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「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する 

近畿ブロック会議概要 

 

平成 24 年１月 19（木）13:30～15:30 

京都テルサ 第 1会議室 

 

出席者：筒井農林水産副大臣、櫻庭食料産業局審議官、 

横山大臣官房参事官、菊池政策課課長補佐、大橋国際経済課専門官、 

嘉多山消費安全局総務課長、山本食料産業局企画課係長、 

児玉生産局総務課生産推進室企画官、 

榊経営局就農・女性課長、土屋経営局経営政策課専門官、 

齋藤農地政策課専門官、塩屋農村振興局設計課技術調査官、 

水間農村計画課課長補佐 

小栗近畿農政局長、藤池近畿農政局次長、磯部近畿農政局次長 

 参加者：近畿農政局管内各府県、市町村、農業者、関係団体 等 約 160 名 

 

１ 開会 

  筒井副大臣より挨拶 

 

２ 資料説明 

 横山大臣官房参事官、榊経営局就農・女性課長、櫻庭食料産業局審議官、児玉生産局

総務課生産推進室企画官、塩屋農村振興局設計課技術調査官より資料に基づき説明。 

 

３ 意見交換 

（１）各府県からの提案 

＜滋賀県＞ 

・ 筒井副大臣をはじめ、農林水産省の皆様におかれましては、日頃より滋賀県の農政推進

にご指導いただき感謝。 

【戦略１】 

・ 土地利用型経営においては、国の政策変更が経営に及ぼす影響は極めて大きい。施策・

事業の集中展開については、継続的・安定的な経営支援をお願いしたい。 

・ 集落営農組織による農地集積の促進については、1/17 に滋賀県で開催された説明会に

おいて、農林水産省から対応いただけると回答をいただいたので省略。 

・ 基盤整備事業関係として、（マスタープランを検討する中で、）担い手と農地所有者が、

農家負担のあり方等の合意形成により短期間に大区画化を進めることは困難。農業体質

強化基盤促進事業については、取組期間の延長と予算の確保をお願いしたい。 
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・ マスタープランに位置づけられた中心経営体への集積を進めるために必要な農業水利

施設の保全更新などの生産基盤整備事業について、集積目標や達成度に応じた促進費の

交付などの支援措置をお願いしたい。 

【戦略２】 

・ ６次産業化に関するハード事業については、小規模な事案でも取り組むことができるよ

うに採択要件の緩和をできるだけお願いしたい。 

・ 環境保全型農業に関し、本県は、近畿 1,400 万人の生活水源である琵琶湖を抱えており、

「環境こだわり農業」に取り組んでおり、今後拡大する必要。より安全・安心な農産物

の提供と環境と調和した農業を進める取り組みは我が国全体で取り組むべき事項。環境

保全型農業直接支払交付金については、恒久的な制度とし、より一層の拡大をお願いし

たい。また、支援の対象を地球温暖化防止や生物多様性保全に資する取組に限定せず、

農業濁水の流出防止など、「生活の水源となる湖沼の水質保全」に資する取組を追加・

拡大してほしい。 

・ 鳥獣害対策に関し、中山間地域において、土地利用型農業を推進する前提として、鳥獣

被害防止総合対策交付金については、将来にわたっての支援制度として位置づけ、同支

援制度の継続と所要の予算を確保してほしい。 

【戦略３】 

・ 農業水利施設を活用した小水力発電施設の整備を検討する際には、水利権に関する手続

きも多いことから、かんがい用水の発電用水利権の取得に関し、許可制度の見直しをお

願いしたい。 

【全般】 

・ 国民的議論の展開に関し、基本方針Ⅳの速やかに取り組むべき重要課題に「消費者負担

から納税者負担への移行、直接支払制度の改革、開国による恩恵の分配メカニズムの構

築を含め、具体的に検討する」とあるが、その具体的検討に当たっては、地域農業の実

情を十分踏まえたものとなるよう、早期に検討内容を開示し、現場の意見が反映される

ようお願いしたい。 

 

＜京都府＞ 

・ 京都府は、中山間地域が７割を占め、耕地面積も全国平均の２分の１程度の現状。 

京野菜や宇治茶などの取組の中で、企業的な農業経営体の育成等にも取り組んできたと

ころ。この 20 年間で野菜の産出額は 12.6％増加（増加率では全国５位）。 

・ 過疎・高齢化が進んでいる農山村集落においては、京都府独自の取組として、「命の里

事業」を展開。ここ２、３年の取組として、新たに 12 名が移住してきて、集落の平均

年齢が一気に５０歳以下になったという成功事例もある。地域で多様な担い手、人が住

んで、その営みがあるからこそ地域が守られ、守っていく農山漁村がある。経済のグロ

ーバル化が進む中、攻めの「産業政策」と守りの「地域政策」をバランス良く実施して
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いく必要。 

・ 「命の里事業」は、地域農業マスタープランと同様の発想であるが、「補助金」ではな

く「補助人」という考え方。府職員自らが地域に入って話し合いを進めて、集落のビジ

ョンを踏まえて地域課題に取り組むこととしており、それに係るソフト事業、ハード事

業を実施。 

【戦略１】 

・ 冒頭筒井副大臣がお話されたとおり、地域、農業は多様。従って、施策の現場での運用

において、全国一律とせず、柔軟に対応していくことをしっかりとやっていただきたい。

特に、戸別所得補償制度については、しっかりと国会、地域、都道府県、生産者の意見

を聞き、必要な見直しを行うとともに、安定した財源を確保し、農家の方が 10 年も 20

年も先を見据えながら生産・生活ができるよう法制化をやっていただきたい。 

・ 制度設計に当たっては、京都府やいろんな府県が取り組んでいる施策を支援するように

してほしい。 

・ 地域農業マスタープラン等について、地域の実態を踏まえた要綱・要領の作成、運用を

お願いしたい。 

 

＜大阪府＞ 

・ 大阪府では、平成 20 年４月から、「都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条

例」を施行。「食料・農業・農村基本計画」において都市農業の重要性を認識し、その

振興を図ることとしている。大阪府としては、国に対し、生産緑地における農業経営基

盤強化促進法の適用、貸借に係る相続税の納税猶予の適用、農業農村整備事業の要件緩

和など都市農業に関する施策を要望してきたところ。都市農業の推進の観点から以下の

提案を申し上げる。 

【戦略１】 

・ 「平地で 20～30ha の土地利用型農業を目指す」とあるが、大阪の農業経営体は野菜や

果樹等が中心であり、規模が小さい。このため、土地利用型でない園芸農業でも農業経

営体質強化に向けた方針と支援策を示していただきたい。 

・ 農地集積協力金についても、土地利用型農業に限定することなく、地域の実情に応じた

全ての中心となる経営体（野菜や果樹を含む）を対象にしてほしい。 

・ 事前に意見は出していなかったが、農地保有合理化事業について、大阪府ではこの制度

を活用して企業の農業参入、遊休農地対策を行っており、この事業の役割は非常に大き

い。実績的には少ないが、基本方針・行動計画においては、農地集積協力金と連動した

土地利用型農業が対象になると聞いている。このため、農地保有合理化事業についても、

土地利用型農業に限らず、農地利用円滑化団体と連携して取り組む府県公社の農地保有

合理化事業については補助対象にしてほしい。 

・ 米については、規模拡大だけでは効率化という観点からは十分ではなく、単収増の取組
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が必要。 

【戦略２】 

・ 成長産業化ファンドについて、想定される６次産業化事業体は大きな組織を想定してい

るように思われるが、小規模な業態でも支援してほしい。 

・ ６次産業化プランナーは非常に重要。その役割にふさわしい報酬が必要。 

・ 消費者との絆の強化に関し、地産地消に対する具体的な支援策を示して欲しい。 

・ 学校給食に関しては、食材の価格がかなり安い価格で取引されており、食育の見地で生

産者が協力しているのが現状。学校給食を一層推進するためには、文部科学省をはじめ

関係省庁との連携と財源の確保が必要。 

・ 革新的な技術の開発・実用化と普及を実現するためには、農業改良助長法に基づく普及

事業の役割が重要。人件費を含む事業費について、所要の交付金の確保をお願いしたい。 

 

＜兵庫県＞ 

・ 兵庫県では今年度長期ビジョン（10 年間）を策定するが、これからの農業の重要性に

鑑み、今回初めて県議会の議決を経て策定することとしている。 

【戦略１】 

・ 新規就農の増大に関し、国が画期的な制度として「青年就農給付金」を打ち出していた

だいた。兵庫県としてもこれを 大限活用する方針で、新規就農者の年間育成の目標を

拡大（200 人→300 人）するとともに、ＪＡ等による就農希望者向け実践的研修機会を

拡大したいと考えている。研修の受け皿を拡大し、ＪＡのプレゼンスをきちんと固めて

いきたいので国の支援をお願いしたい。 

・ 農地集積に関し、人・農地プラン作成については徹底的な話し合いなど時間や手間がか

かる。市町合併により 200～300 の集落をまとめていく必要があるが、マンパワー的に

大変。このため、「人・農地プラン作成推進専門員」設置のための国の支援をお願いし

たい。 

【戦略２】 

・ 兵庫県知事も、規模拡大による低コスト化も大事であるが、海外にはなかなか推してい

くことは難しいということで、品質勝負、ブランド化を進めるということを再々言って

おり、兵庫県庁内に昨年「ブランド指導相談室」を作り、積極的な取組を進めていると

ころ。 

・ 成長産業化ファンド設立に関し、農林水産関係部ではなじみが薄い。地元でも地方銀行

による農業者を対象とした融資商品（アグリサポートローン）がスタートしたというこ

ともあり、早速、部内でも勉強会を立ち上げ、銀行などの金融機関とも接触していきた

いと考えている。 

・ 成功事例の紹介。平成 22 年度から「ひょうご農業ＭＢＡ（Master of Business 

Agriculture）」をスタート。第 1期生が「太陽の会」を組織し、６次産業化に取り組ん
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でいる。兵庫県の場合、六次産業化法に基づく認定件数が全国４位（22 件）、そのうち

３割が当塾の卒業生。 

・ 中山間地域の活性化については、県庁ぐるみで「地域再生大作戦」として平成 20 年か

ら進めているところ。通販会社の(株)シャルレ（神戸市）と篠山市の集落が協定を締結

し取組を進めている。会社のイメージアップとともに、農村も非常に喜んでいる。今後

永続的に続いてほしい。また、現時点でこの他に数社同様の動きがある。 

・ 国産農林水産物の輸出戦略の立て直しに関し、香港を１つのゲートウェイにし、中国に

進出したいと考えている。それに向けて、中国向けのいろんな障壁があるので、国レベ

ルで是非とも緩和のための協議をお願いしたい。 

【戦略３】 

・ バイオマスの利活用に関しては、未利用系バイオマス 40％が今後の課題。 

・ 「あわじ環境未来島構想」について、国の特区の指定を受けたところであるが、実現に

向け、国のご支援をお願いしたい。 

 

＜奈良県＞ 

・ 平素より奈良県農政にご尽力いただき感謝。特に、今回の紀伊半島大水害では、早急な

対応をしていただき、筒井副大臣をはじめ、関係者の皆様に感謝。 

・ 奈良県農業の実態としては、大阪に近いということで都市近郊型農業を展開しているが、

小規模で稲作兼業農家が約９割を占めている。農業経営の実態としては、農業産出額が

413 億円（全国 45 位）、カロリーベースが低い施設野菜、果樹、柿、茶が中心。奈良県

ではマーケティング・コスト戦略を重視して取り組んでおり、高品質化・ブランド化を

進める中で、これまで奈良県農業を牽引するリーディング品目の柿、イチゴ、茶、キク、

大和畜産ブランドの振興、や将来の成長品目として若い人が興味を持っている大和野菜、

サクランボなどのチャレンジ品目の振興に新たに取り組んでいる。 

・ また、食の魅力の向上に係るイベントとして「奈良フードフェスティバル」を平成２１

年から行っている。奈良に「うまいものなし」と言われていたが、今般、ミシュランの

ガイドに奈良県から初めて 25 店が登録され、そういう機運が出てきているので、こう

いう取組を食の需要喚起という観点からこれからも強力に進めていきたい。  

【戦略１】 

・ 奈良県では、小規模な稲作兼業農家が大半を占め、一方で耕作放棄率が近畿で一番高い。

水田を維持保全していくにあたって、奈良は観光地という面もあり、農村景観を守って

いきたいという思いがある。水田を有効に活用するために、今の生産調整、減反率では、

全国の水田面積比率で比べると、10％程度と厳しい状況。公平性・平等性の観点から是

非リセットしてほしい。 

・ 農業振興全般に関わる国と地方の役割、地方への予算の考え方について、３年前の民主

党マニフェストの政策集にも明記されているが、地域の幅広い裁量を認めた一括交付金
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の創設の検討を是非お願いしたい。 

・ 担い手への農地の集積に関し、人・農地プランの策定に向けて、奈良県は、都市近郊に

位置し集約的な農業を展開していることから、水田の大規模な集積には課題が多い。ま

た、担い手が高齢化する樹園地、茶園等での集積も進めていく必要がある。このため、

農地集積協力金などの農地の出し手対策について、弾力的な運用を是非お願いしたい。 

・ 将来的には、土地の総合的利用として、農業的利用と企業誘致による非農業的利用があ

り、兼業農家の重要な所得確保の観点（工場で働きながら農業もやっていって農村地域

を守っていくという考え方）から、都市計画におけるゾーニングで永続的な優良農地の

確保・担い手への農地集積と、地域雇用の場の確保に向けたバランスある土地利用が担

保できる一体的な新たな土地利用計画制度の検討をお願いしたい。  

【戦略２】 

・ ６次産業化などの取組を推進するための施設整備等について、小規模な取組であっても

支援していただけるよう弾力的な運用をお願いしたい。 

・ 流通の多チャンネル化に際し、地方卸売市場の活性化が奈良県の重要な課題。関係者と

協議中であるが、市場関係者が自由な取引ができるよう、中央卸売市場、地方卸売市場

の区分をできるだけなくすといった抜本的な検討をお願いしたい。 

【戦略３】 

・ 地域における再生可能エネルギーの活用に関し、現在、関西電力と連携しながら、エネ

ルギー利活用の基本的な考え方を検討。農業分野では、県営のため池、農業用ダムでの

太陽光発電や小水力発電について、林業分野では木質バイオマスの可能性についても調

査検討を開始する予定。幅広い施策の充実をお願いしたい。 

 

＜和歌山県＞ 

・ 昨年９月の台風１２号からの復旧（特に、傾斜 20 度超の農地の復旧に係る政令改正）

に際して、筒井副大臣様をはじめ、その他関係者にご尽力いただき感謝。 

【戦略１】 

・ ＴＰＰへの参加・不参加にかかわらず、農業の生産性や競争力強化は必要。基本方針・

行動計画において、全国で平地で 20～30ha の土地利用型農業を目指すという考え方に

は賛成だが、現在行われている戸別所得補償制度はこれに逆行するのではないか。今後、

基本方針・行動計画に基づき進めていくということであれば、戸別所得補償制度につい

ては、一定規模以上とする（面積要件を設ける）など整合性を図る必要。 

・ 戸別所得補償制度の影響ではないと思うが、一方で、農業基盤整備事業等が大幅に減額

となっている。和歌山県は、林野地域、山林地域が県全体の約 77％を占めており、農

業には非常に不利な状況で、果樹農業に主体をおいた経営がなされている。労働集約型

農業が展開されており、そういったところへの基盤整備予算等について配慮願いたい。 

・ 新規就農に関し、和歌山県の長期総合計画においては、年間 200 人を目標としているが、
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年間約 180～190 人でほぼ達成しているものの、耕作放棄地が増加している状況。この

状況を改善するためには、農地法の改正を行い、企業の農業参入を一層推進すべき。農

地法に基づく農業生産法人の要件緩和をしてほしい。 

・ 農地法に基づく農業生産法人の要件緩和が難しいようであれば、農協において、より効

率的な経営ができるよう農協の代表理事の権限強化に向けた法律改正等をお願いした

い。 

・ 鳥獣害対策は滋賀県からの提案があったので省略。24 年度予算において鳥獣害対策予

算が減額になっているのは非常に残念。 

【戦略２】 

・ ６次産業化については、滋賀県、大阪府から説明があったので、省略。 

 

（２）各府県の提案に対する農林水産省の回答 

＜横山大臣官房参事官＞  

まず、全体的にいくつかの事業について要件緩和のご意見をいただいている。24 年度予

算については昨年末に閣議決定し、いよいよこれから実行していくので、運用改善で対応

できる部分についてまずは取り組んでいきたい。運用改善だけでは難しい場合は、25 年度

予算に向けてさらに検討していきたい。ただし、納税者の理解を得ていく必要があるので、

よくご相談させていただきながら進めていきたい。 

現地の意見をよく踏まえてというご意見を多数いただいている。大臣、副大臣等から、

農水省は現場があってはじめて成り立っている役所であるということを言われており、現

場主義を徹底するようご指導いただいているところ。引き続き、よくご相談させていただ

きながら、農林漁業の再生については、国だけでもできないし、県だけでも、市町村だけ

でもできないので、みんなが一体となって取り組んでいく必要。以下、各局より回答させ

ていただく。 

  

＜経営局 榊就農・女性課長＞ 

  事務的に回答できる範囲で回答させていただく。戸別所得補償制度の法制化については

後ほど筒井副大臣より御回答させていただきます。 

  人・農地プラン、農地集積協力金について、土地利用型中心、土地利用型のみといった

ご意見をいただいたが、決してそういうことではない。先ほどの説明においても触れたよ

うに果樹や野菜も含めて中心的な経営体を定めていただき、その方を中心に展開をしてい

く場合は対象となる。農地集積協力金の対象者は戸別所得補償制度の加入者になるが、水

田と畑地を併せて農地の提供を頂いた場合は、畑地も含め、対象としている。 

  また、農地集積を図る上での人の雇用、臨時雇用などの事務的経費の負担についての要

望があったが、戸別所得補償の推進事業において、臨時職員を雇用することもできるので、

具体的な事業の実施に当たっては、農政局に相談いただきたい。 
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  兵庫県から、新規就農の支援ということで、研修、ポジティブキャンペーンといった前

向きなご提案をいただいたが、今回の給付金は本人に行くことになっているが、例えば県、

市町村で給付事務をとっていただく際に必要となる事務費も用意をしているので、そうい

ったもので対応できるものは対応していただきたい。また、全国的なキャンペーンについ

ては、先ほどの説明では触れなかったが、民間機関を活用した全国レベルで就農相談等を

行う事業も盛り込んでいる。ご提案の趣旨はそういった中にも大いに反映させていただき

たい。 

  農地法の生産法人の要件緩和のご意見もいただいたが、これはいろいろな議論があって、

21 年の改正がなされたところ。ご意見は承るが、当面は、今の仕組みをもう少し活用でき

るような方向でご検討いただきたい。 

  農協の理事の権限強化については、農協の理事、代表理事がリーダーシップをとってと

いうことはごもっとも。団体等を指導する際には、今後ともそのように指導していきたい。

制度運用改善についてはご提案として受け止めたい。 

 

＜食料産業局 櫻庭審議官＞ 

 まずは、６次産業化に関する小規模の事案については実施可能。具体的な相談をしてほ

しい。ただし、六次産業化法に基づく認定は必須。 

 兵庫県から意見のあったサポートセンターの関係では、24 年度予算で対象経費の拡大を

図っており、サポートセンターがより使いやすくしているので活用いただきたい。  

  大阪府から地産地消、特に学校給食について意見があったが、学校給食に関しては、現

在、６次産業化事業（地産地消関係）の中で納入業者や関係者の交流事業をメニューの中

に入れているので、活用してもらいたい。ただし、内閣府の第２次食育計画の中で、地場

食材を 27 年度までに 30％という目標が掲げられており、地産地消を推進する上で重要な

目標と考えているので、対応させていただきたい。 

  ファンドの関係でいくつかご意見をいただいたが、１点目としては、地域の実情に応じ

た対応をしたいと考えており、小規模でもＯＫ。ただし合弁会社を作るのが大変だと思う

ので、地域の実情に応じた出資に係る要件などを制度設計の中に入れていきたいと考えて

いる。 

兵庫県から勉強会を立ち上げ、銀行と連携を図っていきたいという話があったが、現在

地銀協の方から申し出があり、勉強会を３、４回実施（33、34 行の地銀が参加）。地銀は

各自治体（特に、府県）と相談して対応していきたいということを聞いている。今後、フ

ァンドの法案の（国会）提出後になると思うが、地域の実情に応じて説明会を開きつつ、

きめ細やかな対応をしていきたい。 

中国の輸入障壁の解消に向けた交渉については、検疫関係については、科学的見地から

交渉を行うことが基本。日本の状況を丹念に説明し、一刻も早く解除してもらえるよう努

めたい。 



- 9 - 

「あわじ環境未来島構想」については、農林水産省として具体的に何ができるのかとい

うことを担当レベルで相談させていただきたい。 

奈良県から、卸売市場関係のご意見をいただいたが、趣旨を確認したいので、担当官を

派遣する。 

再生利用可能エネルギーについて、農水省としては基本的に推進していく立場であり、

調査事業を通じて適地としてどの程度あるかということを府県の皆様と相談しながら、ど

ういう事業ができるかということは 25 年度要求以降になる。また、この７月には買取価格

が決定されることもあることから、それらを基にコスト計算もできる。 

 

＜経営局 榊就農・女性課長＞ 

 戸別所得補償制度と農家の規模について、和歌山県からご意見いただいたが、戸別所得

補償制度では農業者の規模の限定はしていないが、全国一律の単価にすることによって、

実は、大規模農家によりメリットが生じる仕組みになっている。農家が規模拡大をし、コ

ストを削減していけば、どんどん、ある意味儲かるような仕組みになっている。大規模農

家にできるだけシフトできるような内容になっており、実際、大規模農家に多くの額が支

給されており、決して矛盾するような内容でないことをご理解いただきたい。 

  

＜生産局総務課生産推進室 児玉企画官＞ 

 まず、滋賀県からいただいた環境保全型農業に関し、環境保全型農業直接支援対策では、

水質保全単独では支援の対象に追加することは難しい。ただし、24 年度から地域の環境や

農業の実態などを勘案した上で、地域を限定して支援の対象とする「地域特認取組」が始

まる予定。この中で、「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」といった取組も

あるので、検討してほしい。 

 野菜・果樹の振興については、園芸作物についても品目の特性を踏まえて、経営の安定、

産地育成、体質強化のために対策を強化。具体的には、園芸作物に係る施設整備の支援、

野菜価格低下に伴う生産者補給金交付、果樹の改植に伴う未収期間の経営対策支援などを

行っていく予定。 

 大阪府から提案のあった食用米の単収の改善（品種改良の関係）については、現在、「水

田の潜在能力の発揮などによる農地周年有効活用技術の開発」が委託プロジェクトで行わ

れている。こちらで米の単収増に関わる品種改良等の研究が行われている。 

 普及については、交付金とは別に新たに「産地活性化総合対策事業」の中で、普及活動

が行う実証ほの展示、技術指針の作成の支援を行う予定なので、活用してほしい。 

 鳥獣害対策については、24 年度概算決定から、新たに鳥獣被害実施隊に対し支援を充実

するので、活用してほしい。 

 共同利用施設について、強い農業づくり交付金自体が減額されているが、24 年度から創

設される「地域実施戦略交付金」（一括交付金）を活用することで、これまで以上に地域の
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実態を活かした取組が可能なので、活用してほしい。 

 

＜農村振興局設計課 塩屋技術調査官＞ 

 小水力については、手続きの簡素化についてはいろんな方々から聞いているが、農業用

水の中でみなそうとする場合、一定程度簡素化はされている状況。河川の他の利用者から

の同意は不要。特に、従来、慣行水利権に関しては、小水力発電を行うに際し、許可制に

替えてくれということで言われていたが、それはしませんよということで河川管理者側に

も農水省として主張している。従属の範囲で小水力発電を行うに当たって、慣行を許可制

にするということにはならない。１級河川において県管理区間があるが、今まで県管理区

間も小水力発電に関しては、国交大臣の許可が必要だったが、県知事に権限を移譲すると

いう形になっていると聞いている。国交省との協議の中で、国交省の基本的な考え方とし

ては、新たに水利権を取得する際には他の利水者とのバランス、公平性といった観点から

届け出制で良いとはなかなか言えない状況。新規の場合は、新たな水利権として取得して

いただく必要。 

 

＜消費安全局総務課 嘉多山課長＞ 

 肥料、堆肥については、食品の基準値とは直接リンクしていない。事故前の農地土壌の

放射性セシウム濃度があったという範囲以下の濃度で設定しているので、食品の基準値が

新しくなったとしても、直ちに変える必要はない。 

 一方、飼料については、飼料を食べた畜産物についてどのくらい影響があるかを検討し

ており、早急に見直しを検討し、新基準の施行に向けて、皆様ともいろいろ連携していき

たい。 

 

＜筒井副大臣＞ 

初に、農政・施策の継続性について、安定化という要請がございました。猫の目行政

で被害を受けるのは現場の皆様でございます。これは何としても避けなければいけない。

猫の目行政の正反対は法制化でございまして、中山間直接支払制度も法制化したいですが、

も法制化したいのは戸別所得補償制度でございます。今年度においても法制化の努力を

いたしました。今、参議院がああいう状況ですから、自民党・公明党の賛成がないとその

法制化ができないという実情。しかし、今年度分に関しては、ばらまき４Ｋの１つとして

位置づけられており、あの時はとりつく島もありませんでした。来年度、今年の４月から

ですが、今年の４月分に関しましても何とか法制度の話をしたい。３党協議をやったとこ

ろ、前回のようにとりつく島がないことはありませんでした。しかも、その考え方の内容

は、本質的な、基本的な対立はありませんでした。せいぜい名称の件、変動部分の仕組み

を少し修正するという部分であり、十分私たちとしては対応することができるという判断

でございましたが、 後は、結局政局的な観点から拒否されまして、それが不可能になり
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ました。しかし、この法制化はあきらめている訳ではなくて、来年度、その次のやつに向

けた法制化に向けた協議に向けた努力を一生懸命やっているところ。 

２点目に、戸別所得補償に係る規模の件について、今事務方の方からありました。所得

補償をなぜ農家にだけ支給するんだということが他の所からも一部ありますが、この理論

的根拠というのは、食料安全保障、多面的機能。農家はこれを無償で果たしている。その

多面的機能の経済的価値は、日本学術会議の計算によると、農業は年間で約 10 兆円の経済

的価値を無償で果たしている。そのほんの一部を対価として支給している。この多面的機

能、食料安全保障は、大規模農家だけが果たしているわけではなく、小規模農家もその面

積に応じて果たしている。小規模農家も多面的機能を果たしているのに、小規模農家を

初から除外するということは根拠がない、合理的理由がない。しかし、先ほど事務方が説

明したように、面積に応じた支給をするということで加入率も圧倒的に大規模農家が多い。

支給額の大部分が大規模農家に支給されている。よく批判されているので、一言強調して

おきたいと思いますが、生産費と販売価額との差額を、全国平均との差額を全国一律に支

給すると、これは私が冒頭説明した各地域の実情に応じた制度と矛盾するんじゃないかと

いうご意見の方もいらっしゃいますが、それは全く逆で、全国平均で支給した結果どうな

るかというと、規模を拡大してコストを削減した地域、農家はその分利益が上がる仕組み

になっている。もちろん販売価額を全国平均より上げる努力をしている農家は、その分利

益が上がる。大規模化、コスト削減、付加価値を高めて販売価額を上げる、こういう努力

に対するインセンティブが働くシステムになっている。そういう点を是非ご理解いただき

たい。 

それから、競争力についての話もありました。規模を拡大してコストを削減するのは競

争力を高めるためには必要なことである。しかし、日本の自然条件、東南アジア全体もそ

うですが、米国の平均耕作面積 200～300ha、豪州の 2,000～3,000ha というところと、規

模拡大の点で、競争力を持てるかというと不可能だと思っている。しかし、それでもその

努力はする。その上で、「安全性」と「食味の良さ」で、さらに競争力を高めていかなけれ

ばいけない。戦略１、２、３により、コストの削減と、品質の高付加価値化を一体的に取

り組んでいく必要。 

 

（３）会場との質疑応答 

＜市町村＞ 

人・農地プランの考え方に関し、「地域の中心となる経営体」として認定農業者等をイメ

ージしているが、篠山市では集落の単位が小さく、認定農業者の考え方としては市として

中心となる経営体というイメージ。いろんな補助事業の関係で人・農地プランの認定が求

められるが、認定農業者の場合、多くの場合、地区を越えて農地を保有。例えばスーパー

Ｌ資金を活用しようとする場合、認定農業者が所有する一部の農地があるために、実質的

にはほとんど関係ないような集落においてもプランを立ててもらわないと補助対象になら
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ないのか。 

新規就農について、地域の中から生まれてくる新規就農もあるが、I ターンなど新たに

外部から入って来ることが非常に多いが、入ってくる集落でプランを立ててもらわなけれ

ば、新規就農の支援をもらえない形になる。 

上記の新規就農の場合及び認定農業者については、市として人・農地プランを作成する

ということで対応できないか。 

 

＜農業関係団体参加者＞ 

 農の雇用事業は現在２年間となっているが、新規就農者が雇用されている間に独立の力

が大きくつくと思われるので、５年間に延ばしていただきたい。 

 

＜農業関連企業参加者＞ 

 建設コンサルタントで営農計画を担当。農地の集積について、合意形成は短期間にでき

ないので、大区画化を進めることは困難だという滋賀県の意見に賛成。10ａ当たり 10～20

万円の補助金で 30ａに、30a を１ha に拡大するのは時間がかかると思うが、特効薬とかい

つまでという運用期間等はあるのか。 

 

＜経営局 榊就農・女性課長＞ 

人・農地プランについて、いろんなケースがあろうかと思われる。「地域集落」と書いて

ある通り、必ずしも集落である必要はなく、ある程度のまとまりを持ってプランを作ると

いうことも当然あると思っている。地域の実情に応じて行ってもらってよい。 終的に市

町村で作成することとなるが、自分たちの地域をどうするんだということがベースになる

ので、 初からあまり広げすぎない方が良いという点も留意頂きながら、地域の実情に応

じて作成頂きたい。 

新規就農者、特に I ターン等の新規参入者などの場合も人・農地プランに位置づけてい

ただくことを要件にしているが、特にＩターンの場合、地元に受け入れられ、地元の方に

育てていただくこと、その集落できちんと位置付けてもらうことが大事。市町村の実情に

応じ工夫して頂ければ良い。 

 農の雇用事業については、本年度に１年から２年へと延長する際にかなり苦労したとこ

ろ。それを更に延長ということであるが、要望としては承った。 

 

＜農村振興局設計課 塩屋技術調査官＞ 

基盤整備の関係は、農業体質強化整備促進事業が 23 年度補正予算から 25 年度までとな

っており、担い手への農地の集積を進めるに当たって、基盤整備事業を進めていくことは

１つの方向。26 年度以降どうするかということに関しては、25 年度までの実績を踏まえ、

改めて検討していきたい。 
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＜筒井副大臣＞ 

長時間にわたり、いろんなご意見・提言をお寄せいただき、感謝。もっと質問を出した

いという方もいらっしゃると思いますが、また、こちらも更に訴えたいこともありますが、

時間の関係もありますのでここで終了させていただきたい。 

 

４ 閉会 

以 上  


