目横断的な経営安定対策の導入というのが最重要課題の一

つとして位置づけられております。 

 この対策、これまですべての農家を対象に実施してきました価格対策を見直すというこ

とがポイントになっておりますけれども、何点か重要なポイントがございまして、１つは

すべての農家ではなくて担い手に対象を限定していくんだということと、あとは米、麦と

いった品目別の対策ではなくて経営全体に着目した対策に転換していくんだということ、

これが大きなポイントになっております。 

 この対策は、平成 19 年産から導入するということが基本計画の中でも明らかにされてお

りまして、それに向けて 18 年、来年の通常国会に関係法案を提出いたします。その前提と

いたしまして、この秋の段階でこの対策の対象者の要件等を具体化しておく必要があると

いうことでこの大綱の検討を進めてきたところでございます。 

 内容といたしまして、今回の大綱、３つの柱になっておりまして、１つ、真ん中にあり

ます品目横断的経営安定対策、これが一番メインの対策、検討課題であったわけですけれ

ども、大綱の中身といたしましては、対策の内容としては、諸外国との生産条件の格差是

正をする対策と毎年の収入変動の影響を緩和する対策、この２つの対策を組み合わせてい

くということにしております。 

 対象品目等はそこに書いてあるとおりでございますけれども、大きな論点はその対象者

をどうするかということでございました。 

 これまでは、すべての農家を対象に価格対策を中心に経営の安定を図る対策を農政とし

てやってきたわけです。今回の対策というのは担い手に対象を限定するということで、そ

の担い手というのをどのようにとらえるかということが大きな論点としてあったわけでご

ざいますけれども、この大綱の中でここにありますように、認定農業者で北海道では 10 ヘ

クタール以上、都府県では４ヘクタール以上の人か、あとは一定の条件を備える集落営農

で、経営規模としては 20 ヘクタール以上のもの、これをこの施策の対象にするということ



を決めました。 

 ただ、地域の実態を踏まえた制度運営をする必要があるということで、基本はその経営

規模、そういうことなんですけれども中山間地域等の物理的制約に応じた特例、転作推進

に一定の役割を果たしている受託組織に対する特例、複合経営等の所得に応じた特例、こ

ういった特例を講じていくということにしました。 

 この品目横断的な経営安定対策を平成 19 年産から講じていくということになりますと、

左側の米政策の支援対策の見直しも必要になるということで、大綱の２つ目の柱として、

この米政策の見直しの内容も決定をいたしております。 

 平成 16 年から３カ年の対策としまして米政策改革を進めているわけですけれども、19

年から品目横断的経営安定対策を導入する、そして新たな需給調整システムに移行するこ

とを検討するということにあわせまして内容を見直すということで、米政策の中の担い手

経営安定対策を品目横断的政策に移行するということでございます。あとは、その稲作所

得基盤確保対策というものを当面の措置として産地づくり対策の方に一体化して、産地づ

くり対策については必要な見直しを行っていくというような内容にしているということで

ございます。 

 もう１つ、品目横断的経営安定対策の導入にあわせまして、右側にあります農地・水・

環境保全向上対策の導入の骨格についても、内容について決定しております。 

 中身につきましては、農地・農業用水等の資源を適切に保全し、質的向上を図るための

共同活動を支援する対策と、地域でまとまりをもって肥料や農薬の低減に取り組む、そう

いう対策を一体的に進めるということでございます。 

 こういった対策につきまして、平成 19 年から導入するということで今検討作業を進めて

いるわけですけれども、この政策転換、これまでの政策を大きく変えるものとなりますの

で、まずはこの内容を生産現場に正しく周知徹底させるということが重要であると考えま

して、今月の大綱決定後直ちに各ブロック別に説明会をいたしました。今後は県別、市町

村別といったようにきめ細かく、生産現場に周知徹底をやっていくというようなことを考

えております。 

 企画部会との関係でいきますと、この後法案の提出、国会での審議、予算編成、あとは

その新しい対策の対象となる担い手育成運動の成果といった節目が幾つかございますので、

その状況も見ながら、これからご意見等をいただきながら作業を進めていきたいと考えて

おります。 

 資料２までは以上でございます。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料のご説明が続くわけでございますけれども、伊藤委員が到着されました

ので、ご紹介申し上げます。 



○伊藤委員 

 遅くなりまして申しわけございません。株式会社エイガアルの伊藤淳子です。よろしく

お願いいたします。 

○生源寺部会長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の説明を継続していただきます。 

○参事官（環境・国際）  

 国際担当の参事官をしております原口でございます。よろしくお願いいたします。 

 私の方から資料３に沿って、ＷＴＯ、ＥＰＡをめぐる現況について簡単にご説明いたし

ます。 

 まず、１ページ目をご覧ください。 

 ＷＴＯ農業交渉でございますけれども、ここに書いてございます３分野、関税削減など

の輸入機会拡大を議論する市場アクセスの分野、国内補助金等の取り扱いをする国内指示

の分野、輸出補助金の撤廃等を議論する輸出競争の分野と３分野にわたって議論が行われ

ております。 

 ＷＴＯ農業交渉スケジュールが下にございます。 

 最終的には、来年内の最終合意を目指すということでございますけれども、そのために

12 月に香港閣僚会議が開催され、モダリティ、すなわち各具体的な削減の基準となる共通

のルールというものを決定するという予定になっております。 

 しかしながら、現在交渉が若干遅れ気味でございまして、この 12 月にモダリティを完全

な形で合意するのは難しいだろうということで、その手前の段階、枠組み合意と完全なモ

ダリティの中間的な合意を目指すということで、現在交渉手続が行われております。 

 いずれにせよ、ここに文書案の提示とございますが、今月下旪にもＷＴＯ事務局長の方

から香港閣僚会議のたたき台となるような宣言案が提示されるという見通しとなっており

ます。 

 次に、２ページ目をご覧ください。 

 農業交渉、先ほど申しました３分野をめぐってかなり複雑な構図となっておりますけれ

ども、非常に単純化して全体の構図をお示ししたのがこの２ページでございます。 

 対立軸といたしましては、大きく先進国、途上国という軸、それから輸入国、輸出国と

いう軸に分けられるかと思います。この中で、主要なプレーヤーといたしまして４つのグ

ループがございます。 

 まず、１つは左上のＧ10 でございます。これは、先進国の輸入国グループということで、

我が国を初めスイス、ノルウェー、韓国等がメンバーとなっております。 

 ２つ目が左下の米国、農産物の大輸出国として最もドラスティックな市場アクセスの改

善案を提示しております。 



 ３番目は、その真ん中にございますＥＵ、ＥＵ自体は輸出国と輸入国という両側面がご

ざいますけれども、各国の提案の中では中間的といいますか、ほかの国に比べればＧ10 に

近い提案の部分もございます。 

 それから、今回の交渉、開発ラウンドと呼ばれますように、開発途上国が非常に大きな

発言力を持っております。その開発途上国の中でもＧ20 と呼ばれるグループ、特にブラジ

ル、インドを中心としたグループが一つの大きな勢力をなしておりまして、その中でも輸

入国から輸出国までさまざまでございますけれども、現在のポジションとしてはかなり米

国提案に近いようなポジションをとっているという状況にございます。 

 ３ページ目をお願いいたします。 

 農業交渉、３分野の中で最も対立が激しく、かつ我が国にとって関心が高いというのが

市場アクセスの分野でございます。 

 ここに先ほど申しました主要４グループの提案を並べてございますけれども、左から右

にだんだん厳しくなっていくという状況でございます。この市場アクセスにおきましては、

大きな論点が３つございます。 

 １つは、一般品目の関税削減率をどうするかという問題でございます。削減に当たりま

しては、高い関税ほど削減率を大きくするという、いわゆる階層方式を導入すると。これ

につきましては、既に枠組み合意で合意がなされております。また、ここに見られますよ

うに階層の数、これも４つにするという方向で収束が見られております。 

 しかしながら、階層をどこで分けるか。それから、それぞれの階層の関税の削減率をい

くらにするか。また、その階層内での削減率について柔軟性を認めるか等々の点につきま

して大きく意見が分かれております。 

 ちなみに、最も厳しい米国提案、一番右でございますけれども、これを見ますと 60％以

上の関税率を持っている品目を最上位層に位置づけ、これにつきましては最大 90％削減す

ると。すなわち、例えば現在 100％の関税を持っている品目は 90％削減されて 10％の関税

になるということで、ほとんど撤廃とも等しいような効果を持つ提案をしております。 

 ２番目の論点といたしましては、重要品目の数と取り扱いがございます。 

 重要品目につきましては、一般品目と別個の取り扱いをするということは認められてお

りますけれども、その重要品目についてどのくらいの数の品目を認めるか、またその取り

扱いの内容をどうするかにつきましても大きく意見が対立しております。 

 Ｇ10 の提案では、全品目のうち 10％から 15％を重要品目とし、その取り扱いも関税削

減と関税割り当ての改善の約束の組み合わせによって柔軟に対応できるというような提案

をしておりますが、一番右の米国提案を見ていただきますと、そもそも重要品目として認

められる数、これは１％に過ぎないと。その取り扱いも関税削減率は一般品目の２分の１

と。したがいまして、最上位階層に入る品目ですと 90 の２分の１、45％削減するという提

案がなされております。 

 さらに、関税割り当て枠につきましても、その品目の消費量の 7.5％分を拡大することを



求めるということで、かなり厳しい内容となっております。 

 ３つ目の論点といたしましては、上限関税の問題がございます。 

 上限関税、関税率そのものに上限を設けるものでありますけれども、米国提案では一般

品目、重要品目を問わずすべての品目について 75％という上限関税を主張しております。

この上限関税、一部の輸入国に非常に過剰な負担を押しつけるというもので、Ｇ10 として

は到底受け入れられるものではないということで、強く反対している論点でございます。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 今申しました関税削減のイメージ図が書かれております。 

 先ほど重要品目の数を申しましたけれども、その数を定める場合の基準となるのがタリ

フラインといわれる関税分類上の品目数でございます。その主要品目について、どのくら

いのタリフラインがあるかということが右の方に示されております。 

 ちなみに、日本のタリフラインの総数、1,326 ございます。米国提案によりますと１％と

いうことであれば 13 ということで、ここにございますように米のタリフラインですらすべ

てカバーできないということで、非常に米国提案が厳しいということがおわかりいただけ

るかと思います。 

 それから、１ページ飛びまして６ページをご覧いただきたいと思います。 

 ６ページは国内支持の論点について述べております。 

 国内支持でございますけれども、前回のウルグアイラウンドにおきまして、貿易をゆが

めるか否かという観点から国内の補助金を黄色、青、それから緑というふうに区分し、黄

色の政策について削減するということになっております。 

 今回の交渉でございますけれども、貿易をゆがめる補助金、つまり黄色の補助金の多い

国ほど大幅に削減すべきという考え方に立っております。そういう意味で階層方式をとる

ということについては、一致がされております。 

 しかし、ここでも幾つか問題がございまして、１つはその階層方式をとるのはいいんで

すけれども、その中で特に支出の多いＥＵなり日本、米国というものをどの階層に位置づ

けるかと。かつ、それぞれの削減図をどうするかということで、ここにございますような

各種の提案がなされております。 

 また、米国が現在行っております支払い方式、価格変動に対応した直接支払いという形

の規律をどうするかということも問題となっております。 

 それから、７ページは今申しました国内支持の内容をかなり細かく書いてございますの

で、後ほどご参照いただければと思います。 

 ８ページ目でございます。 

 ８ページ目は輸出競争についての概念でございます。 

 輸出競争につきましては、輸出補助金とそれからこれに類する機能を持っている措置に

つきましては撤廃をするということが決まっております。ただ、これに類する措置の範囲

をどうするか。つまりここにある破線の範囲です。これをどうするか。それから、いつま



でに撤廃するかということが論点として残されてございます。なお、ご案内のとおり日本

には輸出補助金というのはございません。 

 以上がＷＴＯの状況でございますけれども、次にＥＰＡをめぐる状況につきまして簡単

にご説明いたしたいと思います。 

 10 ページをご覧いただきたいと思います。 

 10 ページでございますけれども、現在の世界における自由貿易協定、農業関係の自由貿

易協定の状況をお示ししております。 

 左下にございますように、ここ 15年余りの間に協定の数が６倍近くになっておりまして、

現在 180 余りの協定が締結されているという状況でございます。 

 日本はどうかと申しますのが、次の 11 ページでございます。 

 我が国のＥＰＡをめぐる状況でございますけれども、協定が既に発効しておりますのが

シンガポール、メキシコの２つ、それから、大筋合意をしておりますのがフィリピン、マ

レーシア、タイの３つでございます。あと、現在交渉中の国が韓国、それからアセアン全

体、それにインドネシアの３つでございますが、去る 11 月 18 日、ＡＰＥＣの際に行われ

ました首脳会議でチリにつきまして交渉入りをするということが合意されております。 

 なお、そのほかインド、スイス、豪州等とは政府間の共同研究を行っているという状況

にございます。 

 次に、12 ページでございます。 

 12 ページ、ＥＰＡ交渉に当たっての基本的な考え方というものでございますけれども、

農林水産品、守るべきものは守り、譲れるものは譲るという考え方に立って取り組んでご

ざいます。 

 また、我が国の農林水産物の輸出促進という観点から、相手国にも我が国関心品目の関

税撤廃を求めていくということで、双方向の交渉をするように努めているところでござい

ます。 

 以上簡単ではございますが、資料３について説明いたしました。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からのご説明も参考にしていただきながら、本日は初めて

の企画部会といいますか、このメンバーでの初めての企画部会でございますので、幅広く

ご自由にご意見を頂戴できればと思います。 

 幅広くいろいろご意見をいただくということでもございますので、事務方からのご説明

は最後に原則としてまとめてお願いすることにしてはどうかと思います。 

 ただ、ご質問いただいて疑問点が明らかにならない状況では議論ができないというよう

なことがもしあれば、その旨をおっしゃっていただければ臨機応変に対応いたしたいと思

います。 



 どなたからでも挙手をしていただければ、こちらからご指名させていただきます。 

 忠委員どうぞ。 

○忠専門委員 

 日本農業法人協会の忠と申します。今回初めての参加でございますが、よろしくお願い

いたします。 

 私自身は、新潟で約 60ヘクタールの稲作を中心にした経営を行っている者でございます。 

 今回の経営所得安定対策等大綱について、受けとめ方なども含めてお話を申し上げたい

というふうに思います。 

 まずは、今回のこの大綱につきましては、私ども法人協会としてもいろいろな意味でご

提案、ご提言を申し上げてきた経緯がございますけれども、産業として農業を育成すると

いう観点に立って、いわゆるプロ農業者といいますか、そういった部分に顔を向けていた

だいたということにつきましては高く評価をさせていただきたいなというふうに考えてお

ります。 

 特に、土地利用型の作物経営はご説明にもありましたように内外の価格差、生産価格差

が非常に大きいというふうなことから考えますと、構造改革の遅れた部門でもあるという

ふうなこともありまして、また重要な食料生産を担うというふうなことから政策支援が必

要だろうというふうな認識を持ってございます。 

 ただ、私ども法人の多くは経営が多角化、多様化しているというふうなことで、複合化

でありますとか、私の場合は米を加工するというふうな事業にも取り組んでおりまして、

法人協会全体の声からしますと、さらに本当の意味での品目横断というような経営全体の

安定を希望したいというふうな声もあったことも確かでございます。 

 私の地域でも、今行政が今回の政策についていろいろ説明に入っていただいております

けれども、まだまだ戸惑いのところもあるようでありまして、いろいろな受けとめ方がさ

れているなというふうに感じてございます。 

 特に、対象者につきましては選択と集中というようなことで、一つの切り分けといいま

すか、そういったことがはっきりしたわけであります。農業経営が自立していくというふ

うなことを加速させる意味では、私は国民の理解が得られているなというふうに思います

し、地域の受け方も、その点についてはしっかりと認識を持って受けとめ始めているなと

いう感想は持ってございます。 

 ちょっと細かくなりますけれども、規模要件に関しましても、担い手経営安定対策と同

じ水準になったということについては納得をしてございます。ただ、規模だけを追って、

何か形だけの経営育成というふうなことになってしまうと問題はあるのかなというふうな

思いもございます。 

 中山間地の、あるいは新規就農者への配慮というふうな点についても必要なことという

ふうに受けとめておりますけれども、知事の特認というふうなこともあるそうであります



ので、これがあまり広がり過ぎますと本来の制度の目的といいますか、そういったことが

見失われがちになるという若干の懸念もあるのかなというふうに思っております。 

 それから、前回の米政策でもお話ありましたけれども、担い手を育成する段階において、

これまで努力してきた者が地域からはみ出してしまうというふうな恐れがあったわけであ

りますけれども、今回の制度の中にはそれらについての配慮がなされるというふうなこと

もお聞きしておりますので、その点については大変ありがたいことだなというふうに思っ

ております。 

 最後に一つ、発言が長くなって恐縮なんですが、収入変動緩和対策でこれまでの稲作で

いう担い手経営安定対策が品目横断の方に組み入れられました。これ、米の部分でありま

すけれども、その米につきましては、これまでの政策の中で個別で販売している、自主販

売しているものに対しての手当てというのが除外をされていたわけでありまして、したが

って担い手経営安定対策に加入する率もかなり低いものであったというふうに記憶してご

ざいますが、法人の多くは多元的な販売を行っているというふうなこともありまして、そ

ういうある程度リスクを伴いながら、しかも経費の支出を伴う形での販売という部分につ

いても今回の具体策の中の対象に組み入れていただければありがたいなという、そんな受

けとめ方です。 

 ちょっと長くなって申しわけございませんでした。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 その他にいかがでございましょうか。 

 駒谷委員、どうぞ。 

○駒谷委員 

 私は、施策部会や本審議会にも出ておりますけれども、これは、本当に戦後の大きな農

業改革だと思うんです。そういう中で、日本の農業者は、ほとんどの方が農協に加入をし

ているんです。農協というのは、もともと食糧管理法がきちっとあったときから食糧を管

理する、あるいは農家も管理するというような形であったと思うんです。それが、今まで

そのまま続いてきているんです。そういう中にあって、これを考えるときに何回出てもそ

の農協法の改正というものが一つも出てこないんですけれども、こういう形の中で本当に

今新しい農業改革をやろうとしているときに、できるのかどうかという部分があると思う

んです。 

 例えば全農についても 290 社の関連会社を持っていたり、私ども北海道にしても北連は

30 社ほどの関連会社を持っているということ自体、やはり食料や農村を管理するというよ

うな部分が、僕は多々あると思うんです。ですから、その辺をきちっと整理をしていかな

いといけないと思います。例えば、北海道であれば今、自給率は 190％あります。北海道の

我々農業者が、その自給率 190％あるものを東京や大阪の消費者に売ろうとしたときに、で



きれば販売のすぐれた東京の農協に加入するというようなことは一切できません。これは

農協法の第 60 条第２頄で制限されているものですから、今は組合員が農協を選択すること

はできないんです。 

 私どもは長沼町ですけれども、長沼町の組合員は長沼の農協にしか入れないという仕組

みになっているわけです。この辺というものも、今回の食糧法改正のときにきちっと見直

して、今の国が進めようとしていることをきちっと進められるような組織にできなければ

なかなか難しいのではないかと思いますので、その辺もこの後の会合で聞かせていただけ

ればありがたいと思います。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 その他いかがでございましょうか。 

 宮田委員、どうぞ。 

○宮田委員 

 今回の基本計画の具体化の中で、経営安定対策につきまして意見といいますか、要望も

含めて申し上げさせていただきたいと思います。 

 私は、実際北海道で農業をやっておりますし、個人的にも大きな関係があり、また全国

農協中央会という全国の農家を網羅している団体の立場としても、非常に今回はいろいろ

な農業形態の効率化を目指す問題、それからやはり先ほどもＷＴＯの問題出ましたけれど

も、そういった中での緑の政策の絡み等々ありです。今回も従来作物別の価格政策であっ

たものが、作物横断的な総合的な経営安定対策に変わったということが一つ、それからそ

れに伴って対象が担い手に限定をされたということで、非常に今後の取り組みをどう全国

的に展開していくかという、そういった問題も大きくありまして、私どもにとりましては

非常に農政の大転換というふうに受けとめております。 

 これからやはり対象が担い手ということで、特例措置はあるわけですけれども、個人の

面積要件、さらにまた集落営農、あるいはまた特例措置の中での受委託の組織化の問題、

経営体としてどうグループ化していくかという問題も含めて非常にこれから私ども現場で

の努力がこれからのこの政策の実現に大きなウエートがあると感じておりまして、一農業

者としても、また農業団体の立場としても非常に取組の重要性を十分認識しておるつもり

でおりますし、そういった面では取組を一層末端にまで広げていきたいと思っておるわけ

でありますけれども、一つやはりこの先ほどのいろいろこれから細かい地域での説明会を

十分やっていくという農林水産省の説明がありましたけれども、まさに現場での努力体制

がこれをどうこれから展開していくかが重要なキーポイントでありますので、やっぱり推

進体制を我々農業者も含めて国や政府を上げて総動員体制の中で私はやっていく必要が大

いにあるのではないかと思うところが１点であります。 

 それから、今回単に経営所得安定対策と、私も何度かこの会議で意見申し上げておった



んでありますけれども、ものを生産する側だけの問題ではなく日本の持つ農業の多面性、

いわゆる資源対策ですとか環境を保全していく、そういった面のことをワンパッケージで

示していくべきでないかということを意見で申し上げたんですけれども、今回の政策の中

でも経営所得安定対策の大綱の中でも、この両面、こういった面もきちっと示されたとい

うことは、私は非常に大きな意義があるんではないかと思っております。 

 いろいろ大綱が出たばかりでありますけれども、これからがこういう細かい面の、これ

を実際に立ち上げていく関連法案が出るわけでありますし、またそれに伴って予算がつい

てくるわけでありますので、せっかく大綱が、そういったものが出た中で、これを肉づけ

して実証していくという意味には政策の具体化と予算が大事でありますので、その辺は今

後とも明年に向けて国の対策をきちっととってもらうように、実施する立場としても、対

象の立場としても大きくそういった面の充実をお願いしたいと思っております。 

 また、もう一つは米の問題も出ておりますけれども、新しい制度、新しい政策に変わっ

た場合でも担い手の所得が、今度の所得対策で現行より下がらないような、そういったき

ちっと予算も含めて裏づけをいただくということが、担い手がこれから政策が変わっても

安心して日本の国の食料を生産する、こういった面では非常に大事なことでありますので、

そういった点が一つ。 

 それから、もう一つは、需給調整の問題が大きく、特に米の問題が絡んでくるわけであ

りまして、今非常に今年の米のいわゆる明年度の転作はいろいろな中でも過剰作付の問題

ですとかいろいろな問題も大きなウエートを示しておるわけであります。非常に今計画生

産といったものをこういった制度の中でどうリンクして位置づけていくかということが大

事なことでありますので、そういった面もきっちりこれからの具体化の中ではそういう方

法の中でやっていくということが今後ともこういった政策にのっとって担い手がきっちり

と営農に取り組めるということになるわけでありますので、そういったものを十分考えて

明年以降の具体化に示していただきたいと思うわけであります。 

 いずれにしても、今回の問題は担い手、そういった個々の経営の面でのクリアする面、

それから集落営農なりあるいは受委託の問題、そういった面、あるいはまた経営の事情の

大変な地域というのは、特例事頄の中である程度認められたわけでありますので、そうい

った体制の中でこの担い手をつくっていくという面では、我々農家の立場としてもきっち

りと最大の努力はしていく責任は十分持っておりますし、そういった体制をきっちり進め

ていく努力をきっちりやっていくということを申し上げまして、期待も含めて受けとめ方

を申し上げさせていただきました。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、吉川洋委員、どうぞ。 

○吉川委員 



 ２点発言させていただきたいと思います。 

 １点目は、質問なんですが、所得政策への転換ということで資料２－１を先ほどご説明

いただいたわけですが、これの下の真ん中のところを拝見しますと、担い手に対象を今度

は集中するというのが大きな転換だと、そういうご説明があったわけですが、その認定農

業者として北海道 10 ヘクタール、都府県４ヘクタール、これは非常に明解な基準だと思う

んですが、その下に一定の条件を備える集落営農とあって面積もありますが、一定の条件

というのがあって、さらにその下に特例というのが幾つか書いてあるんですが、特例とい

うのをどんどん広げていけば、これは担い手に集中するという意味がなくなってしまうと

いうことになると思うんです。 

 そこで質問なんですが、現在の価格差での補助金ですと基本的には全農家を対象にして

いるということだと思うんですが、もらう額は別として対象とする農家が現在の政策のも

とだと何万戸あると、それに対して担い手というのが結局何万戸になるのか、どれだけ集

中するのかというその数がなければ余り集中といっても意味がないと思うんですが、その

点を伺いたいと思います。 

 それと関連するんですが、大きく政策を転換するわけですからかなり影響が出るわけで

す。それを避ける場合、激変緩和ということは常に政策の転換の場合一つ考えなければい

けないことなんでしょうけれども、激変を緩和するために特例措置を設けて、いわばこの

場合ですと担い手の対象をどんどん広げていくと、あるいは広げてしまうというのと、そ

れから時限つきの、いわば激変緩和措置をとって担い手はしっかり、本当の意味で集中す

るというのが２つあると思うんですが、私は２番目の方が正しいと、やるのであれば２番

目が正しいと思うんです。その点に関する基本的な考え方を、どのような考え方をとられ

ているのかということを、つまり施策への集中の数字の上での集中度とあわせて伺いたい

というのが１点目の、これは質問です。 

 ２点目は、ＷＴＯについてご説明がありましたけれども、これは意見のようなものです

けれども、日本は今Ｇ10 というのに入っているということで、Ｇ10 という表現は非常に力

強いんですが、Ｇ10 の内容ははっきり言うとマイノリティーグループなんではないかとい

う気がいたします。やはりＷＴＯの全体の今の動きを見れば、米国が確かに非常に厳しい

ことを言っている。しかし、ＥＵも違う立場をとって、やはり世界のうち尐なくともいわ

ゆる先進国の中ではアメリカとＥＵ、日本も入るでしょうが、米国とＥＵと日本が非常に

違った考え方をとるというのは、先進国の中でやはり尐数派になっているということは否

定すべくもないと思うんです。ＷＴＯの交渉は交渉でこれから数年とか、とにかくそうい

うタームで持ちこたえるというんでしょうか、そういうことが可能なのかもしれませんが、

しかし、世界の大勢としては現在のＷＴＯ交渉のようなところにあらわれていることが世

界の流れだということが、やはり日本の農業政策を考えていくときに重要なことなのでは

ないかと。現在のＷＴＯ交渉とはまた尐し違った次元で、それもともかくとして長期的に

は世界の流れはこういう方向に流れていっているんだということは日本の農業関係者も、



あるいは農政もこれを理解するべきではないかと。その中でどういうことができるかを考

えていくということが必要なのではないかと。これは、感想といいますか、意見です。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 ちょっとお待ちいただけますか。今の第１点目は、最初の説明に対する補足説明をお願

いしたいということですので、この時点で企画評価課長あるいは必要に応じて経営局から

お答えいただければと思います。 

○経営局 

 吉川委員のご質問についてお答え申し上げます。 

 今回の対策によってどのぐらいの担い手が対象となるのかということでございますが、

まさに最初に企画評価課長がご説明申し上げましたように、今回対象者の要件が決まり、

それを踏まえ農業団体とも連携をとって、この対象者を増やしていくということに我々全

力を傾けていくつもりでございまして、今後担い手が規模拡大する、あるいは集落営農を

組織化するという、そういう構造改革への取組が今後の施策の対象がどうなるかというこ

とに密接にかかわっているものですから、現段階でどのぐらいの農家に絞られるか、どの

ぐらいの面積になるかということにつきまして、現時点でこのようになるということを確

たる数値を申し上げられる状況ではないということでございます。 

○生源寺部会長 

 今のお話はわかるんですけれども、つまり構造改革といいますか、規模拡大が進むこと

によって要件を満たす経営が増えてくるということはわかるんですけれども、今の状態で

仮に適用した場合にどうかということは、いわば今後の動きのベンチマークというか出発

点という意味でも大事なような気がするんですけれども、そういうような意味での情報と

いうのはないでしょうか。 

○事務次官 

 今、経営局の方からお答えしましたけれども、これが我が方の公式の答えでございます。 

 といいますのは、規模拡大がどのように進むか、これはわかりません。それから、集落

営農の組織化がこれからどのように進むのか、これもこれからの我が方とそれから団体と

の努力の結果だと思っております。 

 それで、なかなかそういうことで、どの程度が対象なのか、今の吉川委員の方からは農

家というお話がございましたけれども、我々も一応の試算は持っております。これは、面

積ベースでどの程度が対象になるのかという一応の試算は持っております。ただ、あくま

でそういう性格のものでございますので、これをずばりと申し上げる状況はなかなかない

んですけれども、この大綱ができましたときに与党の幹部の人から５割程度を目指すとい



う話がありまして、それでその後私なんかも記者会見で与党の幹部から５割を目指すとい

う話が出たけれどもどうかという話がありまして、我が方はやはり公式見解はああいうこ

とですので、農家あるいは農業団体が頑張れば５割より上がるかもしれないし、農家、農

業団体が余り努力しなければ５割より下がるかもしれないと、そういう性格のものですけ

れども、この５割というのは我々の試算した、いろいろな条件を置いての試算から考えて

違和感はないということでお答えしたんですけれども、今の段階はそういうものだという

ふうにご理解いただければと思っております。 

 このページの経営所得安定対策等大綱、資料２－２というのがございます。 

 この縦の資料でございます。これの２ページをご覧いただきたいと思っておりますけれ

ども、そこに１、品目横断的経営安定対策とございます。その中で、２の（１）の①、そ

の中で注１としまして、特定農業団体と同様の要件とは云々と書いてございます。要する

に一定の条件というのは、こういうものが必要なんです。今後どれだけ、こういう組織化

といいますか集落営農としてこういう条件を満たしてくるのか。規模拡大というのもある

程度推測は難しいですけれども、こういうここにありますような条件、これを満たす集落

営農がどの程度出てくるのか。それが、非常に推測が難しいということで先ほど申し上げ

たようなお答えをしておりますけれども、一応我が方の試算としましては、先ほど言いま

したそれに近いものがあるということだけこの段階では申し上げてお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。 

 よろしいでしょうか、吉川委員。 

 それでは、山崎委員、どうぞ、お待たせいたしました。 

○山崎委員  

 話の流れを変えてしまうようで大変恐縮なんですが、この流れに沿っていると多分私は

発言することがなくて終わってしまうと思うので、大変失礼ですが、ちょっと違う話をさ

せてください。 

 女性参画の推進という点で、尐し状況をお話させていただきたいと思います。 

 私、税理士をしておりまして、女性起業のセミナーの講師とか、それから個別の企業診

断の仕事を今させていただいております。 

 女性が参画しないと、農業そのものが活性化しないというふうに言われているんですが、

現実に税制度の立場からかなり厄介な状況が今起きてきております。一つは、農村女性の

起業家はほとんどが二足のわらじの人が多いということ、家業をやりながら起業グループ

にも参加しているという人が大変多いわけです。その家業で専従者給与を取っている者が

起業に加わった場合に、専従者給与の条件というのが専ら従事しているという条件がつい

ておりますので、起業活動と二足のわらじを履きますと、専従者給与を否認すると、そう



いう状況が尐し出てきているということです。 

 それから、事業主になれば二足のわらじでも可能なんですが、実際上農家女性が事業主

になるという方向というのは今ほとんど認められていません。可能性がないということで

す。ですから、そちらの方でも道がふさがれているということです。 

 それから、もう一点は、２種兼業で夫がサラリーマンという場合もあります。その場合

妻の方が起業グループに加わっていますと、所得金額の、詳しく言いますと 38 万円を超え

ると夫の方の配偶者控除がなくなると。これが、事業家でなければ、給与を得ている場合

ですと女性たちが 103 万円までは可能なんですが、事業ですと必要経費を引いた金額が 38

万円ということで、かなり低い金額で配偶者控除がだめになってしまうということで、実

際に力をつけ始めた起業グループで軒並み就労調整が起きています。そのことを変えてい

かないと、せっかく女性参画の推進、起業活動のバックアップといってもこれには大きな

限界があるということです。これは、もう差し迫った問題ですので、何とかならないもの

かなと頭を痛めているということです。 

 ちょっとそのことを申し上げたいと思います。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 話題は流れに沿ったものでなくても全く構いませんので、どうぞご遠慮なくご発言くだ

さい。 

 平野委員、どうぞ。その次、里吉委員。 

○平野委員 

 私はさらに流れを変えてしまうかもしれないんですけれども、日ごろ文化に携わってい

る者として文化の視点から意見、そしてお願いを申し上げたいと思います。 

 ここにお集まりの皆さんの中で文化的なことの方面のお仕事をご専門にされていない方

であっても、伝統芸能というものが大切な自国の財産であることはだれもがご承知である

と思います。その伝統芸能にもルーツがあって、日本の場合その日本の風土、暮らしの中

から生まれた願いや祈り、魂の叫びから、もとの伝統芸能のルーツというものが発生して

いることを考えますと、日本には古代より田の耕作から生まれたものが大変多いことに気

づくと思います。後に農業が近代化してもそのルーツである農業が今元気に生きて、生か

されていることが文化を支える上でとても重要なのではないかと思うんです。そして、日

本の風景をぱっと見渡したときに農業が今も元気に生きているなというその姿を見て、そ

の風景だとか、農業に携わっている人の輝く顔などを見て、ああ、この国だからこの心が

生まれてこの文化が生まれたのかと感じさせることは、これから育つ子供たちに自分の国

や自分の土地に誇りを持つ心を芽生えさせるきっかけにもなると思いますし、また海外の

人へのアピールや、海外から一目置いてもらうというために有効ではないかと思います。 

 それから、文化を産業に結びつけている観光産業という面から見た場合に、先日ある旅



行会社の方からお話を伺ったんですけれども、旅行するお客さんの多くが、今までは神社

仏閣という昔から残る名所旧跡を見ることが中心だったのに対して、最近では地元のおい

しいものをわざわざ食べにいくということが目的になっている人が確実にふえているとい

うことが、データの分析であらわれているんだそうです。 

それで、地域の財源確保という面から見ても、農業面での地域振興を活発に進めていただ

ければと強く思うんです。 

 そして、こういった物事を決めていくときに地元の人の声を聞くことが大切だとおっし

ゃる方は大変多いし、私もそう思ってはいるんですが、私こういった会議でずっと話し合

いの議論を続けている風景を見てきまして、プロの皆さんが、本当にエキスパートのすご

い方々が集まっていらして、私はともかく、プロの方々が集まられて事務局の方と一緒に

なって議論をしていらっしゃるのを見て、ここでの意見をむしろ地元の方にもっと直接、

積極的に伝える方法があってもいいのではないかと思っているんです。よかれと思って話

し合い、今までの経緯も知った上で、ある意見に至っている意見書、報告書ができ上がっ

ている。その経緯を全然知らない人たちに、その都度インターネットで伝えるだけではな

くて、何かもっと直接伝える方法はないだろうかと思うんです。 

 お役所の広報に頼るだけでは、限界があると思います。それは、広報のうまい、下手と

かそういうことではなく、やはり限界があるんだと思うんです。民間サイドで語り伝えた

り、話し合ったりして、そこここで自分の地域ではどうだろうねと、今こんなことが話し

合われているらしいけれども、うちの地域ではどうだろうねと、そこここで話し合うよう

な仕組みづくりを民間サイドでできればいいのではないかなと思っているし、私もそうい

った仕組みをつくりたいと思っているんです。けれども、民間サイドだけですと計画的に

進めていくのに限界がありますので、事務局の方々初めお集まりのプロの皆さんにご指導

いただきたいと思っているところでございます。 

 以上、単純な意見とお願いでございます。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、里吉委員、どうぞ。 

○里吉委員 

 農業に経営という概念を取り入れるべきだということが最近言われています。私どもの

会社は食品機械及び食品を製造しているんですけれども、経営というのは人、物、金、情

報、この４つの要素から成り立つと言われているんですけれども、このお金ということに

ついて教えていただければと思うんです。 

 きのう、おとといの日経新聞に政府系の金融機関が一つに集約されるというような記事

が載っておりました。農林漁業金融公庫もその対象になるということで、では従来農林漁

業金融公庫が果たしていた機能はどこがやるのということなんですが、それは農協であり、



市中銀行であるというようなことが書かれておりました。 

 では、農協なり市中銀行、特に市中銀行ですけれども、彼らがこの農業という分野に長

期かつ低利、農業者にメリットをもたらすような金融ということができるんだろうかとい

うような危惧を非常に感じております。 

 と申しますのは、私どもの中小企業なんですけれども、中小企業金融公庫あるいは国民

生活金融公庫、こういった政府系の金融機関を非常にある部分頼りにしてきております。

日本の企業の中で 99％が中小企業と言われているわけでございますが、特にこの三、四年

前貸しはがし、あるいは貸し渋り、これをある部分で救ってきたのはやはり公的金融機関

だということが言えると思います。いろいろな見方があるわけですけれども、具体的に例

えばいろいろな特例的な制度を設けて、中小企業をサポートしてきたというのは公あるい

は官の資金であった、あるいは仕組みであったというように私は感じております。 

 我々の中小企業よりももっとさらに生産性が低くて、収益性が乏しい農業という、そう

いった分野で政府系の公的資金がこれから従来実績の半分になる。この中には、農林漁業

金融公庫等も含まれると。では一体農林水産省は、今後農業を規模集約するあるいは拡大

するというような農業者に対してどういうような具体的な資金面での支援をされようとし

ているのか。それは、農協なのかあるいは金融機関なのか、銀行等の金融機関なのか。そ

こらの資金という金融的な面での今後の方向性を教えていただければというように思って

おります。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 今の点につきまして、後ほどまとめてお答えいただく中でお答えいただければと思いま

す。 

 それでは、米倉委員、どうぞ。 

○米倉委員 

 私は経団連の代表という立場と、もう一つは住友化学の社長という立場で出席しており

ます。住友化学では肥料や農薬の製造を行っています。本日の資料の中に、化学肥料や農

薬の使用を原則５割以上低減するための支援策なども書かれていますが、私としては、農

薬の製造・販売業者としての立場からも、農家の皆さんに正しく農薬を使っていただきた

いと思うのです。そうすることで、もっともっと安心・安全な食品の供給ができるように

なる。ですから、こうした施策には至って賛成です。 

 今回の大網の決定によりまして農業構造改革は、いよいよ待ったなしの段階に入ったと

思います。担い手になるためのハードルといいますのは、先ほどから他の委員の方もおっ

しゃっておられますように、非常に高いものだと思いますが、こうした基準をきっちりと

定めて、しかも透明感のある運用をやっていただきたい。そういうことでないと、国民の

皆さんの批判には耐えられないのではないかと思います。今後、意欲と能力を持った担い



手が増えて、そしてそれに応じて農地の集積も進んでいけば、日本の農業は本当に強くな

ると考えます。 

 また、消費者重視の考え方をより一層進めて、生産量も産地も市場原理によって決定さ

れるという方向性が明確に打ち出されてきたことによりまして、高品質で安価な農作物が

ますます市場に出回るようになると期待するわけですが、この点につきましても、農林水

産省にはきちんとフォローしていただきたいと思います。ところで、最近では、中国が食

料の輸入を始めております。12 億人の国民を食べさせるために、食料の確保が必要な事態

になってきている。ところがその一方で、中国の農産品の生産量は、かなり減ってきてい

るという話もございます。そうすると、この先、日本の食料の確保はどうなるのか。食料

自給率向上協議会等が適切に機能して、全国の農産品の自給率、食料の自給率を着実に向

上させていかないと、20年先、30年先は大変な時代になってしまうのではないでしょうか。 

 そして、もう一つ申し上げたいのは、先ほど駒谷さんもおっしゃっておられた物流の問

題です。産地から市場への物流費が高いと、いくら生産地でコストを下げても消費者にと

ってのコストはなかなか下がらない。そういったことを全部ひっくるめた形で、農業団体

の改革といいますか、農業の構造改革を進めていく必要があると考えます。 

○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。 

 それでは、神田委員、どうぞ。 

○神田専門委員 

 農業政策、大きな政策転換をするというお話で先ほどからいろいろなご意見をお聞きし

ておりますけれども、農業政策というのは国民、消費者との間でのコミュニケーションが

なかなかとれていないように思います。 

 もちろんこういった重要で大きな転換ということでは、メインは生産関係ということは

十分わかっているんですけれども、こういった政策が今後国民とか消費者にとってどうい

う利点があるのか、どういうふうな方向を目指しているのかということの共通認識を持っ

ていく必要があると思うんです。ですから、そうすると今後の政策のところで農地・水・

環境保全向上の対策のところでは、特に対象者が農業者だけではなくて地域住民と一緒に

やっていこうということも政策に入っているわけですから、そういった国民との合意とい

うか共通認識を持ち合うということも余り軽いことではなくて重要なことではないかなと

いうふうに思いながらお聞きしておりました。 

 それから、幾つかの質問と感想なんですけれども、食の安全と消費者の信頼の確保とい

うところがあります。ここは、８月にリスク管理を一貫した考え方で行うための手項書と

いうのを農林水産省と厚生労働省の方で公表しておりますけれども、こういったことにつ

きましては、食品の安全確保のためには生産現場から食卓まで一貫してこの各段階でいろ



いろきちんと安全性確保のための対策がとられていかなければならないというふうに思っ

ておりますので、こういった形でリスク管理者のところがリスク分析に基づいた手法に基

づいてやっていく手項書というものをつくって進めていくということを公表なさったので、

こういったことを見ますと信頼できることの一つの取組かなというふうに感じております。 

 それから、ＧＡＰについてですけれども、普及マニュアルを作成していくということが

書いてございますけれども、まずその安全性の問題というところについても消費者の角度

からも関心があるところであります。それで 18 年度中にマニュアルを改訂していくという

ようなことが書いてありますけれども、ただ、生産現場での理解の促進だとかそういった

ことがどの程度進んでいるのかとか、そのマニュアルの改訂までいくといいなというふう

に思っておりますけれども、そういった現状がどうなっているのかなということをお聞き

できればというふうに思います。 

 それから、自給率の向上のところで先ほどご説明がありましたけれども、目標をつくり

っ放しではなくて行動計画をつくって進めていくというお話がありました。資料１－１の

大きな紙の２ページ目を見ているわけですけれども、そこの備考に平成 18 年の４月から５

月に 17 年度の取組の報告をして、18 年度の行動計画を策定していくというふうになってい

るんですけれども、こういった計画の立て方をもとに進めていくとすると、これでこの計

画の立て方が実際の現状が動いている中で合っているのかなということが疑問に思ったも

のですから、その辺を説明していただければと思います。 

 それから、飼料の自給率のところですけれども、全国の食品残さです。そのことについ

ての取組が書いてありますけれども、食品の残さということですから対象ではないのかも

しれませんが、例えば畑でつぶされてしまうものとか、あるいは出荷されないようなもの、

そういったものもここには含まれていくのだろうかということを教えていただきたいと思

います。 

 それから、外食における原産地表示のガイドラインというものが策定されておりますけ

れども、こういったところの周知徹底というようなことですね、現在どうなのかというこ

とと、今後どのようにというようなことをもう尐しお聞きできればいいなというふうに思

っております。 

 特に、横川さんもいらっしゃるから言うわけではないんですけれども、特にＢＳＥ問題

のところでいろいろ再開に当たっての意見が出ておりますね、いろいろな各地で意見交換

会をしているわけですけれども、原産地表示を加工食品においてもしてほしいというよう

なことが出ておりまして、これは牛肉の問題で出ているわけですけれども、それは農産物

に関してもこれまで出ているようなことですので、そういったことでこのガイドラインの

進め方ということもお聞きできればいいなというふうに思っております。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 



 幾つかご質問ございましたけれども、最後にまとめてお答えいただくことにしたいと思

います。 

 それでは、横川委員がちょっと先に手が挙がっていたかと思いますので…… 

○横川専門委員 

 いや、いいですよ。 

○生源寺部会長 

 関連が多尐あるんではないですか。 

○横川専門委員 

 ちょっと外食の考え方から…… 

○生源寺部会長 

 ですから、まず横川委員からお答えいただいて、その後中村委員でお願いいたします。 

○横川専門委員 

 特別に外食にこだわって今日は発言するわけではなくて、新しい方がお見えになってい

るので、その方が終わってからかなというふうに思っていたんですが、外食の話が出まし

たので最後にちょっと触れさせていただきます。 

 今度の食料・農業・農村基本計画、基本的に大きな枠組としてはよくできている。今度

の特徴は、工程管理をするということが入ったことが今までとものすごく違っていて、で

はどうするんだということを、いつまでに何をというふうに工程表というのはできている

ので、ものすごく期待をしています。 

 ただ、この中に書かれていない問題で、要するに考え方はいいのだけれども、実態との

ひずみがあるところをどう調整していくかというあたりが、今後進める中でものすごく問

題になると思います。そういう意味では、現場の情報をもう尐しお役所がとっていただか

ないと、どうも空回りをする恐れがあるのではないかということを心配をしています。 

 特に触れておきますと、昔と今の大きな違いというのは、生産者から小売業で消費者に

いった流通時代から、生産者から多くのところを経ないと実は消費者にものがいかないと

いう世の中に変わってしまった。それは、加工度が高くなったということでいいんだと思

いますけれども、そうすると商品の流通システムというところにもっとウエイトを置いて

考えていかないと、大臣が最初にごあいさついただいたように消費者あって生産と言って

いるのに、生産あって消費者みたいな流れになりかねないと言った方がいいんでしょうか。

そういう意味では、もう一度生産者と加工者とそれから販売者と消費者というふうに４つ

がカギになるということのバランスを崩さないでものを見ていっていただきたい。 

 特に、この中で気になるのは、どうもお米が中心になっているんですけれども、本当に



自給率を高めて消費者の安全と食料の確保からいえば魚はどうするんだ、野菜はどうする

んだ、もっと幅広くいろいろ抱えている食料としての問題としての提案にしていただかな

いと、どうも何かお米中心、もっと悪い言い方をすると今までの補助金制度に中心になっ

た改革みたいにならないで、本当に消費者が安心して食べられる食料品の供給体制をどう

するのかということの議論をしていただかないとこの問題は解決しない。 

 その中に、外食産業は相当ウエートが今高くなってきていますから、外食産業としての

役割としてどんなことをしなければいけないかということの指針を出していただくことが

大事だと、その中に、表示の問題でいえば外食産業はどこまで表示をすべきなのかという

議論を別個できちんとしてやっていただかないと、実は小売業と外食業の表示の問題で消

費者の信頼は勝ち取れないというのが外食の実態なんです。だから、できないからいいか

という議論ではなくて、できないこととやらなければいけないことと、その辺は一度議論

をして、国がやはり方向を出していただくことが、大事なのではないかなというふうに思

います。 

 特に、自給率と自給力ということでまた議論になってしまうといけません。僕は自給力

でやるべきだといつも主張しているのは食料安保の問題でいえば、今いくらできているの

ではなくてどのくらいつくれる能力があるのかということの方が、僕はもっと大事だと思

いますけれども、この議論は今日は抜きにします。ただ、生産性を上げるというあたりの

ところも、この前も申し上げましたけれども、土地がやせてきたものをどうやって昔の土

地に戻すか。天地替えということをこの前申し上げましたけれども、どうやってその単収

の量を上げるかということと金額を上げるかということと２つの対策があるはずですので、

この辺の問題もこれからの政策の中に、例えば天地替えを２割やると５年間で土地は全部

ひっくり返るわけです。そうするとミネラルを含めた土地、地力、土の力が上がっていく

わけですから、この辺を含めて、この政策の中に入れていかないと本当の日本の農業その

ものをどうしていくのかということの根本的解決にならないのかなと思います。 

 長くなりますので、まだありますけれども、一旦切らさせていただきます。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、中村委員、どうぞ。その後、伊藤委員、お願いいたします。 

○中村委員 

 ２点ほどお願いがございますけれども、まず、先般出ましたこの経営所得安定対策等大

綱は今まで議論してきましたこの基本計画、やっぱり中核をなすものとして非常に大切な

ものだというふうに思っております。 

 担い手を明確化した所得対策、産業政策として非常な意味を持つと思いますし、それか

ら、裏腹関係の米の問題も、これも解決ちょっと一口になるのかなという理解をしており

ます。 



 特に、地域政策がかんでいますので、資源、環境対策を含めた地域政策が車の両輪とい

うことで、大体このこれから農政を展開するおぜん立てはできたのかなというふうに思っ

ております。これは、国民的にも理解できますし、また農業者も理解しているものだとい

うふうに思いますので、これは後ずさりしては困りますし、前に進まねばいかんことだと

思いますが、そのためにまず一番問題は、担い手をどうするのかという議論をしている最

中でありますが、このことがはっきりしないともとに戻ってしまうというふうに思います。

認定農業者もありますし、農業生産法人もありますし、集落営農もありますし、あるいは

全国展開をしておるそういう担い手もありあます。多様な担い手があるわけでありますか

ら、この担い手を今どうするんだというのをぎっちり現場で今やっておかないと、先が見

えないというふうになると思います。 

 したがって、忠さんからさっきありましたけれども、今までやってきた経営体との、あ

るいはトラブルも起こるかもわかりません。そういうトラブルが認定農業者、あるいは生

産法人、集落営農、多様な担い手の中で起こらないようにまずしなければいけないという

ことが重要であるというふうに思います。 

 したがって、特に土地利用型の場合、集落営農の農地等の条件もございますけれども、

今 10 月から 12 月にかけて要件の具体化をするための検討をされているということでござ

いますので、そういうトラブルが現場で起こらないように、ゆっくり現場の意見も聞いて

ご検討いただきたいなというのが１点目でございます。 

 それから、もう１つは、既に全国あるいは都道府県、市町村で担い手に対する支援協議

会の設置をされて運動として展開していると、こうありますけれども、今申し上げました

ようなことをクリアするには、重要な組織的な行政団体、一緒になった運動の展開の仕方

が重要だと思っておりますが、今いろいろ三位一体等の財政改革の中で、なかなか予算措

置も難しいというようなことも聞いておりますけれども、このソフト事業がちゃんとしな

いと、申し上げましたようなまず出発点で挫折をしては困るということもありますので、

こういう３段階でそういうソフト予算をきちっと担保できるような予算措置をひとつ考え

ていただきたいということが２点目であります。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、伊藤委員、どうぞ。 

○伊藤委員 

 大きく３つ言いたいことがございます。 

 １つは、この施策、大変きめ細やかにできていると思うんですが、全体的なプロモーシ

ョンプランというものが必要ではないか。いつ、どのタイミングで、だれに何をアピール

するかという、それを全体的に俯瞰した中で戦略として考えていくということが必要であ

ると思います。 



 例えば今回の選挙などでは、自民党の候補をやっていらっしゃる世耕さんがプロモーシ

ョンでいろいろな話題づくりをなさって、政治に関心がない若い人たちあるいはニートの

人たちが政治に関心を持つというような動きもあったと思いますけれども、そういった事

例を見てもマスコミをうまく活用した形での、実際に農業に直接関係がない人も農業であ

ったり、食料であったりというものを国民の話題とするような仕掛けづくりというのを全

体に考えていくことが必要ではないか、そのように思います。 

 この小さい一つ一つの施策の中にはいろいろなイベントがあったり、それからいっぱい

紙をつくっているんですよ、ポスターだの白書だのマニュアルだの。ところが、そういっ

たものをうまく発信はしているんですけれども、受け手からのものを受信できているかと

いう、この発信力と受信力のバランスというものがうまくとれているだろうかということ

を考えますと、やはり全体的なプロモーション戦略という中で、こういった一つ一つのイ

ベントがさらに生きていくんではないかと思います。 

 ２番目に、経営安定対策ということで考えますと、これは生産者というか生産の立場で

の経営安定については大変考えられていると思うんですけれども、先ほど横川委員が生産

から消費まで間に幾つかこう入るというシステムのご説明をいただきましたが、一方では

小さい個人農家さんが産直を始めたりしている例もあります。そういった自立的農家を支

援するという意味では、米を米として売るのではなくて、米をどういった話題でつくるか

とか、あるいは特徴ある商品にするかといった商品開発や販売促進、それから産直支援と

いったような農ビジネスのビジネスモデルというものをつくっていくということが、この

経営安定対策の中に含まれてもいいのではないか。要するに、小さい農業を自立してやっ

ていく仕組みです。 

 ここで、大変有効になってくるものが一つ、３番目になりますが、インフラの整備とい

うことになると思います。この産直をやるときにインターネットを使うか使わないかとい

うことで随分できる範囲が違いますが、私もいろいろな農業団体さんにお話をさせていた

だきますが、インターネットを使っている方はまだ 10％か 20％ぐらいではないかというよ

うな実感があります。それは、技術的な部分もあるんですが、山間部などまだインフラが

実際に引かれていないところもかなり多いので、これは農林水産省だけではなくてほかの

省庁との協力関係もあるかと思いますが、こういったインフラ整備も施策の中に入ってい

かないかなと思います。 

 参考までに、ソーホーという言葉があります。これは、スモールオフィス、ホームオフ

ィスの略なんですが、これを農業とホームオフィスということでノーホーという言い方を

している人がいます。若い人たちの中では晴耕雨読ではないですが、農業をしながらイン

ターネットのインフラがあればＩＴベンチャーも独立してできるのではないかというよう

な動きもあります。そういった農業の兼業農家でも新しい形の兼業スタイルがあるという

ことも考えていただけるといいのではないかと思います。 



○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 その他いかがでしょうか。 

 それでは、平社委員、どうぞ。 

○平社専門委員 

 今コストといろいろな話が出ておりまして、私は埼玉の熊谷という小さな町で和牛牧場

をやっております。それから、牛糞だとかそういった地域の生ごみだとか、それから食品

産業から出されるいろいろな残さ、これらを堆肥化して農地に還元する、そういう循環の

ＮＰＯをやっております。 

 これらを今までやってきておりまして、コストが計算されない部分というのが相当数あ

ります。例えば粗飼料自給率 100％にしようということで、あと 10 年をかけるという考え

がありますけれども、ではしかし、粗飼料自給率 100％にするためのコストはどこにどれだ

けかけられるのか。そこに発生するものはどこにあるのかといったものを具体的に数字で、

価格で示していかないとどうもかけ声で終わってしまうような気がいたします。 

 例えば今水田で飼料稲をこしらえて、それを牛に食べさせて肉にしよう、こういうホー

ルクロップサイレージと呼んでやっておりますけれども、目標は肉をつくることではなく

ていかに水田を守っていくか、ここに視点があるわけです。しかし、その水田の多面的な

機能と一言で表現されてしまいますけれども、機能そのものがいくら効果があるのか、環

境にどれだけ貢献するのか、こういう数字が多角的に、そして具体的に幾ら貢献できるの

か、こういった数字が基本的に表現されないとどうしても地域社会では納得していただけ

ない、こういう現実があるわけです。 

 それから、もう一つ、焼却しないで堆肥化をしているわけですけれども、焼却すると何

ぼなのか、堆肥化するといくらなのか、先ほど伊藤委員の方から話がありましたソーシャ

ルコストというか社会全体で幾ら負担しなければならないのか、いくらこちらの方がよろ

しいのか、こういう数字が具体的にあらわしていく必要があろうかと思います。そしてま

た、そういう準備がいつごろされるのか、この辺をできれば明らかにしていただければあ

りがたいと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 その他いかがでございましょうか。 

 それでは、吉川幸人委員、どうぞ。 

○吉川専門委員 

 恐れ入ります。今輸出の方をやっておりますけれども、話を聞いている中で私自身が農



業法人であり、生産、加工、販売、販売も国内外に向けての販売ということをやっており

ますけれども、今日この経営所得安定対策等大綱について本当にシンプルなところで疑問

があるのが、こういった会議の中で皆さん方が一生懸命個々の農家のために、そして元気

が出るような農業経営を確立するために施策をつくっておられる。しかしながら、その思

いが実際現場の農業者の人たちのところにたどり着くのに、どんなにいいものをつくって

も、現場の農業者がそれを使おうと思ったとき使えない。そこにギャップがあって、これ

でもかこれでもかといって体力が弱っている農業者に元気のいい栄養満点な料理をつくっ

ても食べようとしたときに食べられなかったら、これはなかなか元気が出ないわけで、そ

ういった一つだけお願いがあるのが、やはり現場の私たち農業者が使おうと思ったとき使

えるような施策に、使いやすい施策にしてほしいということです。というのも国から県、

町まではいろいろな事業が来ますけれども、その事業をとろうとしたときの事業実施者、

これになろうとしたときなかなかなれない。なれない原因が、手を挙げている農業者に原

因があるならともかく、その事業者になるための制約として市町村が転作を 100％以上達成

しておかないとだめだとか、あるいは新規就農者の達成率を上げないとだめとか、そうい

ったものを現場の私たちが夢を描いて頑張るぞというような、そして国が出している施策

を、これはいいなと、これを使えば元気の出る農業ができると、そういったものにしよう

としてもできないところがあるんです。だから、もう尐しそこら辺のところをかみ砕いて

いただければ、こういった米に対して、米、麦、大豆、こういったものに対してお金を出

さなくても、元気な農業者はいっぱい出てきます。ですから、そういった現場の使いやす

いふうにしていただければ、本当に助かると思います。 

 それと、もう一つが、ほとんど私の言いたいことは横川委員さんの方が先ほどおっしゃ

いましたけれども、ほかの農業者の中で国の補助金とか交付金、こういったものが商工団

とか通産省とかそういったところは、一企業、そういったものがビジネスプランを出して

内容がよければそういったものに交付金は出ます。しかし、農業団体に関しては、農水の

事業に関してはいつまでたっても個人、法人には下りないと、あくまで団体者と、そうい

ったところに元気が出る農業というものが出にくいのではないだろうかと。 

 いろいろな人たちから、商工団なんだの人たちからいいますと、あなたたち農業者は補

助金がどっぷり農林水産省からくるからいいですねと言われますけれども、いまだかつて

一企業でもらった試しもありませんし、一農業者ももらえません。そういったものはすべ

て農業団体、いわゆるＪＡさんが窓口になるという形になりますので、そのＪＡ、団体の

批判ではありませんけれども、そこが窓口になるだけが農政改革でもないでしょうし、そ

の中でいろいろな自分たちのグループをつくって共同体とかそういったものをやって元気

の出る農業というものに向けて頑張っている団体もいっぱいいますので、そういう団体が

使いやすいものにしてほしいと思います。 

○生源寺部会長 



 ありがとうございました。 

 それでは、佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木専門委員 

 日本チェーンストア協会の佐々木でございます。 

 私の実家も農家でございまして、長男が農業をやっております。私は次男でございます

ので、農家の経営が安定するということは、実家の方もきちんとできるということで安心

はしておるんですけれども、ぜひお願いをしておきたいのは、先ほど米倉さんや横川さん

が発言をされたのと同じようなことなんですけれども、生産から物流、それから私どもの

販売まで一貫したいろいろな施策をぜひお願いしたいと思います。私ども売り手の一番望

むことは、まずは品質や価格であって、次に安定供給とこういうことなんですけれども、

品質につきましては鮮度を維持するということが一番重要であります。先ほどもお話があ

りましたように、今の物流を見ますと農家があって農協があって物流があって、それから

荷受けがあって仲買があって、たまたまこれは八百屋の物流ですけれども、そこまである

とすると、その間で非常に時間的な長さもあります。それから、一部の市場ですと、例え

ば夏の炎天下のところに市場の中に山積みにされて、例えば二、三日放置されていたり、

ものによりましてはもちろん冷蔵室に入れてあるのですけれども、そういうような施設も

含めましていかに取れたてを店で売れるかと、こういうところまで一貫した施策を考えて

いただきますとお値打ちに販売することができ、これは商品の価値も生きてくるんではな

いかとこんなことを思います。 

 ですから、ぜひ物流の効率化であるとかそういうことも含めまして、こういうところで

議論していただきますと私ども売り手としましては、取れたてのものを売れるということ

が一番のお客さんに対するインパクトではないかと思いますので、先ほど物流の話があり

ましたので、あわせてお願いを申し上げます。 

○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。 

 森野委員、よろしゅうございますか。それでは、森野委員、お願いいたします。 

○森野委員 

 今日は特段これという話はないんですけれども、資料２－１の図を見て一つ疑問、単純

な疑問なんですが、左の米の話と品目横断が表裏一体で、農地・水・環境が車の両輪とな

っているんですけれども、車の両輪の方のこれが表だとすると裏が何なのか、この関係が

どうもよくわからないんです。当然これに裏が、車の両輪ですから表裏があるんだろうと

思うんですけれども、ちょっとここのところだけ説明していただければと思います。 

 以上です。 



○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 その他いかがでしょうか。 

 一応一当たりご発言いただいたということでございますが、と言いながら予定の時間に

かなり近づいておりますが、何かございますでしょうか。 

 なければ事務方からできるだけ簡潔に、質問もありましたし、あるいはご発言へのコメ

ントもあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○企画評価課長 

 まず、官房の方から何点かご返事したいと思いますけれども、今後の企画部会におけま

す議論のテーマについて幾つか意見や提案をいただきました。 

 農協の組織ですとか、事業改革のあり方についてといった意見ですとか、女性の参画推

進に当たっての起業上の税制の問題ですとか、米だけではなくて魚、野菜も含め、またそ

の物流の効率化も含めた食料供給のあり方の問題、補助金の活用等の面でもっと使い勝手

のいい施策のあり方についての改革だとか、こういったテーマそれぞれ基本計画におきま

しても重要な施策の改革の柱になっている事頄でもありますので、今後企画部会の中で取

り上げていきたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

 それともう一つは、今後の農政の推進体制に関する提案をたくさんいただきまして、今

回の大綱、農政の大転換になりますので現場にその内容を徹底させるというような指摘も

いただきました。それにつきましては、中川大臣就任直後直ちに農政改革推進本部という

のを設置しまして、関係者一体となった改革に取り組む体制を整備し、それを運営、運用

していこうと考えているところですけれども、さらにそれを細かいところまで工夫をして

いきたいと思います。 

 その他の政策のＰＲをもっと工夫していくべきだとか、消費者とのコミュニケーション、

あとは現場の実態の把握、国民に対するいろいろな面での食料・農業・農村全般にわたる

話題づくり、こうした点は今日は時間がありませんでしたので申しわけありませんでした

けれども、さらに企画部会でもこうしたテーマにつきまして、もっと委員の方々からも意

見を聞きながら役所としても施策上の工夫に結びつけていきたいというふうに考えており

ます。 

 品目横断対策の要件に関しまして、国民により理解されるような透明感を持った対策に

というご指摘を何人からもいただきましたけれども、要件設定につきましては、決して農

家を切り捨てるものでもありませんし、また特認というやつがすべてを救い上げるための

ものでもありません。今回の要件の設定というのは一定のハードルを設定しまして、それ

をクリアしてもらうということをてこに構造改革を進めようというつもりで設定したもの

でございますので、その趣旨が貫徹できるように制度運営には努めていきますし、そのハ

ードルにつきましても決して固定的にするということではなくて、随時見直しをしていく、



いわば引き上げていくというようなつもりでいるということをご理解いただきたいと思い

ます。 

 森野委員から最後にご指摘ありましたけれども、品目横断的な経営安定対策を導入する

ということになりますと、現在講じております米の生産調整対策を自動的にといいますか、

整合性をとるために見直さざるを得ない面が出てまいりますので、その点が表裏一体の関

係にあるということが１点目。 

 あとは、基本計画の中間論点整理さらには閣議決定されました基本計画本体、両方とも

におきまして指摘されていることですけれども、産業政策といいますか経営政策としての

品目横断的な経営安定対策を新しく導入するに当たっては、それとセットで地域の農地だ

とか水だとか環境、そういうものが守られるような地域振興対策としての新しい対策をセ

ットで導入することを検討すべきというふうにされておりましたので、この２つの関係を

ここでは車の両輪の政策という位置づけにしてこういう表現にしているということでござ

います。 

 私からは以上でございます。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 今、12 時になったところでございますけれども、尐し延長させていただきたいと思いま

す。ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、引き続きお願いいたします。総合食料局長。 

○総合食料局長 

 米の需給調整の関係ですが、品目横断が平成 19 年から導入されるときに、この需給調整

を整合性ある形でかつ実行性ある形でちゃんとやっていくということが非常に現実的に難

しい、大事な要件でございまして、他方で担い手の育成、構造改革ということを阻害しな

い、むしろそれを促進するような形にしていく必要があろうということで、その辺十分関

係者と意見交換しながら対応していきたいというふうに思っております。 

 それから、自給率の関係がございましたけれども、協議会をつくりましてそれぞれ役割

分担をして、それぞれがどういうことをやるかということを行動計画という形で設定をし

て、それをさらに評価して次の年の計画に反映をしていくということで、最初の年でござ

いましたので、計画策定に多尐時間はかかりましたけれども、軌道に乗せて臨機応変に計

画の見直しをしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、外食のガイドラインの話がございました。これは、７月の末に公表いたしま

して、ＰＲをいろいろなことでやりますと同時に、行政の方でもブロック会議の説明会を

しますと同時に、こういうガイドライン、まさに実際にこれをなされる方々が取り組むと

いうことが非常に重要でございますので、それぞれの協会において、フードサービス協会

とか焼き肉協会であるとか、そういう団体の皆様もそれぞれ説明会なりブロック説明会を



して実行ある形で取り組まれるということで、大変我々としても今心強く思っているとこ

ろでございます。 

 それから、生産だけではなくて物流、消費までの施策をちゃんとやっていく必要がある

ということ、まさにそういうふうに我々もその重要性を認識しているところでございまし

て、物流コスト、全体の効率化ということを非常に重要だということで、その部分では農

協なり全農の物流コスト削減ということも非常に重要ですし、それから他方で市場などの

規制緩和も強く進めておりまして、手数料の自由化というのも日程に載っているところで

ございまして、いろいろな中で全体のシステムの効率化ということを取り組んでいきたい

というふうに思っております。 

 ただ、規制されている部分が非常に尐のうございますので、役所としてできるところと

いうのはなかなか限られておるんですけれども、ＩＴ技術の活用だとかいろいろな面で努

力をしていきたいと思います。 

 それから、もう一つ、鮮度などの市場などにおける品質管理ということがございました。

これも、物流効率化全体の中の一つの施策としてしっかり取り組んでいきたいと思ってお

りますし、市場の施設整備の中において品質管理をきちっとやることを一つの柱としてや

っているところもございます。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、消費・安全局長からお願いいたします。 

○消費・安全局長 

 まず最初に、平野委員の方から伝統芸能の重要性に関連をいたしましてご意見もござい

ました。私ども農林水産省の関連の施策としましては、今年、食育基本法が制定されまし

た。この中で食文化の継承というような活動も一つの重要な頄目になっております。 

 その中で、来年の３月末に政府全体としての食育推進基本計画がつくられることになっ

ておりますが、この一つの重要な頄目といたしまして、そういった食文化の継承のための

活動への支援というふうなものが入っておりますから、ここでより具体的なことが定めら

れていくと、また、政府全体として各省が連携をとって、これは農林水産省だけではなく

て文部科学省その他関連の省庁と連携をとって実行のある政策の推進を進めていきたいと

思っております。 

 特に農林水産省では生産現場を持っておりますので、子供たちのために具体的な農業生

産の体験をしてもらう。あるいは、見聞きをしてもらうというのが、そういうようなこと

で実態、現場のことをよく理解する中で世代を超えた継承というようなものができていく

んではないかと思っております。 

 それから、２点目に神田委員の方から適正農業規範、ＧＡＰの推進状況についてのご質



問がございました。これは、ごく最近取り組みを始めた施策でございまして、穀物ですと

かそれから野菜、果樹、そしてキノコ類といった４つの部門についてどういうふうにこの

ＧＡＰを進めていくためのマニュアルをつくっていくかというところが今やっとできた段

階でございます。各都道府県におきまして、今年度は 30 の都道府県で推進のための体制を

つくるということで今進めておりますが、10 月末現在では 26 の都県で既にこういった体制

はできておりますし、また 15 の産地で具体的な産地の取り組み、実証の試験というものも

行っております。まだまだこれは現場で広く定着するところまではいっておりません。試

行錯誤を重ねながらできるだけ生産現場の取り組みとして広め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、生産局長、お願いいたします。 

○生産局長 

 最初に、神田委員の方から野菜の残さというか畑のものはどちらに入るのかということ

なんですけれども、これは畑のものをえさに使った場合粗飼料というところで扱うという

ことととなっています。粗飼料自給率についても目標として 100％目指すということになっ

ておりますが、その粗飼料に入ります。 

 それで、話題になっておりました、お話に出ました食品残さの場合、濃厚飼料という扱

いで、これについても頑張るということでやっております。 

 あと、横川委員の方からいいものづくり、天地返しの話を例に、土づくりの話だろうと

思います。お話ございましたが、私どもは今年環境規範を定めまして、環境保全を重視し

た農業に全面転換するという方針を打ち出しております。このベースはあくまでも土づく

りだというふうに考えております。お話にございましたミネラル、これは私どもとしては

これからの生産対策の大きな視点であるというふうなことで、いいものづくりを進める中

で自給率向上にも資していきたいというふうに考えているところでございます。 

 あと、伊藤委員の方からＩＴの重要性、ございましたけれども、来年度新たな地産地消

の中で、これを使うモデル事業的なものを計画したりしておりますので、期待をしていた

だきたいというふうに思います。 

 あと、平社委員の方から飼料の関連で、資源循環の関連でお話ございまして、コスト的

に成り立たなければ持続もできない、経済ベース成り立たないというお話だったと思いま

すが、これにつきましては具体的な数字は私ども今年の３月に酪農及び肉用牛生産の近代

化を図るための基本方針というのを定めておりますけれども、その中でえさづくりなりあ

るいはふん尿の処理コストなども具体的に出しまして、経済ベースで成り立たたせるため

にどういうものが必要かということは一応お出しをしていると。 

 あと、水田の公的機能のような大きい話もあったわけでございますけれども、これにつ



いては既に公的機能としてどれぐらいやるかということについても出しております。いろ

いろな数字ございます。また具体的にご説明をしてみたいというふうに思っております。 

 私の方から以上でございます。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、経営局からお願いいたします。 

○経営局 

 それでは、まず忠専門委員の方からご指摘がございました自主販売している部分の取り

扱いでございます。 

 現在の担い手経営安定対策では、米の安定供給に資しているか、それから価格変動のリ

スクを背負っているかという点で対象となる米について要件をかけておりますが、今度の

品目横断的経営安定対策につきましては、そういうものをどうするかというものにつきま

しては、今いただいたご意見を踏まえながら検討してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 それから、宮田委員の方からこれから国の推進体制につきましてご意見がございました

が、これは中川大臣を本部長といたします「農政改革推進本部」を設けて、担い手育成、

それからこの品目横断的経営安定対策の周知徹底等、遺漏のないようにやっていくという

ことでございます。 

 それから、予算についても重要なので確保してほしいというご意見がございましたが、

現段階では先ほど申し上げましたように規模拡大あるいは集落営農の組織化ということで

どのぐらいの予算がということは、今明確にはできない状況でございますが、来年度にお

きまして正式に概算要求の段階で必要な予算を確保していくということでございます。 

 それから、中村委員の方から、これから担い手の明確化に当たって現場でトラブルが生

じる恐れはないのかということがございました。きっと認定農業者の規模拡大と集落営農

への組織化に当たって農地の取り合いといっていいんでしょうか、そういうことが起こる

懸念をおっしゃっているんだと思います。これにつきましては、再三我々としても懸念を、

現場にそういうトラブルが起こらないようにという指導をしておりますが、引き続き同じ

ような指導を徹底してまいりたいというふうに思っております。 

 それから、伊藤委員の方から産直など個人農家の自主的な営農についての支援という話

がございました。これ、直接的なお答えにならないとは思いますが、今回の品目横断的経

営安定対策の特例において、例えば有機農業のようなものをやっている、あるいは複合経

営でそれなりの所得を上げている農家につきましても対象となる道を一応開いております

ので、そういうのもご活用いただければというふうに思っております。 

 それから、吉川専門委員の方から現場が今回の品目横断的経営安定対策を使いやすいも

のにしてほしいというご指摘がございました。まさに過重な要件設定にならないように、



それについては十分留意して今後詳細を詰めてまいり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。 

○経営局 

 補足いたしまして、駒谷委員からご質問のございました農協の問題につきましてお答え

いたします。 

 全農の問題、今当省といたしましても取り組んでおるところでございまして、今月中に

改革案を省に出すということで、現在それを待っている状況でございます。 

 当然ながら、農家のための農協組織ということでございますので、そういった物流の問

題も含めて抜本的な改革というものを今求めております。農協法の改正というお話もござ

いましたけれども、農家がとにかく、農家が本来ＪＡを、農協をつくっておりますわけで

すから、その農家の意思が反映されるＪＡとなるように努力していただきたいというふう

に我々からも指導しているところでございます。 

 あと、里吉委員から農林公庫の機能がどうなるかというお話がございましたが、今政策

金融改革ということで、民間でできることは民間でということで見直しが行われていると

ころでございますが、22 日火曜日に諮問会議から出ました民間議員の原案によりますと、

農林漁業の超長期の融資の機能というのは残すということになっております。また、食品

産業に関しましては、大企業、中堅企業向けは撤退しますけれども、中小企業、零細企業

向けの貸し出しについては 10 年超の長期のものに限定はしますが、存続をさせるというよ

うな原案になっております。 

 我々といたしましては、民間でできる分野まで公庫がというわけにはいかないわけでご

ざいますが、民間でできない分野は今までどおりの機能が残るよう今後とも引き続き努力

したいと思っております。 

 以上です。 

○生源寺部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 まだ、委員の皆さんからご発言をしたいというところがあるかもしれませんけれども、

時間もある程度超過しておりますので、本日はここで閉じたいというふうに思います。 

 大変貴重なご意見あるいは重要なご指摘をいただきましたので、この部会の今後の議論

あるいは事務局での施策の検討に際して参考といいますか、踏まえていただければありが

たいと思います。 

 なお、次回の会議の日程につきましては、基本計画に基づく施策の具体化の状況を見な

がら事務局ともご相談の上決定し、追って文書でご案内を差し上げる、こういう形にいた



しますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日はこれで閉会いたします。どうもありがとうございました。 

（以上） 

 


