
第２１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１５日（金）９：３２～１２：３５  

   

場所：日本郵政公社本社２階共用会議室Ａ～Ｄ  

   

   

○生源寺部会長  定刻となりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会

第 21回企画部会を開催いたします。  

 なお、本日は江頭委員、大木委員、古賀委員、森野委員が所用によりご欠席でござい

ます。また、立花委員が尐し遅れて到着されるということでございます。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 89 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。  

 本日は岩永副大臣と大口大臣政務官にご出席をいただいております。  

 それでは、岩永副大臣にご挨拶をお願いいたします。  

○岩永副大臣  皆さん、おはようございます。  

 ただいまご紹介にあずかりました、今回の第２次小泉内閣の組閣で、島村大臣のもと

で副大臣を仰せつかりました岩永峯一と申します。かつて農水の大臣政務官をあずかっ

ておりまして、大変農水省とは縁の深い男でございます。  

 先生方におかれましては、本年１月から、食料・農業・農村基本計画の見直しに関し、

大変熱心に、積極的なご議論をいただいてまいりましたことを心から厚く御礼申し上げ

る次第でございます。  

 本日の議題であります新たな経営安定対策についてでございますが、ご承知のとおり、

消費者や食品産業のエンドユーザーからの品質や量的な面での要求に対応して、今後ど

のような農業経営を展開していくか、こういう議論でございます。私、先般も省での就

任挨拶の中で、グローバル化が進展する中で我が国の農業が世界の勝ち組になる必要が



あるが、このためには、やはりその国家において、世界でもっとも精度の高い安全・安

心な農産物の供給を行うことだと申し上げたわけでございますが、こうした面も踏まえ

て、ひとつ先生方のご議論をお願い申し上げたい、このように思います。  

 ２つ目は、土地の集約化や一戸一戸の農家の生産面積の拡大等を推進してきたことで

専業農家の経営規模は大きくなったけれども、本当に、集約化された農業経営体の経済

力が増したか、そして儲かる農家になってきたかというと、大きな格差がございます。

そういう部分で、土地利用型農業の構造改革の加速化を図るためにも、今後、担い手に

焦点をあてた経営対策をどうしていくべきかということについて、ひとつ先生方のご議

論の中で方途を見出していただければ大変ありがたい、このように思っている次第でご

ざいます。  

 先生方には忌憚のない活発なご議論をお願い申し上げまして、簡単ではございますけ

れども、ご挨拶とさせていただく次第であります。  

 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。  

 それでは、議事に入りたいと思いますので、テレビカメラのクルーの皆様におかれま

しては、このあたりでご退室をお願いいたします。  

 本日の議題は、経営安定対策でございます。  

 議事の進め方でございますが、まず、事務局からできるだけ端的に資料の説明をお願

いし、その後、最大 12時 30分までを目途に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、資料の説明をお願いします。  

○須賀田経営局長  経営局長でございます。  

 本日、資料１、２の２種類の資料を配付させていただいております。  

 資料１でございます。  

 品目横断的な経営安定対策についてのおおよその考え方をお示ししております。  

 １ページでございます。  

 なぜ担い手を対象とした経営安定対策が必要かということを４点、左に挙げておきま

した。すべて皆様方ご承知の事項でございます。要は、農産物の価格は市場で決めよう、



その中で所得対策を担い手に絞って実施しようという大きな流れがあるわけでござい

ます。そして、パターン化した作付、畑作輪作あるいは米、麦、大豆という水田営農、

ブロックローテーション等で取り組まれておりますけれども、そういうものは一括りに

して経営対策、担い手に焦点を絞って経営対策を講じよう、それによって担い手に経営

資源が移転できるよう構造改革を進めるんだと。構造改革を進めるための手法というの

が、この経営対策の主眼でございます。  

 そういうことによって食品産業等の実需者からもちゃんと受け入れられるように、ま

た、国際規律と整合性を持たせて安定した仕組みにしたい、これがねらいでございます。  

 ２ページでございます。  

 国際的な潮流ということで、ＥＵとアメリカの仕組みの変化、政策の変化を掲げてお

きました。  

 ２ページがＥＵでございます。２回改革をしておりますけれども、左の上が 92 年の

改革でございますが、図にございますように、ＥＵにおきましては支持価格を下げまし

て、その代わりに直接支払を講じたということでございます。その際 15％の休耕とい

うセッターサイドを義務づけまして、このときには作付面積に連動した支払いの仕方と

いうことでございます。細かくは言いませんけれども、これがＷＴＯの規定上は、右側

にございますように生産調整関連、青の政策ということで、現在のところは削減対象外

という仕組みでございます。  

 それを 2003年、下でございますけれども、直接支払を 75％部分と 25％部分に分けま

して、75％部分は作付面積連動をやめて一定の固定的な支払いに変えたということで、

これが生産とは切り離された、いわゆるデカップリング政策ということで、国際規律上

も許容される緑の政策でございます。  

 ３ページは、アメリカの政策の変化でございます。アメリカにおきましては手厚い保

護がなされておりました。96年の農業法のときでございます。左側にございますよう

に、目標価格を決めて不足払をしておったわけでございます。これを 96年に、右側に

ございますように直接支払に変えたということでございます。③にございますように、

この支払額は基準となる期間の面積の 85％に単収単価をかけて決めてございますので、



現実の生産とは切り離されているということで、デカップリング、緑の政策ということ

になっております。  

 それを 2002年、下でございます。世界全体の景気が悪くなって穀物価格が低迷した、

農家の所得が下がったということで、再び目標価格というものを持ち出しまして、直接

支払との間を埋めるような価格変動対応型支払を講じたということでございます。  

 これ、細かくは申し上げませんけれども、今回のＷＴＯの枠組み合意の中に、新たに

生産調整をしなくてもいい青の政策が講じられるということで、それに適合していると

アメリカは主張しておりますけれども、他の国は認めていない状況でございます。  

 ４ページでございます。このような世界的な政策の変化を十分念頭に置く必要があろ

うかと思いますけれども、日本の事情というものがございます。左側に大きく３つ書い

てございますけれども、アメリカ、ＥＵとの違いでございます。１つは、日本の場合は

構造改革が非常に立ち遅れているということでございまして、我が国には構造改革を推

進し、担い手を育成する必要性があるということでございます。  

 それから、需要に応じた国内生産の確保を図る必要があるということで、やはり生産

の振興を図らなければ、つくってもつくらなくてもお金をやるよというのは、我が国に

おいてはなかなか難しい政策でございます。  

 一番下でございますが、我が国はアジア・モンスーン地帯にあるわけでございまして、

特に水田等、その土壌条件、自然条件から休耕等の措置をとるとすぐ荒れてしまうとい

う問題があるわけでございます。したがいまして、矢印が真ん中に出ておりますけれど

も、ＥＵ、アメリカとの違いに着目をいたしまして、やはり担い手に焦点を絞ったもの

にする必要があろうということと、それからその下、支援条件の設定ということで、や

はり何らかの営農努力をしている者に対する単価、あるいは環境への配慮、こういった

ものを条件づける必要があるのではないかということでございます。  

 ただ、それを強調しておりますと、右側に書いてございますけれども、国際規律から

見ると、生産と切り離されたものでなければなかなか容認されない仕組みになっており

まして、営農努力をきちんとしている者に対して講じなければならないという日本の事

情と国際ルールとの整合性をどのようにとっていくかということでございます。  



 特に国際ルールの中では、新しく個別品目にＡＭＳの上限が入ってくる、個別品目ご

とに保護水準の上限を設定するような流れになっておりまして、その辺も勘案する必要

があろうかと思っております。  

 ５ページ以降には、中間論点整理を左側に書きまして、主な検討課題を右側にピック

アップしておきました。今後、この主な検討課題に即して資料を説明させていただきた

いということでございます。  

 飛びまして、７ページでございます。品目横断政策のイメージでございまして、現在

の政策は左側、今後、講じられるであろう品目横断政策のイメージを右に掲げてござい

ます。  

 左側にございますのが現行政策でございまして、上が水田作でございます。現在、米、

麦、大豆とございまして、お米の場合は固定的な所得対策は講じられておりませんで、

価格が低落した場合に一定の補てんをするという収入変動補てん方式が講じられてお

るわけでございます。小麦の場合は麦作経営安定資金ということで、コストと販売価格

の間を助成金で交付するという、いわば固定的といいますか、毎年変わっておりますけ

れども、所得の支援策が講じられております。大豆の場合は、お米と麦の両方。交付金

という形で一定の額が交付されると同時に、価格が低落した場合の補てんという、上に

「豆経」と書いてありますけれども、こういうものが講じられておるということでござ

います。  

 これが品目横断になりますと、右側にございますように、固定的な支払い、緑と黄色

で四角がありますけれども、緑と黄色の固定的な支払いと、全体として販売価格が変動

した場合に、その変動が経営に与える影響を緩和する仕組みと２つを講じたいというこ

とでございます。  

 この直接的な支払いの中に、ただいま申し上げました営農努力、あるいは生産振興に

基づく支払いと、そうでない、生産と切り離された支払い、２種類を考えていきたいと

いうのが日本型の直接支払のイメージでございます。  

 同様、下に畑作を掲げておきました。畑作の場合は、麦、大豆は水田作と同様でござ

いますけれども、てん菜とでん原用ばれいしょ、これは北海道に限らせていただいてい

るわけでございますが、てん菜の場合は製糖企業からの調整金、あるいは国からの交付



金が企業に講じられまして、その分、農家から高く原料を買うという仕組みでございま

すし、でん原用のばれいしょにつきましては、やはり企業がトウモロコシでん粉、コー

ンスターチと国内の高いでん粉を抱き合わせるという仕組みによって、その分、農家か

ら高くばれいしょを買うという仕組みでございまして、市場原理が農家との取引のとこ

ろに入ってございません。まずその部分を変えた上で、水田作と同じような右の仕組み

を考えていく必要があろうかと思っております。  

 ８ページでございます。これまでもご紹介を申し上げましたが、この政策の対象経営

をどのように考えるかということでございます。  

 冒頭申し上げましたように、この政策は構造改革を推進するための手法でございます。

そのために、そこにございますように、目標は「効率的かつ安定的な農業経営」という

ところでございますけれども、まだこの目標に達している経営体が尐うございますので、

ある程度のハードルを用意いたしまして、それを超えた経営につきまして、対象にした

いという考え方でございます。  

 ９ページは前回もお示しいたしました。目標とする効率的かつ安定的な農業経営とは

何かということで、他産業並みの所得を上げる─いろいろご議論ございましたけれども、

530万円という設定をして大雑把に試算してみると、このような規模の経営が考えられ

るということでございます。  

 10ページでございます。現在、米政策の改革、今年度から取り組んでございます。

この中に、担い手に対して特別の対策を講じます担い手経営安定対策というのがござい

まして、その担い手の要件を掲げておきました。この経営安定対策の担い手の要件は、

認定農業者で、北海道で 10ヘクタールの規模、都府県で４ヘクタールの規模、そして

特定農業団体またはそれ並みの集落営農組織は 20ヘクタールの規模でございます。  

 これはどのような考え方かというと、右側に書いてございます。我々は「農業構造の

展望」というのをつくってございますけれども、そこでの効率的、安定的な農業経営の

規模の約２分の１の規模ということで設定させていただいております。これに対しては

いろいろなことがございまして、知事特認ということで、中山間地帯の要件緩和等々の

措置を講じながら、今、進めているところでございます。  



 では、今回の政策はどのような要件にするかということでございますが、11ページ

でございます。右からいきますと、グリーンで囲っておりますのが先ほど試算として申

し上げました目標となる経営体でございます。他産業並みの所得を確保し得る経営体と

いう目標がございます。一方で、今、申し上げた米の政策改革における担い手の要件は、

一番左に置いてあります。今回のこの経営安定対策は平成 19 年から実施することを考

えておりまして、直線的に線を引かせていただきましたけれども、米の政策改革から１

歩、２歩、３歩進んだ要件が必要ではないかと思っております。  

 その要件を考えるに当たっての留意事項がございます。12ページでございます。  

 ３つ掲げておきました。今の、担い手とは何かという対象経営を考えるに当たりまし

て、全国同じ作物をつくっているわけではございませんので、同じような規模でありま

しても、作付体系の違いによって得られる所得は異なるわけでございます。例えば「北

海道の畑作輪作」といいましても、中には野菜等の高収益性作物も作付している複合経

営もございます。このような経営の取り扱いをどのように考えるかという問題がござい

ます。我々としては、所得を上げておれば、それは経営体の大きな要素でございますの

で、こういうような経営も、できるだけ実情を勘案して対象にすることが適当なのでは

ないかと考えております。  

 真ん中が、いろいろご議論ございましょうけれども、条件不利地域、中山間地域につ

いてどう見るかということでございます。現場からは、中山間地域は物理的に規模拡大

が困難な地域であるから要件を緩和すべきではないかという考え方も寄せられており

ます。今、米政策の場合は要件を緩和しているわけでございますけれども、効率的、安

定的な経営体という場合には、あくまでも一定の所得を上げることが条件でございます

ので、そういう考え方と要件緩和は相容れないのではないかと考えております。  

 それから、経営改善の取組要件でございます。  

 入口のところだけ要件を満たしていて、その後どうなるのかというご議論がございま

した。「ちゃんと目標に向かって経営改善努力をします」と最初のとき言っておりまし

ても、その後でそういう努力をしない、コスト低減の努力をしないということも考えら

れるわけでございまして、そういう場合にはフォローアップ体制を整えて、いかがわし

いことをすれば政策の対象から外すような仕組みが必要だろうと思っております。  



 13ページでございます。これは前回もお出しいたしましたが、集落営農といって単

に集まっただけでは駄目だろうというお話がございました。中に特定農業団体というこ

とで、法人化計画を持ち、代表者に関する規約があり、一元的な経理をしている等々の

経営体としての実態を備えたものでなければ、やはりこの政策の対象経営にするのはお

かしいのではないかという議論がございましたが、米政策改革でもこのような扱いをし

ているところでございまして、本政策でもこれを踏襲するのが適当なのではないかと考

えております。  

 14ページは飛ばしまして、15ページをお願いします。これまで出てきましたけれど

も、生産条件の格差を考えた直接支払が適当ではないかという議論がございます。  

 どういう意味かというと、例えば、大豆の場合でございます。左側からでございます

けれども、アメリカから輸出される場合には、アメリカの生産コストがありまして、市

場価格がそれより低いところにございまして、アメリカも財政支援をしている。それが

我が国に到達をいたしまして、いろいろな経費を加味してＣＩＦ価格が形成されます。

それに一定の品質格差が上乗せされまして、日本国内での市場価格が形成されて、60

キロ当たり 4,815 円という価格が形成されているわけでございます。  

 しかしながら、我が国での生産コストは、一番右にありますように価格より高いわけ

でございまして、こういうふうに顕在化しているコストと価格の差を埋めてあげよう、

これが直接払の考え方になるのではないかということでございます。  

 16ページでございます。マスコミ等で、米は外すんだとか入れるんだとか、いろい

ろな報道がされました。お米の場合を考えてみますと、アメリカから日本へ来る場合、

同じような仕組みで財政支援がなされた上で、輸入がされているわけでございます。し

かしながら、お米の場合は非常に高い関税、国境措置が講じられております。輸入品の

ＣＩＦの上に関税が乗っております。この国境措置があるために、国内の市場価格が適

正に形成されておりまして、大豆のように顕在化したコストと価格の差を埋める必要は

この仕組みが続く限りないわけでございまして、お米の場合は、収入の変動を補てんす

るという仕組みの対象となり得るということでございます。  

 17ページでございます。支援水準といったものをどのように考えていくかでござい

ます。  



 ただいま申し上げましたように、コストと価格の差というのは品目によって違いがあ

るわけでございます。小麦と大豆が同じなわけはないのです。したがいまして、左の２

段目に書いてございますように、品目に関わりなく一律に支援するという考え方は成り

立ち得ないわけでございます。やはり格差というものを品目ごとに計算して、それを足

し上げ、そして全体の固定的な支払いの単価とする、これが最も適切なのではないかと

いうことでございまして、アメリカ、ＥＵにおきましても品目別の数量単価を単収に掛

け合わせた単価を基本にしているわけでございます。これが先ほど申しました四角の中

の下の方の部分でございます。  

 過去の生産実績の捉え方ということで、現在の作付と関係のない、生産と切り離され

た支払の仕方、それは過去の生産実績に基づいて支払うということでございますけれど

も、現行の対策では、過去の作付面積が把握できる仕組みになってございません。した

がいまして、過去の実績の捉え方というのは、今の政策の支援対象数量を単収で割って

面積に換算する、そしてこのぐらいの単価でいこうという、そういうやり方をするのが

適切ではないかと思っているわけでございます。  

 18ページでございます。日本型直接支払、生産性、品質向上促進措置の必要性とい

うことでございます。  

 冒頭も申し上げましたが、ＷＴＯの国際規律で緑の政策とするためには、生産要素と

全く関連のない、生産と関連のない仕組み、過去の面積を基準とした単価設定が必要な

わけでございますけれども、それだけでは我が国における事業に応じた国内生産の確保、

あるいはさらなる生産性、品質向上へのインセンティブ効果、こういったものが出ませ

ん。したがいまして、左下にございますように、当概年の生産量、品質に基づく支払、

これは国際規律上は削減対象の政策になるのはやむを得ません。そういうものに過去の

生産実績に基づく支払を組み合わせて単価を決める必要があるのではないかというこ

とでございます。  

 19ページでございます。この政策を講じております途中で規模拡大、あるいは規模

の縮小が行われた場合、どうするのかという話でございます。  

 左側にございますように、対象経営が規模拡大努力をしてＢの農地を集積したといっ

た場合には、やはり途中でありましても、この対象面積に加算をするのが適当ではない



かということでございます。右側は、特にＣの場合ですけれども、対象経営であった農

地が別のところへ移されるといったような場合には、対象面積から除外するのは当然の

ことでございますけれども、その規模があまりにも大きい場合には、対策の対象から外

すことも考えていく必要があろうかと思っております。  

 20ページでございます。対象経営の責務、支払条件といったものでございます。  

 真ん中の、米国、ＥＵでも直接支払における条件を付してございます。クロスコンプ

ライアンスというものでございまして、我が国とはいろいろな条件が違うわけでござい

ますけれども、農地保全あるいは土壌保全、果実とか野菜とか、要するにもう需給がい

っぱいの作物の作付はしてはいけない、あるいは休耕の場合であってもちゃんと管理を

しないといけない等々の条件が課せられているわけでございます。  

 したがいまして、我が国におきましても、左で想定をしておりますけれども、１つは

適切な営農ということで、耕作放棄などをするのはもってのほかでございますし、持続

的な生産のための輪作体系をちゃんと守っておる、あるいは土づくりにちゃんと取り組

んでおる、こういうことは要件として必要なのではないか。  

 また、②として、これまでもご議論ございましたけれども、農薬とか肥料の使い方、

環境への配慮でございまして、農業生産活動に伴いまして環境負荷の低減に取り組む基

準を守るのはもちろんのこと、その地域に何らかの協定等がございましたら、それも遵

守することが必要ではないかと思っております。  

 このような条件の下に、この支払を決めていきたいということでございます。  

 21ページでございます。今のような直接的な支払のほかに、中間論点整理におきま

しては、収入・所得の変動が経営に及ぼす影響を緩和するための対策を併せて講じるこ

とを検討せよという整理がされております。そして（２）として、基準となる収入ある

いは所得に対して当該年の収入所得が下回った場合に、その一定割合を補てんせよ等々

が整理をされているわけでございます。  

 この具体的なイメージといたしましては、22ページでございます。これは米政策、

現在講じておりますが、その中の担い手経営安定対策の仕組みでございます。左側の紫

のものが直近３年間の平均の稲作収入、これを基準となる収入としておりまして、右側

に当該年の稲作収入がございましたら、担い手に限りますけれども、差額の９割まで収



入の補てんをする、基本的にそういう仕組みでございまして、国と加入者が３対１の割

合で拠出をして造成した資金の中から、この支払いを行うということでございます。  

 23ページでございます。この仕組みを導入するに当たりまして、現在の対策を変更

する必要があるかどうかということでございます。現在、左側に５品目掲げてございま

すが、今、取引がどうなっているかということでございます。一番上の米は、米穀取引・

価格形成センターにおきまして、入札によりまして取引の指標となる価格が形成されて

おりまして、市場価格が入っているわけでございます。  

 その次の、小麦でございます。ここでは米麦改良協会が入札によって価格を形成して

いるわけでございます。ただ、値幅制限があり、あるいは播種前に入札をいたしますの

で、豊凶変動が反映されない等の状況がございます。  

 次の大豆でございます。大豆では、日本特産農産物協会において入札により価格が形

成されているわけでございます。  

 以上の３品目は市場価格が曲がりなりにも入っておるわけでございますが、その次の

てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、政府が固定的に価格を決定している状況でござい

ます。てん菜の場合は、先ほど申し上げましたように、国内産糖企業に対して、農家か

ら一定の価格以上で買うことを条件に交付金等が講じられているということでござい

ます。でん粉原料用ばれいしょは、抱き合わせによる実需者の負担によって価格が高く

維持されているということでございまして、この２つについて市場原理を導入していく

ことが、この政策検討の前提になるわけでございます。  

 24ページでございます。生産条件格差是正のための、いわば下駄と言われる補助金

と、今の収入変動防止のための措置との関係でございます。  

 下の下駄の対策が高ければ、上の収入変動防止措置を講ずる必要は薄くなるというこ

とをお示ししているわけでございまして、市場によって価格の変動が激しい場合に、こ

の変動緩和措置が必要なのではないかということでございます。  

 そして、この収入変動緩和措置のいろいろな論点がございます。25 ページでござい

ます。対象経営、当然のことながら担い手でございます。何を基準にするか。収入を基

準にするか所得を基準にするかということでございます。「検討の考え方」に書いてご

ざいますが、所得に着目する場合にはコストも把握しないといけませんので、把握がな



かなか難しいということと、コスト削減努力を減退させるのではないかという問題、技

術的な問題等々がございまして、収入とするのが適当なのではないかということでござ

います。  

 基準収入の算出期間をどうとるか。極端に長いと固定的になって、モラルハザードが

起きやすいという話がございますけれども、極端に短いとまた不安定になるという問題

がございまして、やはり大きな変動があった年を除きまして、直近の数カ年が適当なの

ではないかということでございます。  

 収入の増減をどうやって見るか。地域ごと、品目ごとに、その地域の米あるいは大豆、

小麦、この変動を見て、平均してその増減を見るのがいいのか、あるいは特定のモデル

的な経営を選びまして、その経営の増減を見るという考え方もあるわけでございます。

ただ、右側にございますように、特定のモデル経営の場合は作付体系が異なりますので、

なかなか実態が反映されないのではないかということと、とるのが難しいという問題も

ございまして、地域ごとの指標をとるのがいいのではないかということでございます。  

 手法といたしましては、積立方式と保険方式がございます。積立方式というのは今、

農業政策でよくやられておりまして、農家の負担と国の負担で変動した場合に、その中

から出す。ただ、大きい変動があった場合でも、その積立金が限度となるわけでござい

ます。保険方式の場合は、小さな掛金でも、大きい変動があっても保険金として支払わ

れるわけでございますけれども、次年以降、保険設計でございますので、掛金が上がっ

ていくという問題がございます。いずれがいいか、今後、検討していただくわけでござ

いますけれども、保険方式の場合はある程度の母集団が要りますし、それから、過去の

事故率といったものを見ながら、ある程度の期間をとって安全率を見込んで保険料を設

定していくことが必要になりまして、技術的な難しさが残っているということでござい

ます。  

 26ページでございます。現在の農業災害補償制度との関係を整理してみろというの

が中間論点整理でございまして、農業災害補償制度、今年などがそうでございますけれ

ども、自然災害によって収量が減尐した場合、その減尐収量の一定部分を補てんしてい

こうという仕組みでございます。  



 そこに現行と、今後この政策が講じられた場合を象徴的に書いてございますが、これ

は収入も減尐し価格も下がるという、滅多にないケースであろうかと思いますが、局地

的に災害があって全体的には豊作といった場合等かと思われます。左にございますよう

に、収量が減、価格が減でＰ×Ｑの灰色部分が当該年の収入でございます。農業災害補

償制度は、収量が減したその一部、黄色の部分ですけれども、それを補てんする仕組み

になっているわけでございます。  

 今度は、基準的な収量がございまして、当該年の収入が下がりましても、ブルーの部

分でこの政策によって補てんされることになるわけでございます。そうすると、農業災

害補償制度の補てんと重複していくわけでございます。どちらを優先していくかという

問題、あるいはその仕組みのとり方にもよるわけでございますけれども、そういうこと

が課題になろうかと思っております。  

 27ページでございます。これが現在行っております米政策改革でございます。  

 米政策改革は、米の部分とそうでない、従来いわゆる転作奨励金と言われた部分と２

つがございます。下に産地づくり対策というのがございます。これが従来、転作奨励金、

今でも転作奨励金かもしれませんが─と言われた部分でございまして、一番下に基本的

な助成がございまして、その上に担い手に加算をしていこうというもの、一番上には品

質の高いものにさらに加算をしていこう、あるいは飼料作物の場合は畜産と連携してい

るといった場合に加算をしていこう、こういう３段重ねの仕組みでございます。  

 それから、米価の対策として上にございます。米価が下がった場合に補てんするのが

稲作所得基盤確保対策、えらい長い名前なので「稲特」と略称されておりますけれども、

これは全農家に対して生産調整誘導策として講じられています。その上に担い手経営安

定対策が乗っておりまして、これは担い手に限定して基準収量との差額の９割まで補て

んする。この担い手経営安定対策の要件が、先ほど来、申し上げました 10ヘクタール

とか４ヘクタールの要件でございます。  

 この仕組みと、この新たな対策、これもどのように調整していくかという問題がある

わけでございます。生産調整誘導措置として残すべきもの、あるいはこちらの政策に統

合すべきもの、これを検証の上、考えていく必要があろうかと思います。  



 これが経営安定対策でございまして、もう一つ、資料２として１枚用意させていただ

いておりますのは、前回いろいろなご議論がございまして、リストラ等、あるいは企業

がもう嫌になって農業に参入するというような状況がどうなっておるのかということ

でございます。  

 平成 15年の新規就農者、これは離職就農者でございますけれども、約８万人でござ

います。平成元年とか２年は１万 5,000人ぐらいでございましたので、非常に増えてお

ります。  

 そして、認定農業者にまでなっているこういう就農者が約 1,600 人ございます。  

 その下にございます最近の新規就農者、野心的な青年農業者は米とかそういうもので

はなくて、当然のことながら野菜とか花きとか収入の高いものを選ぶ傾向にあるわけで

ございます。同じ農産物でも工夫を凝らせば高価格販売が可能ということで、総理はよ

く烏骨鶏の卵、下仁田ネギ、こういうものを例示されますけれども、そのほかにも有名

なところでは松阪牛、あるいは夕張メロン等があるわけでございます。  

 それから、攻めの農政ということで、輸出農家という話がございます。北海道帯広の

長いもが台湾の薬膳料理に使われております。国内で規格外になったものも輸出できる

ということで、大きな人気を得ているということでございます。右側は果樹でございま

すが、温州みかんあるいは梨といったものが好評ということでございまして、農林省も

輸出促進対策室を設置いたしまして、こういう攻めの農政への転換に取り組んでいる状

況でございます。以上です。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、これから意見交換を行いたいと思います。  

どなたからでも結構でございます。ご質問あるいはご意見をお寄せいただきたいと思い

ます。  

 安髙委員。  

○安髙委員  直接支払の内容、説明資料を見ておりまして、何のための直接支払だっ

たのだろうかという思いになっているんです。  

 緑の政策、あるいは財政的な資金効率の面から直接支払が出てくるのはわかるんです

が、本来、競争力ある日本の農業にするために構造改革を進めることが、今、農政に求



められているのではないかと思うんですね。そうしますと、やはり直接支払は、この資

料の中にもありますように、経営努力を減退させる側面がある。いわゆる経営の競争力

を弱めていく側面を持っている制度だと思っております。  

 本来、リスクに強いものが経営だと思うのですが、直接支払というのは経営のリスク

への対応力を弱めるのではないかと思っております。そうしますと、何のための農政か

というと、構造改革、競争力を強めるわけですから、私は今まで議論を聞いてきた中で、

やはり農地制度、いわゆる流動化、農地の集約、これを１つ考えたときには、やはり農

地制度が基本なのではなかろうか。今回の全般的な議論の中で、もっと農地制度を進め

ていく。前回、村田委員から農地の制度をもっと積極的に扱うべきではないかというこ

とで、農水省の方からさまざまな法的な部分、あるいは憲法の部分まで出てきましたけ

れども、今の農業を改革するためには、憲法にも踏み込むぐらいの覚悟がなければでき

ないのではないかと思っています。憲法そのものに憲法を変える制度もあるわけですか

ら。  

 そういう大きな話はともかく、私は、農地制度で構造改革は変わるのではなかろうか

と思っております。そのときに、さまざまな矛盾が出てくる。過渡的なときに矛盾が出

てくる、そこを直接支払で切り抜けていく。あくまでも直接支払というのは、農業を構

造改革するときに、経営努力を減退させるという副作用のある制度だと思っております

ので、そこに十分注意しなければならない。  

 では、何が本当の政策として機能しなければいけないか、それも考えなければいけな

い。そして、もしそれでも直接支払をやるのであれば、直接支払という制度からどのよ

うに撤退していくか。５年後、10年後でも構いません。どのように直接支払をやめて

いくか、このプロセスがないと、子供に飴をやって甘やかして、いつか放り出すという

形になるのではなかろうかと思っております。そのように農業をいじめられたらたまら

なくなります。  

 直接支払全般に対してそのように思っておりますので、意見として申し上げておきま

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。その後、安土委員。  



○村田専門委員  今の意見とちょっと違う言い方をしますが、落ち着く先は同じかも

しれません。  

 直接支払の対象となる担い手をどうするかということは全国の農業者が一番関心を

持っていることだと思うんですよね。自分がこの対象となるのか、それとも外れてしま

うのか、そういう意味では直接支払制度検討の１丁目１番地のテーマが今日の議論だと

思います。  

 今、安髙委員がおっしゃったんですけれども、なぜ直接支払なのかを考える道筋につ

いて、私なりの整理を申し上げて疑問にお答えいただければと思うんです。  

 私は、直接支払というのは、支援すべき農業経営体の経営を安定させることにあるん

だと思うんですね。そのことは、安髙委員の心配されている経営努力を減退させること

につながるかもしれないけれども、ある一定の規模で日本の農業を担っている農業経営

体には、安心して経営し続けてほしい、そういう下支えをする意味が本来的にあるので

はないかと思うんです。  

 それは、欧米の制度がそうですね。翻って日本ではどうかというと、米農家について

言えば、価格が随分下落し続ける、それから、ひょっとしたらまた関税が下げられて、

ガクンと価格が下がるかもしれない。つまり、経営努力をしていっても、経営が安定す

る水準が蜃気楼のように常に先に先に逃げていってしまうんですね。それは経営努力を

させるというプラスの意味もあるかもしれないけれども、ある時点で疲れてしまってダ

ウンしてしまう。もういい加減にしてくれよといって脱落していく。むしろ専業農家に

そういう過重な負荷がかかっている。物財費さえ賄えればいいという兼業農家は価格が

下がっても何とかやっていけるというのが、今日、日本の農業の担い手がいなくなって

しまうという心配なんですね。  

 ですから、その蜃気楼のように逃げていくところを一定規模の担い手であるならば支

えてあげる。落胆することはありませんよというのが直接支払の本来の役割なんだと思

うんですね。ですから、支援対象に選ばれれば一定期間安心できる。それは経営努力を

減退させることにつながるかもしれないけれども、そういう仕組みがまず基本にあるべ

きである。  



 そういうふうに考えると、11ページのやつですね。これは今回一番重要な資料だと

思うんですけれども、今は都府県で４ヘクタールが平成 27年には 10ヘクタールになる。

直線で引いて平成 19 年の時点で見ると、ここでは○○になっていますが、６とか７ヘ

クタールになるんですか、普通に計算すれば。それが何という数字がいいのか、６か７

かは知りませんが、とりあえずこういう水準であれば数年間は安定してやっていける。

ところが毎年右肩上がりでいくとなると、今年は６ヘクタールだけれども来年は 6.6 ヘ

クタールにしなくてはやっていけなくなる。そしてある年にＷＴＯか何かで関税引き下

げなんてなったときには「ああ、もうやってられないな」ということで脱落してしまう。  

 そういう意味で、右肩上がりのような斜線でいいのかどうか。やるとすれば階段的に

やるべきである。一定期間は平らにする、そしてある目標年次で上げていく。不連続の

右肩上がりではなくて階段的な物の考え方をすべきではないかということが１つです。  

 さはさりながら、ここは安髙委員と意見が同じなんですが、日本固有の問題があって、

直接支払というのは、今言った支援すべき農家を守るという静態的使命というんですか、

現状を維持するという使命のほかにもう一つ、支援すべき一定規模以上の農業経営体を

育成するという、いわゆる構造改革とおっしゃったけれども、動態的使命が日本の場合

にはあると思うんですね。これは欧米にはない考え方だと思います。  

 脆弱な農業構造という日本の置かれた現状を改めなければいけない。そういう切迫し

た状況にあれば、これはやむを得ない。これが私なりに言う日本型の直接支払だと思う

んですね。つまり、今はまだ規模が小さいけれども、目標期間内に支援対象の経営体に

到達し得る意欲と計画─計画といっても、事実に裏づけられた計画のある農業主体に対

して、その支援をすることがもう一つの日本型直接支払の使命だと思うんですね。その

農業経営体というのは個別農家でもいいし集落経営体であってもいい。つまり、いわば

本来の支援対象の水準には現在は達していない予備軍、それであっても一定期間内に支

援対象の水準まで規模を拡大できる、そういう農家を対象にするということだと思いま

す。  

 問題は、では、その担い手予備軍をこの制度にどう仕組むかということだと思うんで

すが、それはさっき言ったように、私は階段状に、３年ないし５年後にある水準に持ち

上がる、そういう意欲と計画のある農業経営体に絞る。そして３年か５年たったときに



何ヘクタールという目標を達成できなければ、あとは努力が足りないということで外さ

れる。だけれども毎年上がるのではなくて数年間は、ある程度の規模になれば経営は安

定するというか、そういう安心感があれば、日本の担い手が、連続的な米価の引き下げ

だとか関税引き下げによる鋭角的な価格の引き下げにも耐えられる。それが市場開放と

共存できる農業支援策になるのではないかというのが私の考え方です。  

 もう一つ、11ページの図で疑問に思うので教えていただきたいんですが、平成 27 年

の時点で、他産業並み所得を確保し得る農業経営体が北海道で 20だとか本州で 10だと

か、集落営農で 40とあります。これはどうなんでしょうか。この他産業並み所得を確

保し得る農業経営の規模というのは今現時点の話であって、米の需給がどんどん緩んで

いますから、平成 27 年にはおそらく米価は下がる方向にいくと思うんですね。また、

これはわかりませんが、この 10年の間に関税の引き下げを迫られるかもしれない。そ

ういうときのために生産格差を埋める、関税引き下げ相当分の直接支払をするという仕

組みをいまのうちに組もうとしているわけです。  

 いずれにしても、平成 27年には、北海道で 20だとか本州で 10だとかいう水準では

他産業並み所得を確保し得る農業経営体ではないと思うんですね。北海道で 25 なのか

本州で 12なのか数字はわかりませんが、おそらくもっと大きい規模でないと、平成 27

年の時点では他産業並みの所得は確保し得ないと思います。  

 しかし、平成 27年時点までに北海道で 20 だとか本州で 10 ヘクタール程度に規模が

持ち上げられる、ないしは規模拡大できる能力のある人に対しては、所得を安定させま

すよ、つまり他産業並みの生活ができるように補てんしますよということを今から約束

しておくという物の考え方でなければいけないのではないかと思うんですね。  

 ですから、結論から言うと、この 11 ページの数字がいけないというのではなくて、

水準についてはそう違ったことを言っているわけではないんですが、物を考える道筋と

して、ちょっと理解できないところがあるなということです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、安土委員、どうぞ。  

○安土専門委員  日本の農業が非常にハンディキャップがある状態の中で行われて

いる状況等、諸々のことから経営安定のためにいろいろな施策が行われることはよく理



解できますし、全体的に非常によく考えられていると思うんですが、他の産業で年間所

得 530万円という金額が出てきている構造のもとはどうなっているかというと、まず、

企業そのものがどんどん脱落していっているわけですね。今、話題になっているダイエ

ーもそうですが、例えばスーパー業界１つとってみても、大手スーパーと言われていた

のが７社ぐらいありましたでしょうか。結局残ったのはイオンとイトーヨーカ堂だけで、

あとは全部脱落をしていっています。これはほかの業種も皆そうで、競争の激しい、保

護のない業種では特に今のようなことが日常的に行われてきて、その生き残った企業で

働いている人の平均がこういうことになっている。「生き残っている」という条件がつ

いているわけです。  

 それから、個人で見ると、個人にも企業からのドロップアウトがたくさんあるわけで

す。これは定年になって、年をとって高齢化して働けなくなったから去っていくのでは

なくて、若い人が次々にリストラをされる。前回もお話ししたように、毎日のように鉄

道で人身事故が起こっているという事実を見てもわかるとおり、厳しいリストラの中で、

特に日本では労働の移動がなかなか難しい中で、企業からリストラされたり、ひどい場

合にはいじめで辞めさせられて、どうやって生きていったらいいんだろうという人がた

くさんいる。私のところにも、準定年で辞めさせられた人から「年金が出るまでお金が

持たない、どうしたらいいんだろう。何でもいいから使ってほしい」などという電話が

１人ならずあるという状況がある。  

 そして、企業の中ではどうなっているかというと、私が経営していた会社では、90

年代の中頃に人事制度を変えたわけですね。70人ほどの店長がおりまして、そのうち

20 人が降格されました。一番降格された人は、最終的には数年のうちに担当者になり

まして、今、天ぷらを揚げたりフライを揚げたり、あるいはバックヤードから店に商品

を運ぶという仕事に従事している。年収は大体 800万円から 400万円まで落ちています。

これ、400万円はないとまずいということで、一応 400 万円弱ぐらいのところでとめて

おるわけですけれども、降格は一遍に落ちますが、年収は３年がかりで下げています。  

 現在でも半年に一遍の人事考課をやりまして、４回ＣとＤの評価をとると自動的に降

格面接の対象になります。そして、実績主義だけでない非常に細かい人事考課を、しか

も多面的にいろいろな角度から見てやっているわけですね。いろいろな角度というのは、



上から見るだけではなくて下や横から見てという意味です。そういう制度をもって、プ

ロセス管理をしながらそれを評価する、そして本人が十分納得した上で降格をしていく

ということで、その降格された 20数人の店長達の中で─店長だけではなくて、店長以

外も降格しましたので全部で 100人近く落ちているわけですが、そのうち辞めた人は１

人しかいない。それほど雇用の状況が厳しいということだと思うんですが、そうやって

企業の中でも収入が具体的に下がるところまでやりながら、いわば落ちていく人が出て

いる。  

 もちろん反対に、20人の店長が落ちれば 20人、新たに副店長から店長に上がるとい

うことがあって、そういうことをやった結果、つまり企業のドロップアウト、それから

企業の中でのドロップアウト、それから企業から外に出るドロップアウトが行われたこ

とが全部前提となって、残った人の平均が 530万円ということなんです。  

 したがって、経営安定のためにいろいろな保護をすることは納得できますし、よく理

解できますが、それは前提として、やはり同じ農業者の中でも入れ替わりがどんどん行

われていく。尐なくとも私どもの体験的なことで言いますと、よく２・６・２の原則と

言われますが、いい人が２だ、中間が６で、駄目が２、必ず世の中はそうなっておると

言われているわけですから、いかに農業者であろうとも駄目な２がいるはずでありまし

て、その駄目な２がどんどん落ちていく。また、仮にあるとき担い手として認定された

人でも、それがいつもいいとは限らないわけであって、時代も変わるし技術も変わるし、

どんどん変化しております。私どもでも、落ちたのは大体パソコンの打てない店長です

から。したがって、そういうことも含めて、どんどん農業者の中でも競争で入れ替わっ

ていく。  

 前回の質問にお答えいただきましたが、よそから何万人も入っておられる。これはい

ろいろな条件があるのではないかなと思って先ほど読ませていただいたんですが、そう

いう厳しい入れ替わりが行われていくという条件なしに保護するのは非常にまずいこ

とである。例えば、小売業では酒屋さんでそういう問題がありまして、ずっとお酒の小

売商を保護してきたんですね。そのお酒が 2003年に自由化された。その結果、膨大な

自殺者が出てきたというようなことで問題になった。これは、例えば保護していなかっ

た雑貨屋だとか乾物屋さんでは何も問題なかったんです。ひとりでに転換が行われてい



った。ところが酒屋の場合保護していて、安心だと思うから子供に継がせた。その子供

達が、矛盾が大きくなってから急に保護が解かれたために本当に生きていけなくなって

しまったということが、お酒の業界ではあったわけです。  

 そういうようなことも含めて、これからの農業を強くするためにも、また農業と他産

業との関係という意味でも、農業の中における入れ替わりで結構ですから、どんどんこ

の入れ代わりが進んでいくような仕組みがぜひ欲しい。その意味で、一体この仕組みで

はどのくらいの農業者が脱落─もちろん上がっていく人の方が重要なんですけれども、

落ちていく人がいなければ人間は真剣に働きませんから、どのくらい農業者同士の間で

脱落していくか。５％と考えるか 10％と考えるか、そのあたりの見通しというか、考

え方をぜひ教えていただきたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 このあたりで役所の方からお話をいただきたいと思いますが、岩永副大臣におかれま

しては、公務のためここでご退席されます。  

 それでは、お三方の意見に対してよろしくお願いします。  

○須賀田経営局長  ３人の委員の方々からご意見がございました。  

 まず、安髙委員から、何のための直接支払か、構造改革を進めるためには逆に競争力

を弱め、リスク対応力を弱めるのではないか、むしろ農地制度でやるべきではないかと

いうお話がございました。  

 この問いに対しましては村田委員がお答えになりましたので、繰り返すようでござい

ますけれども、この政策、担い手というものに絞って直接支払なり、いろいろな経営安

定対策を講ずる、そしてその担い手に、ほかの担い手以外の人から経営資源が移転する

ようにする、それを促進するためのものでございます。そういうことによって構造改革

を進めようとするものでございます。  

 全農家でこのような政策を講じますと、現状固定的になって構造改革は進みませんけ

れども、そこに差を設けまして、担い手に絞って経営資源を移転するようにするための

政策でございます。  



 ただ、その際に、村田委員のおっしゃいましたように、その担い手の基準が低ければ

構造改革の意味が薄れてくる。できるだけ高くする。そういうことによりまして、この

構造改革のインセンティブ効果がそれだけ大きくなるわけでございます。  

 ただ、現場からいきますと、あまり高い基準をこしらえても届かないという意見も届

いてございます。その辺のさじ加減と言ったらなんなんですけれども、できるだけ高い

ところを私どもは目指したいと思いますけれども、現場の声にも耳は傾ける必要があろ

うかなと思っています。  

 もちろん、農地制度でこれを支援することは重要なことでございますけれども、前回

も申し上げましたように、強制的に譲渡命令をかけるとか、国家が担い手以外の人の土

地は買収してしまうとか、そういうことのできる状況ではございません。農地制度でで

きることは参入規制を緩和することでございますけれども、今、農業に対して我も我も

とわんさわんさ参加したいという状況であれば、参入規制を緩和することによってどん

どん入ってきて、競争が行われて強い人が残る、そういうことも可能になるわけでござ

いますけれども、現状では、やはりもっと積極的な担い手とそうでない人に区別する政

策を設けて、そして担い手以外から担い手へ資源を移動させるという積極的な政策が必

要であろうということで、この政策を採用することに踏み切ったわけでございます。  

 村田委員からのお話はよくわかりますし、我々の考え方とも一致をしているわけでご

ざいます。この 11ページの考え方が生ぬるい、もっと高くせよというお話でございま

した。ご意見として伺っておきたいと思っております。  

 そして、平成 27年の 20ヘクタール、14ヘクタール、10ヘクタールの水準、これは

今の水準で算定しているのではないか、平成 27年時点では米価や国際的な条件が変わ

っていて、もっと大きな規模が必要なのではないかというお話でございました。我々も、

考え方としてはそのとおりだと思いますけれども、平成 27年時点でのそういうことを

推定することができませんので、現時点で農家の方々に「目標はこれだけですよ」と示

す場合には、現時点の予見のもとに推定するしかないということで、これをお示しして

いるわけでございまして、あと、これに向かって努力していない経営については対策か

ら外すとか、そういうフォローアップをちゃんとやれというお話は、まさにそのとおり

だと思っております。  



 安土委員からは、他の産業の厳しい状況をお伺いいたしました。私どもも農業界全体

を１つの企業と見れば、今後、大リストラをやっていくというこの政策でございます。

どのぐらい見込んでおるのかという話でございますが、現在 300 万戸の農家がございま

す。副大臣の冒頭の挨拶にございましたが、担い手としておよそ 40 万経営体にしたい

ということでございます。ただ、担い手が全部で日本全国占めるのかというと、生きが

い的、あるいは兼業的に残る方々もおられると思います。そういう方々を農業経営とカ

ウントしないとすれば、我々も、農業界全体として大きなリストラを敢行していくとい

うことでございます。  

 その中で、おっしゃるように、経営のうまくない人はどんどん脱落していただく、そ

して新たな血をどんどん入れていく。また、我々の試算でも、年間１万 3,000 から１万

5,000は新しい血が入ってこないと、この担い手の経営が将来、維持できなくなるとい

う試算でございますので、そこのところの新陳代謝はどんどん進めていきたいと考えて

おります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、安髙委員。  

○安髙委員  私自身が一番危惧しておりますのは、安土委員がおっしゃった、日本の

農家を酒屋にしてはならないと思うんです。そして、担い手に絞ってこれをやるという

ことは、一番残ってほしい人、残らなければいけない人を保護して酒屋にしてしまうの

ではないのかということを心配しているんです。  

 それは置いておきまして、ここに面積とかいろいろ出てきていますけれども、私は、

もし担い手を絞るとすれば、意欲と能力のある人を支えなければいけないと思う。ただ、

意欲と能力のある人を探す物差し、これは非常に難しいと思うんです。確かに、このよ

うに面積で括っていった方が楽だと思います。しかし、これは行政も指導機関も、これ

からは意欲と能力をどのように見極めていくか、これに取り組まないと、何をやったっ

てそこを扱わなければ変わりません。意欲と能力のある農家を育てなければいけないの

に、誰が意欲と能力があるか見分ける手法を持っていなかったら仕方がないと思うんで

す。  



 それともう一つ、村田委員がおっしゃった 11ページの平成 27年の水準ですけれども、

直感的に見て、私は福岡県ですから、１年２作、都府県、10ヘクタール。１年２作は

おそらく米、麦、大豆でしょうけれども、私はこれでは専業農家、今の時点で食べてい

けないと思っています。  

 私は五、六年前まで認定農業者を支援する支援センターでお手伝いしてきて、認定農

業者の改善計画をずっとチェックしてきました。その中で、細かいことは抜きにして、

何が重要かといいますと、いわゆるコンバインでも５条刈り、６条刈り、トラクターで

も 40馬力、50馬力という、こういう資本装備の高い農業経営は年間売り上げ 2,000 万

円を目指さないと、そこそこの暮らしはできません。資本装備の低いところ、そんなに

資本がかかっていないところ、これは売り上げで 1,500 万円目指してもらわないとちゃ

んとした暮らしはできません。  

 いろいろ面積とか言われますし、いろいろ経費の出し方がありますけれども、とにか

く総売り上げで達成していないと鉛筆の舐めようもないんです。それが、もうこれどこ

から見ても 1,500 万円にいかないよねというのを例えば 2,000 時間、600万つくり上げ

たときには、もう何というのか、鉛筆舐め回しているというか、でっち上げのような状

態です。だから私は、まともな経営改善計画をほとんど見たことがありません。  

 そして、意欲と能力のある農業経営者を育てるんだったら、あの農業経営改善計画を

経営者みずからにつくらせなければいけません。内容の８割は農業者自身につくらせな

いと、能力がないということです。こういう場でここまで申し上げていいかどうかわか

りませんけれども、認定農業者の改善計画、私は、おそらく９割以上は大部分を行政な

りいろいろな外部の方がつくってあげて、「これでいいですか」というのが実態であろ

うと思っております。それをやめないと意欲と能力のある経営者は出ません。そして、

本当に経営改善計画をつくる能力のある人は、そんなにいません。普及員に求めても無

理です。営農指導員に求めても無理です。はっきり申し上げます。１つの都道府県で二、

三人でもいいですから、そういう営農指導員なり普及員をつくる。本当の経営改善計画

がつくれる人を育てられる人、私は県レベルで二、三人だと思いますが、そういう人を

とりあえずつくらないと、それができないんだったら認定農業者制度を物差しにしない

方がい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、杉本委員。その後、平野委員。  

○杉本臨時委員  今、構造改革だとか意識改革だとか営農改革だとか、そういうこと

が議論になっているんですけれども、前々から申し上げていますように、このようなこ

とを進めようと思いますと、北陸の中山間地域における集落農業というのは、仕掛け策

としては大変面白いものがあるわけです。  

 この現状から資料を眺めさせていただきますと、10ページ、11ページ、特に 11ペー

ジの対象経営の一定の幅の中で、集落農業をどのように考えていくのかが問題になって

まいります。実は、集落農業にも大きく分けて２つのパターンがあると私は思っており

まして、経営発展型に寄与するために集落のあり方、集落での営農のあり方を考えてい

こうというやり方もあれば、集落の農地をどのようにして維持していこうか、保全して

いこうかというパターンもある。  

 その２種類の中にも、私が思いますのには、それぞれにまた２パターンぐらいがある。

中核農家と連携しながら集落の経営を考えていったりする場合もありますし、単純に維

持だけさせようというような考え方の集落農業もあるわけです。  

 担い手として言えない集落農業もあるということですけれども、あまりにも担い手重

視型だけでハードルを高くされますと、いろいろ改善・改革をしていこうと思う、維持

型の集落農業を仕掛けていくには、大変我々としては厳しいものを感じてくるわけです。

担い手と同等の維持型の集落農業にも支援をしなさいとは申し上げませんけれども、環

境保全をする、あるいは農地を維持していこうとする集落農業につきましても、青の政

策というのか緑の政策というのか、ハンディキャップ型というのかデカップリング型と

いうのかわかりませんけれども、なにがしかの誘導型の支援も、今後考えていただきた

いと思います。また、10 ページの要件につきましても、20ヘクタールだ何ヘクタール

の５割だ、８割だということではなくて、その地域の、例えばおおむね８割以上を集落

で考えているんだとか、そういう要件のつけ方もあるのではないかと思っておりますの

で、ご検討いただきたいと思っております。  

 また、集落農業というのは、大変脆いと言いましょうか、きちっとしたところもあれ

ば、脆い中で成長するのか消滅していくのか、いろいろな状況の集落農業に取り組まれ



ているところもあるので、その状況もぜひ見ていただくことと、事業を進めていく年度

のあり方、あるいは基準のつくり方、いま一度慎重にご検討いただいて進めていただき

ますように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した。  

 それでは、平野委員、どうぞ。  

○平野委員  先ほど安土委員のおっしゃった酒屋さんの例、大変お気の每だったと思

います。いいものをつくっていながら生き残れない、そういうことはない方がいいので

あって、安髙委員からは、それは残らなければいけない人を保護し過ぎてそういった状

態に追い込んでしまったのではないかというお話を伺いましたし、また、意欲、能力の

ある人をこれからは応援しなくてはいけないが、意欲、能力のある人であることをどう

判断するか、どう評価してそういう人であると認定するかは大変難しいというお話があ

りました。私も本当に難しいことではないかと思います。  

 これから私がお話することが参考になるかどうかわかりませんが、たまたま日本語ブ

ームというものが起こって、多くのジャンルの芸能界の方々が参入してきていて、今、

私自身が取り組んでいるマーケットは大変広がる一方、大きないい企画になればなるほ

どポスト争いが壮絶なんですね。この状態を私は大変喜んでいるという前提でお話させ

ていただきたいと思うんですが、今そういう状況の中で、生き残っていくのはどんな人

だろうと常に考えているんです。  

 私達の仲間、それから参入してきている人達の周囲を見ていると、本当に生き残って

いく人というのは、誰か他者と戦う人ではなくて、自分自身と戦える人なのではないか

という気がしているんです。いいものをつくること自体が喜びで、いいものができない

とき自分自身が許せなくて、莫大な時間と自分の資金を自分に投入していくんだと思う

んですね。そういう中で、自分を変えていくんだと思います。自分をぶち壊すんですね。

そして、自分を大改革して新しいものをつくっていくと思います。  

 「芸術は爆発だ」という言葉があります。それがそっくり当てはまる同じこととはい

えないかもしれませんけれども、でも、心の中に爆発が起こって、それがいつの間にか

周囲を変える力を持つこともあるんですね。そういう人達というのは、誰かの助けを得

ようとかお金をどこかからもらおうという発想は二の次になってくる。まずは自分の力



をありったけ使っていくと思うんです。人の助けを借りることを恥だと思っている人も

多いかと思います。しかし、そこへ「あなたのやっていること、とてもいいじゃない」

と誰かの助けがあると大分楽になって、嬉しいということも一方にありますよね。  

 ただ、助けがあってもなくても自分の足で立っていられる力を持っているというのも

そういう人達だと思うし、また、自分で原点からつくり上げたノウハウを持っているの

で、そういう人が伝統を見詰めながらも、同時に全く新しい世界をつくっているように

思います。  

 私達の世界も、ライバルが登場すると頑張ると思われているんですけれども、実は面

白がって喜んでいるのは周囲であって、どちらが勝つか、クライアントがどちらを使う

かを見て周りは楽しんでいるんですね。もちろんライバルがいれば限られたポストを争

うことで力を伸ばしたり、負けないように、または足を引っ張られないように危機管理

をしたり、また、相手を研究し、それが自分の研究の一助にもなって思わぬ力を発揮す

るということもあって能力が伸びていくことになるので、悪い効果があるとは思わない

んです。けれども、そのことが主になり過ぎると企画に寄り添う人ばかり増えてきて─

これは私達の世界ですけれども、その人達は２、３年は盛り上がってちやほやされるん

ですが、３年たってふと足元を見詰めると、もう自分のものが何一つないということに

なって、結局は神輿をおろされることが多いと思うんですね。  

 今、私が申し上げてきたことは、実は自分の体験で発見したこともありますし、駆け

出しの頃に芸能やタレントの世界など、スターだとか売れない人だとか多くを見続けて

きたオピニオンリーダーの方々の多くが口をそろえておっしゃっていたことでもある

んです。だから、これが農業の世界に当てはまるのか、また、何か参考になるかどうか

はその道のプロの方々にご判断いただくことにして、私は、先ほど安髙委員がおっしゃ

っていましたけれども、意欲、能力を厳しく評価しなければいけないのではないかとい

う意見に賛成で、そのために目利きの人が必要になると思います。そういう目利きの人

をどう見つけられるかというのが、もしかしたら素晴らしい認定農業者を決めていくと

きの一つの要にもなるのではないかと思いました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。  

 山田委員、どうぞ。  



○山田臨時委員  ６点ほど申し上げます。第１点は大変細かい話でありますが、４ペ

ージの左側「検討すべき視点」に「構造改革の立ち遅れ」で「政策の対象を育成すべき

『担い手』に限定することが適切」と書いてあります。これは座長にお答えいただきた

いんですけれども、中間論点整理では、この「限定」という言葉を使っていなかったの

ではないかと思うんです。「明確化」とかという言葉で、意欲ある者の手挙げや組織、

集落営農等への参加等、こうした意欲ある者や地域の話し合いの中で選択される者の考

え方を「明確化」という観点で出していたのではないかと思うんですが、いささかこの

言葉の使い方は乱暴ではないのか。  

 絵の中の一つの言葉の使い方にすぎないから大したことはないんだという話なのか

どうか、これは我々もこれから検討しようとしていることの大変重要な視点と言います

か、言葉遣いと言いますか、理念と言いますか、そういうものに関連すると思いますの

で、ご確認をお願いしたいというのが１点です。  

 第２点目は、ＷＴＯ担当の木下審議官もお見えですからお聞きしたいんですが、１ペ

ージに「緑の政策に適合させる」という部分がありまして、以降、今回の検討はその考

えで一貫しているわけです。そして生産と関連しない仕組みに転換させるんだというこ

とで、過去の面積に対して支払うという考え方がそれなりに出されていると思います。  

 ところで、緑の政策というのは生産刺激にはしないという思想が多分あるので、だか

らつくらなくても対象になるとか、何をつくってもいいとかいう仕組みになっているの

ではないかと思うんですね。この点は、この資料の２ページ、３ページで現行のＷＴＯ

協定の整理としても、右側の、緑や青の政策の内容として整理されているということだ

と思います。  

 しかし、振り返ってみますと、これは経営を単位として安定させるという思想がある

はずなんですよね。ところが、１ページの全体の絵を見ましても、一番上の見出しは「経

営安定対策が必要」と書いてありますけれども、どうもそうではない。要は緑の政策に

転換させることによって、生産と関連しない仕組みにすると言っていて、しかし必要な

経営の安定の観点が必ずしも出ていないと見ております。  

 ＷＴＯ交渉で我が国と連携しているＧ10の有力国であるノルウェー等は、自給率が

低くてコストも高い、我が国と同様な状況がありますが、国内支持について、「自給率



の低い国においては、自国の国民の消費に応えるために国内生産を強化するのはその国

の権利だ」という主張を大々的に展開しているわけでありまして、同様、ノルウェー以

上に自給率の低い我が国の場合も、この国際規律だけで主張していくという整理で本当

に納得が得られるのかどうかという気がします。  

 どうもこう見てみると、担い手に限定して、あとはもう負担を減らすという思想なの

かというふうに誰だって見てしまいますから、そこはもっと、経営を単位にどうすると

いう思想を出してもらいたいと思います。  

 抽象論を言いましたが、３点目は尐し踏み込みまして、８ページであります。認定農

家と特定農業団体等に絞った整理の絵を描いておられるわけでありまして、絵の描きぶ

りは、だんだん皆さん、安土委員のお話ではないけれども、パソコンを使えるといい絵

を描くわけで、なかなかユニークな、優秀な職員だと思いますが、「認定農業者・特定

農業団体等」と「等」があるから、「等」の中に何が入るのかというのが大変関心が高

いわけでありますが、この形で認定農業者と特定農業団体等に対象を絞り過ぎると、地

域の実態に合わないこと、それから意欲ある者や、さらに今後育成しようとしている、

そのために地域で選ぶ者が対象にならない可能性が出てくるのではないか。そして、極

めて限られた者しか対象にならないと見られるわけであります。  

 これは９ページでありますが、これも右側になかなかユニークな絵が描いてありまし

て、これは私も大変評価しますが、都府県の水準のところを見ると、ともかく 10 ヘク

タール以上の面積を所有しているのが３％の農家だけですよね。５ヘクタール以上でも

10％しかいないわけですよね。ここでわかるように、要は、この本当に限られた丸印し

か対象にしないという話になれば、それこそ地域はもう極めて混乱して、例えば 10％

が対象であっても、あとの 90％、周辺の農家は対象にならないということがこれでき

ちっと見えてくるわけであります。これ、本当にみんな農家は気づいていないのではな

いかと思うんです。今、検討していることのものすごい怖さを。  

 15ページに「生産条件格差の捉え方と支援水準の考え方」ということで整理されて

いて、これも大変よくわかるわけですから、その分だけ本質的な問題が見えてくるわけ

であります。要は、もしも 10％しか対象にしないと言ったら、あと 90％の農家は生産

条件格差の部分は経営安定対策として助成対象にならない、そしてあとは、例えば、こ



れは大豆の絵ですから大豆で見れば、60キロで 4,815 円しか出ない。これは 60キロ当

たりですから、これを面積当たりに換算して横に寝かせるんだと思いますが、要は、そ

ういう水準しか出ない。麦で言うと、今のところ 60キロ当たり 2,200円とか 2,300 円

しか出ないんですよ。それでは、これら 90％の農家はおさまるわけがないんですね。

麦をつくったって大豆をつくったってその対象にならないということになれば、あとは

つくるのをやめなさい、ないしは田んぼは放置しなさいということでは─もっとも「誰

かに預けなさい」という手もあるんですけれども、要は、これでは政策とは言えないの

ではないか。  

 尐なくとも、ここで「日本型」という観点で収量や生産量に基づく支払も検討しなけ

ればいかんということを 18ページ以降にも整理されているわけでありますが、それか

ら、環境資源対策は今回整理されておりませんが、こうした品質、収量部分なり環境資

源対策について、これはそうした取り組みに対して対象になっていく、環境資源対策は

地域の共同の取り組みに対して対象になっていく、要は 90％全部とは言わないにして

も、10％以外の農家にどういう政策を打つんだということが見えてこないと、もう相当

これはおさまらないと見ておりますので、申し上げます。  

 次に４点目を申し上げますが、これもハードルの絵でありますが、よく描いてあれば

あるほど心配するわけでありまして、ハードルではなくて田んぼの絵でも描いてあれば

いいですね。要は、農地の利用をどう集積できるのかということにかかっているんです

よ。ハードルを飛び越えるのは以外と簡単かもしれないけれども、農地の集積をどんな

ふうにするのか。先ほど安髙委員もおっしゃったことですが、だからこのことが課題に

なるわけで、今までも相当の政策を、それこそ農林水産省は金もかけて推進してきたと

いうことですが、やはり十分でないということが指摘されて、反省もあるわけです。  

 これは必ずしも農政の責任だけではなくて、高度経済成長の中で転用需要が高まって、

それはもうみんな農地を放しませんから、こうした問題が背景にあるわけですが、これ

に対してどんなふうな効果的な方策があるのかということを前回まで議論しましたよ。

しかし、どうですかね、議論したんだけれども、この方策を、かくのごとく乗り越える

みたいなものまでやり切れたのかどうかというと疑問ですし、先ほど須賀田局長の答弁



の中でも、極めて消極的なご発言でしかなかったと見えるわけです。手がつかないでし

ょうとおっしゃった。  

 本当に手がつかないということであれば、このハードルは到底飛び越えられないハー

ドルになってしまうわけであります。これ、面積に幅を置きますよということなのかど

うか。しかし、幅を置いただけでは駄目なので、ハードルを飛び越えるまでの対策が示

されるべきであります。とすると、ここはこんなふうな形で絞り込むのではなくて、も

う尐し意欲ある者や話し合いで選ばれた者など、一定の要件を持つんだけれども、多様

かつ幅広い者が担い手の、このこっちへ飛び越えてくる対象になっていくんだよという

思想をここで出していかないと、どうも政策にならないと思います。  

 ５点目でありますが、輪作畑作と水田農業経営を経営安定対策の対象にするとしてい

るわけですよね。ところで、具体的に、水田農業経営の場合は麦や大豆しか対象になら

ないことになっているわけで、この点もまた大変わかりやすい絵がどこかに描いてあり

ました。これは説明ぶりとしては、米は当分対象になりませんよということでお描きに

なった絵なのかと思いますが、ともかく麦や大豆しか対象にならない、米は当面はでき

ません、そして水田経営にあります飼料作物やソバや野菜も対象にならない。これは確

かに難しい話があって、今、転作でつくっているとすれば、産地づくり推進交付金の転

作助成金の分野があるではないかとおっしゃるかもしれないのですけれども、要は、経

営全体として水田農業経営をどうするのかという思想なり、その検討が出ていないので

はないかと思うんです。残念ながら。  

 難しいんだけれども、それが出ていなくて、そして水田農業経営を対象にしますよと

言うけれども、対象が認定農業者と特定農業団体ですよという形で絞って、面積も、11

ページにありますけれども、だんだんこんな形で傾斜的に拡大していくような形で、水

田面積をおおよそベースにしながらこの絵は描かれていると思うんですよ。しかし、助

成を出すのは麦と大豆だけですよ、それで米の対策は不十分、これでは説明がつかない

と思うんです。もうちょっと水田農業経営全体として、土地の問題も含めてどんなふう

にするのか、難しいことはわかるんですけれども、それを議論しないと何とも実態に合

わないし、いろいろあとまとめてみたってほとんど機能しないのではないかと思います。  



 ６点目は、経営安定の対象になる担い手として、今言った認定農家と特定農業団体と

なっているんですけれども、要は、担い手で若干議論しました麦や大豆の受託組織が経

営安定対策の対象にはならないのかどうか。「等」の中に含まれているとおっしゃって

いただけるなら違うんだけれども、そうでないとすると、例えば、当然対象になる大き

い水田農業経営だって、麦や大豆を受託組織に任せている例があるんですよ。相当程度

あると思います。その場合、そうした対象になる大きい農家であっても麦や大豆の対象

にならないのかどうか。誰かほかの人に、受託組織につくっておいてもらって、そして

あとは、米と野菜はつくっているのかもわからない。ところが、麦や大豆は受託組織で

やってもらっているから、その農家の経営であったって経営単位に見ていないから対象

にならないということになれば、やはり矛盾だと思います。ここは受託組織、麦や大豆

の生産にとって大変重要な受託組織も対象にしていく、そのためにどんな課題があるの

か、そこは検討すればいいと思うんです。  

 長々申し上げましたけど、以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。ここでちょっと切りたいと思います。  

 いくつかございましたが、私の方からという点が１点ありました。中間論点整理の中

で、「限定」という表現はなかったのではないかということでございますけれども、そ

れはそのとおりかと思います。  

 何カ所かに今、ご指摘の点に関する表現がございまして、例えば「担い手の確保や、

家族農業経営の活性化と農業経営の法人化の推進など、農業経営の改善に向けた各種施

策については・・・対象を担い手に明確に絞った上で集中的・重点的に実施すべきであ

る」この「集中的・重点的に実施すべきである」という表現が、以下使われております

ので、こういう理解だと思います。もちろんこれは担い手政策、経営安定対策について

の表現でございまして、そのほかの政策のジャンルについては、また別の考え方がある、

こういうことでございます。  

○須賀田経営局長  ４人の委員の方からご意見をいただきました。  

 まず、安髙委員から２点ございまして、担い手、やはり意欲と能力という点が大事だ

と。おっしゃるとおりでございます。基盤に規模というものも要るわけでございますけ

れども、意欲と能力がなければならないというのは当然のことでございます。  



 意欲と能力、具体的に何かということでございますが、意欲でございますので、農業

を主業にしているかどうかとか、あるいはその構成、農作業に従事するのは何歳の方だ

とか、後継者を使ってやっておるとか補助労働を使ってやっておるとか、そういうこと

のチェックだろうと思います。  

 能力としては、経営能力といいますか、経理、マーケティング、販売能力、それから

営農技術の能力、もちろん資本装備とそれを使いこなせる能力、こういう各々の能力が

必要なのは当然のことでございまして、それはもちろんチェックさせていただきたいと

思っております。  

 特に平野委員が言われましたように、目利きできる人がおるのか、私もそれがちょっ

と心配なんですけれども、考え方としては当然のことだと思っております。  

 同時に、どのぐらいの規模、どのぐらいの売り上げという議論がございましたけれど

も、それを除きまして、経営改善計画、自分でつくっていないのではないかと。私もそ

れが心配なわけでございます。いつか森本委員からも、何か人がつくってくれたような

話がございました。どうも実態は、農業委員とか普及とか、そういうところが寄ってた

かって「これでいいんじゃないか」とかいってつくっているようでございまして、こう

いう実態であれば何の意味もないということでございます。今後は自分で計画をつくれ

ないような方は、とても認定農家というわけにはいかないのではないかと思っておりま

す。  

 サジェスチョンを受けるのはいいと思うんです。農協だとか。しかし、やはり最後の

ところは自分で責任を持ってつくってほしいというふうに思っております。  

 それから、杉本委員からございました集落営農の問題でございまして、いわゆる集落

の農地、資源管理、維持型という表現をされました。まさにこれが一番問題なんです。  

 ３年前から私も北陸に行かせていただきましたし、この間は北関東へ行かせていただ

きまして、どうも小規模農家、兼業農家が寄り集まって栽培協定、あるいは共同作業を

やろうぜとか、この機械をみんなで使おうぜ、それも集落営農でございますので、農地

をきちっと管理しようぜとか、ここでとどまって、それ以上になかなかいかない。「あ

いつに自分の土地を貸すのは嫌だ」とか「あれだけに儲けさせるのは嫌だ」というよう

なことが働いているんだろうと思うんです。  



 ただ、ここで私どもねらいにしておりますのは、将来にわたって持続できる安定的な

経営体をつくり上げていきたいということでございますので、やはりその中には、農業

によって十分な所得、人並みの所得を得られる人が中核にいてほしい。そういう集落営

農でないと経営体として持続性がないのではないかということで、もうさんざん議論を

したんですけれども、なかなか理解していただけません。なおその点はご理解願って、

経営体とはいかにあるべきかという観点から地元でもいろいろお話をしていただきた

いと思っているわけです。こちらの希望でもあるわけでございます。  

 それから、平野委員から貴重なお話をいただきました。「自分と戦っていける人」と

いう表現をされましたけれども、やはり何事につけ、発展していける人というのは自分

を客観的に評価ができ、変革が自分の中から行える人ということだろうと思います。

我々も時々、負債で首の回らない農家へ行って再建策をやるわけでございますけれども、

自分の経営が悪いことをなかなか認めたがらないところがございまして、これは農業に

限らず我々もそうかもしれませんけれども、自己評価と客観的な評価が全然違うという

ことがございます。今後、担い手という経営体の要件として、やはりみずからの責任で

みずから運営するという、いわゆる起業家精神のない方は駄目だと思っております。そ

の起業家精神というのは、上からの命令だとか、あるいは支援を当てにしていたのでは

なかなか育たないことがございますので、そういうこともよく考えながら対応していき

たいと思っております。  

 それから、山田委員から、長々とありがとうございました。何点かございました。  

 まず１点目は、部会長からもお話がございましたが、政策の対象を担い手に限定する、

「限定」という言葉はなかったではないかというお話でございます。中間論点整理は「明

確化」という話であったということでございます。これは担い手の選び方と、それから

政策の対象とするかどうかの考え方との違いだろうと思うんです。手挙げ方式とか地域

の中から選ぶという認定農家制度の選び方は、山田委員がおっしゃったようなことを軸

にして、地域の中から明確化していくことを中心とした仕組みにしたい。ただ、ばらつ

きとかフォローアップとかは指導させていただきたいと思うわけでございます。この政

策の対象としては、やはり当然、そういうふうにして選ばれた担い手、一定の要件を備



えている認定農家、こういうものに限定するのは当然のことで、言葉の違いだけだろう

と思っております。  

 それから２点目の、ＷＴＯ、緑の政策の問題でございます。これ、確かに山田委員が

言われるように、緑の政策、デカップリングというのは生産と切り離されたもの。生産

振興だとか生産刺激というものではない政策でなければいけないと、この緑の政策の要

件に書いておるわけでございます。一方で、我が国のようなところは自給率の向上その

他のために、経営を安定させるためにも戦略的な作物を振興する必要がある、これも当

然だろうと思っております。きちっと営農行為をしておる人が担い手ということ、これ

も当然だろうと思っています。  

 そういうことなので、今日お出しした資料も、そこのところをどういうふうに整合性

をとってアジャストしていくか、これは難しい点がありますよということでございます。

例えば、直接払も２つに分けて、生産量、品質に基づく支払、これはもう黄色でもしよ

うがない。その上に過去の面積に基づく支払という精いっぱいの工夫をしようというこ

とで、日本型の直接支払の工夫の一つの案としてお示ししているわけでございますので、

そこのところはよくご理解を賜りたいと思っております。  

 それから、この担い手のところの話でございます。担い手を絞ると地域の実態に合わ

ないとか、あるいは１割以下だとか３％が現状だとかいうお話がございました。それも

現状からいくと、そのとおりだと思っております。この政策のねらいは何かということ

をご理解いただきたいんですけれども、そういう現状を、担い手中心、担い手が主力を

占めるような構造に変えていきたい、これがこの政策のねらいでございます。今、この

政策が考えている対象にほとんどの人が入らないからおかしいとか、そういうことを言

われますと、この政策を講ずる意味がなくなるわけでございます。  

 私どもも「年間２兆円以上の農業予算を使いながら何たるざまか」と批判を受けてき

ておりますし、山田委員の属します農協だって、組合員が減るような政策は実は反対な

んだろうという批判も受けてきているわけでございますので、この政策を契機にいたし

まして、これは平成 19年からですからまだ２年ございますので、我々と農協団体と努

力をして、できる限りこの担い手育成の方に努力することが必要ではないか、それが国

民の納得を得られる道ではないかと思っております。  



 ４点目の、農地の集積問題がございました。農地の集積問題というのは、究極には個々

の農家がどのように判断して、自分のところの農業を将来にわたって生き残らせていく

ためにはどうしたらいいのかと考えるところから始まらないと、何か政策でじっとして

おれば自然に農地が移動するだとか、そういうことはあり得ないわけです。そこのとこ

ろは現場の農協もよく考えていただいて、最後はそういうふうに一人一人みずから考え

ていただいて、その地域の中で経営体をつくっていただく、ここでございますので、そ

このところはよく考えた上で対応をお願いしたいと思っております。  

 ５点目に、水田作と言いながらも米は対象外になっているのではないかとか、ソバと

か野菜とか飼料作物とかはどうなっておるのかというお話がございました。  

 この経営安定対策といいますのは、できる限りパターン化した作付体系を束ねて見て

みよう、こういう政策でございます。現在、お米については販売価格がコストを上回っ

ておりますので、市場原理の中で所要の所得が上げられている状況にございますので、

これを財政が改めて恒常的に支援していく必要はないわけでございます。ただ、年々価

格の変動がございますので、価格が下がったときには支えましょうと、こういう政策を

現在しているわけでございますので、当然この政策を変えるときも、そういう関係から

の関与ということになろうかと思います。  

 ソバ、飼料作物─飼料作物は特に商品作物ではない、畜産経営内で自給される作物で

もございますし、ソバには現在のところ支援策はないわけでございますので、この政策

を移すときの、そういう直接的な支払として考慮することはできないという限りにおい

て、この政策の対象にはなっていないわけでございますけれども、ソバとか野菜とかを

つくっている経営が担い手かどうかを判断するときに、その野菜とかソバの収量も当然

チェックはさせていただく。それでＯＫであればこの政策の対象にはなりますけれども、

この政策の対象作物はやはり大豆であり麦であり、米であるということでございますの

で、担い手かどうかのチェックと対策の対象作物がどうかというのは分けて考えていた

だきたいと思っております。  

 最後の、担い手としての麦、大豆の受託組織をどうしてくれるのかというご指摘でし

た。転作等の関係で、集団的な立派な麦、大豆の受託組織が現にできております。ただ、

受託組織はあくまでも受託組織でございまして、農作業の対価としての、農家の方から



の受託料が収入でございまして、それだけでは農業の経営体、農産物、収穫物を販売し

て、その収入を得て農業経営を継続していく経営体ではございませんので、受託組織だ

けということではなかなか担い手として位置づけることはできない。受託組織が別途み

ずからも農業に従事をして、収益を上げて、受託収入とともに所得を上げている、そう

いうものであれば経営体としてどうかというチェックは可能でございますけれども、受

託組織だけというのはなかなか難しいと思っております。  

 では、その経営が受託組織に麦とか大豆の作業を委託している場合、その麦、大豆の

部分は対象としないのかというお話もございました。ある経営が麦とか大豆の一部の経

営を受託組織にやっていただいております場合には、その委託料がコストでございます。

そして収穫物は委託者たる経営に属するわけでございまして、収入は入ってくるわけで

ございます。その限りにおいて、経営の収入マイナス委託料を含めたコストを引いて、

所得が残るわけでございますので、その経営のその限りにおける所得として見る、これ

はできると思います。  

 そういうことで、受託組織だけを担い手にカウントするのは難しいと考えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、村田委員、新開委員、永石委員。こういう順番でお願いします。  

○村田専門委員  部会長にお願いしたいんですけれども、これは審議会なので、委員

同士の質疑でもいいでしょうか。  

○生源寺部会長  どうぞ。  

○村田専門委員  山田委員にご意見を伺いたいんですが、今、市町村合併がたくさん

進んでいますし、農協の合併も進んでいるわけですね。農業者と行政や農協との距離が

できてしまって、そのことが大きな問題になっていると思うんです。農協の役割も今、

問われているところだと思うし、実際、農協改革というのも山田委員を中心に鋭意進め

ているところだと思います。  

 こういう機会に、やはり生産者組織である集落営農を育てるということは、農協の存

在感を高めるというか、再構築する一つの手段、ツールともなると思うんですよね。そ

ういう意味で大変いいチャンスで、私も一番最初から、集落営農を担い手に加えるべき

だという山田委員の意見に賛成してきたのは、そういうことでもあるんです。  



 それで、先ほど９ページの図で、都府県の水田で言えば、10 ヘクタール以上だった

ら 3.3％だ、５ヘクタール以上でも 10％ちょっとで、せいぜい１割しか対象にならない。

９割の人が、自分はその対象ではないというので落胆と失望が広がっているとおっしゃ

いました。しかし、集落というのは通常何戸あるんでしょう。20戸とか 30 戸ですね。

20 戸としても、20戸でまっとうな集落営農をつくれば、それが１つの経営体になれば

５％になりますね。つまり、すべての零細農家がそういう集落営農に再編成されれば、

それはほぼ全部が対象となり得るわけであります。実際に全部なるとは思いませんが、

なり得るわけで、山田委員のおっしゃるように、意欲のある人だとか話し合いで選ばれ

たものも対象とすべきだというのは、私はもっともだと思うんですね。意欲のある人と

か話し合いで選ばれた人が集落営農の代表になって、それも単なる寄り合いではなくて、

いつぞや森本委員が言ったけれども、刈り取る順番をめぐって争うような集団ではなく

て、収支をプール形態にして、集落営農として、まっとうな経営体として成り立つよう

なものをつくっていく。そのキャップに意欲ある人や話し合いで選ばれた者を据える。

そういうまっとうな集落営農を育てる大運動をやる絶好のチャンスなんですね。それが

農協の改革につながり、また、この新しい政策にも対応するんだと思うんです。  

 意欲ある人がすべての集落にいるわけではないということであるならば、農協が直接

農業をやる。今それが法律でできないというなら法改正を求める。農協自身が積極的に

みずからを変えることで、この危機に対応していく姿勢が大事なのではないのかなと。  

 それこそ平野委員が大変いいことをおっしゃったけれども、やはりみずからやること

が大切なのではないかと思うんです。その辺のところを山田委員、どうお考えでしょう

か。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。今の点につきましては、あとのお二方の

ご発言の後でゆっくり山田委員からお話いただきたいと思います。  

 それでは、新開委員、お願いします。  

○新開委員  １ページに現状の問題点と改革の視点が出ておりまして、何といいまし

ても、構造改革の立ち遅れでこれほど農業はいろいろな問題を抱えるようになっていま

す。そこでもう一つ、私は、担い手に集中することは賛成です。なぜこうして担い手に

重点的に改革を集中しなければいけないかとかいうことについて、もっと議論していた



だきたいんですね。これほど日本の自給率が低下し、農業を本格的に活性化しないとい

けない、そういうことが前提にあって初めて農業の構造改革をしないといけないという

こと、そこから入っていただきたいと思います。  

 これだけ自給率が低かったら、消費者の方も農業に理解を得られるような時代になっ

てまいりました。ここが大事なところで、今まで政策ばかりを議論してきましたけれど

も、政策以前に、日本の食料を考えたとき、自給率とか、環境、安全な食ということが

問題になっております。そういうところから入れば消費者も、税金による公的支援とか

農業は補助金づけとかの批判ではなく、農業理解が得られるのではないかと思います。  

 「担い手を集中的、重点的に支援」とありますけれども、やはり税金による公的支援

を受けるならば、ハードルを高く、できれば資格要件を定めるぐらい、許認可制と、そ

れぐらい検討をして、素晴らしい認定農業者なり担い手をつくることを進めていただく

ことは、私はいいことだと思います。  

 と言いますのは、主業農家と準主業農家が 94万人、副業的、自給的農家が 200万人

ぐらいいますけれども、今、女性が６割になっていますので、週に何百人という女性達

と私は対話するんです。自給的農家とか副業的農家の人達は、誰も補助金なんて思って

もいないんですね。そこら辺のことが国にもわかっていなかったのではないか。  

 全面的に農地を持っている人、農家に補助金がばらまかれているように言われるけれ

ども、自給的ぐらいの農家とか田んぼを四、五反しか持っていない農家というのは、農

業収入よりも断然別の収入があるわけですので、「これはとてもいい政策ね」と兼業農

家の方達もおっしゃるんですね。  

 それから、私、昨日も稲刈りしてきましたけれども、田んぼを１町以内持っている人

というのは、コンバインから田植機から乾燥機から買って相当の費用がかかるわけです。

これが受委託して、法人や農協が中心になってこれを預かっていただければ非常に嬉し

いという女性の声も多いわけです。  

 ここに来ると何か反対の方が多いんですけれども、やはり兼業農家も「ここで考え直

さないといけないね」と言う人もたくさんいますし、逆に農業経営を規模拡大したいと

いうことで頑張っている青年も多いのです。これから担い手になる農業者にはここで税

金を投入しても、それくらいのことは─やはり人間が生きることの原点をするんです、



そしてこれだけ農業しない人が多いんですから、やらない人の意見よりも、農業者を農

業しない人が支援するくらいの農業政策に変わらないといけないのではないかなと思

います。  

 あと、認定農業者とか担い手に集中すると弱者農家を切り捨てるというような話にな

るんですけれども、そうではなくて、逆に今、そちらがすごく元気を出している部分が

あるんですね。助成金も補助金も要らない、直売所とかグリーンツーリズムとか農業体

験をさせるなど、地域が活性化しています。担い手を農業経営者と地域や環境を守る担

い手と２つあるというふうになると、これだけぎくしゃくしないでいいのではないか。  

 一気に 200万人の農家が切り捨てられるというと、何かとてもひどいことをするよう

ですけれども、専業的農家を支える副業的農家がお互いに支え合うような、地域はそう

いうことでもう動き始めている所が随分出ているんですね。そういう部分がここではあ

まり知られていないのではないかというのもあります。  

 それから、女性が６割担っておりまして、全国を回りますと相当女性がこの見直しに

関心を持っております。担い手を、できれば女性も大きく視野に入れていただきたい。

決して男性だけが担い手ではありませんし、特に、集落営農とかそういうことから法人

に走る場合には、かなり若い女性がやれると確信しております。ここでは何か反対とか

そういう暗い方に進んでいきますけれども。  

 それから、今の農家は決して補助金に甘んじている人ばかりではないです。かなり自

立して動き始めています。だから農協もここで大きく、私は、兼業農家をいかに集約し

ていくかとか、先ほど村田委員がおっしゃいましたように、再生するチャンスではない

かなと思って期待しているんですけれども、そこら辺もよろしく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した。  

 それでは、永石委員。  

○永石臨時委員  新開委員に先に言われてしまいましたが、私も、実はさっきありま

した自給率、この前 45％まで上げていくという議論をしたわけですけれども、やはり

基本的には、この構造政策と担い手に施策を集中し、麦、大豆をちゃんとつくっていく

んだ、それが自給率につながるんだと。当然実需者の要望される価格と品質に応じたも



のをつくっていく、そのための直接支払であると考えれば、そのことが進むことによっ

て国内生産の麦、大豆が消費者にもどんどん浸透していく、これが結果的には自給率を

向上させるんだという構図が必要だろうと認識しております。  

 したがいまして、そういう自給率と構造政策との位置づけが最も重要ではないかと理

解しております。  

 それから、先ほどのソバは須賀田局長の説明でわかりましたが、複合経営の中でも、

やはり認定農業者であり─複合経営といっても水稲、豆あるいは果樹、あるいは野菜、

そういう複合経営がありますので、当然 530 万円を超えた農家は別にしましても、そう

いう認定農業者としての環境に配慮した、土づくりをやる、ローテーションしながら豆

をつくる、そういう責務を果たしながらの認定農業者と言った場合には、この前お話し

いただいたように、面積要件がどうなるかはわかりませんけれども、そういう複合部門

の、例えば麦あるいは豆、これについてはぜひ直接支払の対象としてほしいということ

であります。  

 もう一つは、村田委員からありましたが、今、うちの県も農協と一緒になって集落営

農をやらないと、やはり平成 19年というとあと２年しかないものですから、これ、や

るとなれば「２年もある」というのか、「たった２年しかない」という表現もあります

けれども、これを２年間で浸透させて新しい集落営農というと、やはりかなりのエネル

ギーを必要とするだろうと理解しておりますので、山田委員に私がお願いしますのは、

やはり各単協まで、中央会までは本気なんですけれども、各単協まで本気になるように

全力投球してほしいというお願いであります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、山田委員、いかがでしょうか。永石委員からもお話がございましたが。  

○山田臨時委員  ご心配いただいていまして、大変ありがとうございます。  

 地域の担い手がいないという実態、とりわけ都府県の水田農業の実態を見ると、これ

はもうどうにもならないぞという危機感は当然のこと農協の組織の皆さんも持ってお

られるわけですから、その面では真剣であります。ですから、こうした農政転換の議論

に対しても真剣に臨んでいるつもりでおります。  



 運動的にも、米政策改革をどうするか、これはもう間違いなく国の役割は徹底して減

じたわけでありますから、放っておけば間違いなく米価は暴落する。内外価格差や国境

措置があろうとなかろうと関係なく暴落するわけですから、そこをどうにかしなければ

いけない。それから、今言いました担い手対策をどうするかという観点から、地域水田

農業ビジョンを集落ないしは小学校区単位でつくっていこうではないかということに

全力を挙げておりまして、方針を出して運動展開をやっているところであります。  

 県庁等の行政と農協が一緒になって大変うまく展開した県では素晴らしく成果が出

ているという報告もありますし、今、永石委員がおっしゃいました福島県においても、

動きが出てきているということはよく承知しておりますので、この点、さらに運動を強

めたいと思います。まさに今がこの取り組みをやる最大のチャンスであり最後の機会か

もしれないと思っております。  

 ところで、今の議論で須賀田局長のおっしゃること、いつもはもう尐し柔軟なんです

が、だんだん詰まってくると譲れないことは一つ一つかなり注意しながら話しておられ

て、かなり内容がきつくなってきていると私も受け止めておりまして、「何だ局長、そ

んなことまで言うのか、それじゃこっちも考えるぞ」と言いたくなってしまうんですが、

要は、対象の限定が政策の方向だ、あとは農協の努力でしょう、意識改革でしょうと言

うだけで、それで本当に政策になるのかと。我々も、地域の皆さんも特にそうだと思い

ますが、いじめられて嬉しがっているわけにいかないのでありまして、ここはやはり政

策にしていく以上は、では意欲ある人や担い手をどんなふうに引き上げていくんだ、そ

ういう部分も当然考慮するんですよ、そういう認定農業者であったり特定農業団体なん

ですよ、そういう方向でこの両者を動かしますよ、というものでなければならない。そ

れから麦や大豆の受託組織だって、そんな一律的なものだけではなくて、実態に応じた

かなり幅広い組織になっているわけで、法人化してもほぼ間違いないような組織もちゃ

んとあるわけであります。  

 だから、そうした幅広い動きも当然含めていきますよという政策がなければ、それは

やはり政策にならないわけで、あえてそのことを申し上げているわけであります。我々

はもちろん、先ほど言いましたように集落営農づくりと農地の利用集積を徹底して進め

たいという気持ちでありますから、政策面としても、それを支える多様かつ幅広い、一



定の要件はあっても多様かつ幅広い動きを支援する仕組みがないと、アジアの農業、日

本の農業は変わらないと本当に思っていますから申し上げているわけであります。ご存

じだと思いますけれども。  

○生源寺部会長  それでは、安髙委員。  

○安髙委員  集落営農、ＪＡの役割ということで、それこそＪＡの現場を１つ報告し

ておいた方がいいかと思います。  

 私の管内、１市４町ですけれども、１つの町では、つくってほしいんだけれども受託

してくれる人がいないという状況であります。集落営農ももう非常に難しくなっている。

では小作ならというと、小作も受け手はないんですけれども、小作となったときにいろ

いろな農地、要するに財産的な思惑が働いてきている部分があるので、なかなか思うよ

うに進まないという現状があります。  

 もう一つ、集落営農というのは、平野委員がおっしゃった言葉を借りるなら企画に寄

り添う人、今回のこの制度、この企画に寄り添うための集落営農を立ち上げるならば立

ち上がると思うんです。しかし、これは私の個人的な意見ですけれども、いわゆる生産

性の高い農業を目指していく、いわゆる経営的な側面から見たときに、集落営農は機能

しないと思っております。  

 いわゆる羊が 100 頭集まる、ここまではいいんです。しかし、戦うためには１頭のラ

イオンが要るんです。リーダーが要るんです。今、かなり機能している集落営農は、ほ

とんど誰かが時間的にも経済的にも犠牲になった上で、その一部の悲惨さの上に成り立

っている。あるいは素晴らしいリーダーがいたとしたら、そのリーダーがいる間だけ持

ちこたえている。そのリーダーがいなくなったら崩壊する。だから、企画に寄り添う集

落営農は、戦うための集落営農として、これから先は、私は期待できないと思っており

ます。  

 そこで、ＪＡの役割。みんなが強い農業者になったときに、果たして協同組合が要る

だろうかというのもあります。しかし、やはり弱者を支えていく協同組合、残った弱者

を支えるための農協の役割があるとすれば、もうダイレクトに農協が農作業を受託する、

あるいは農業をする、そういう発想が要ろうかと思っております。  



 そういう意味からしたら、今、法的にそれができない部分もあるかに聞いております

ので、強者になり得なかった者をまとめる意味でも農協の役割を明確化して、必要なら

ば農協法の改正というのも検討する必要があろうかと思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、豊田委員。  

○豊田委員  ただいま経営局長から、あと２年あるというお話がございましたので、

あえて基本的なところをお伺いしたいと思います。  

 １ページの冒頭で「生産と関連しない仕組へと転換することにより、ＷＴＯ上の緑の

政策に適合させる」とございます。実は、今日のこの方向は、中間論点整理の基本的な

視点の４に、食料・農業・農村に関する施策についても環境保全を重視した体系とする

必要があると。全体的な政策の転換を前提に、今日これが議論されているのではないか

と思われます。「生産と関連しない仕組に転換する」ということに果たしてこの経営安

定対策がどれだけ沿って、今後これを実現した場合に、ＷＴＯ等の農業交渉においてど

れだけこれが緑の政策に適合するという形で安定的な農政改革として座りのいいもの

になるのか、やや危惧しているということでございます。  

 中間論点整理で、環境保全の遵守を支援策の要件化するということがございまして、

それが 20ページに担い手の責務として出てきております。その具体策をどう考えてい

ったらいいのか、よく読めなかったということで、支援策は品目単価と過去の作付実績

に応じて支払う、このどこが環境保全の義務の遵守を支援策の要件化するということに

なっているんだろうかということでございます。  

 これは、ＥＵであれば 92年のマクシャーリー改革の一つの方向かと思います。実は、

03 年のフィシュラー改革では、もう生産要素に関わらない、作付面積と切り離された

支払ということで、環境保全の遵守を支払の要件として経営を安定させていく、あとは

それぞれの経営者の努力で打開していくというところに来ているのがＷＴＯの緑の政

策の現状だと思われますが、さらにマクシャーリー改革から後退する部分は「当該年の

生産量・品質に基づく」ということがさらに加わっているというところで、ＷＴＯ上の

農政改革グローバル基準から見まして、この経営安定対策は一体どの辺に位置づけられ

るのか。あと２年ということがございましたので、その辺の、つまりステップ・バイ・



ステップでこの経営安定対策の支払システム自体を展開されていくのか。当面は、この

当該年の生産量、品質も要件化するけれども、次第にそれは減らして過去の生産実績に

していく、さらに作付面積と切り離された生産要素と関わらないものにしていく、そう

いう展望の中で捉えるのであれば、ＷＴＯの今後の農業交渉において、これが緑の政策

であるということがかなり説得的に主張できるのではないかと感じております。  

 そこまで来ますと、作付実施面積というものを具体的な手法としてどう捉えていくか

ということで、これは諸外国のいろいろな例がございまして、実は日本の水田部と中山

間のように非常に土地条件の大きな所、面積基準を今、20 ヘクタールとか 10 ヘクター

ルとか議論することが本当にいいのかどうか、それが直ちに経営安定対策に結びつく場

合にいいのかということを考えてみた場合に、一つの例でございますが、ベーシック・

イリゲイテッド・ヘクタール（Basic Irrigated Hectares）という概念がございます。  

 これは、かんがいが行われている最も豊かな土地に全面積を換算して施策を展開する

という考え方でございますけれども、そうしますと、単収とか労働生産性を組み込んだ、

つまり土地条件換算農地面積ということが想定されるでしょうし、あるいはそこで作付

している作物の収益性を考えますと、経済換算農地面積ということが考えられますし、

さらに、先ほどの環境保全、条件不利地域でも、その農地で生産が行われていることに

よって環境保全に果たしている役割を考えますと、さらにそれプラス環境換算農地面積

ということも考えられるのではないか。これはベーシック・ヘクタールの考え方で、あ

とは基準農地をどう捉えるかということが当然出てくると思われますが、例えばそうい

った手法もあるわけでございまして、何かそういう手法に具体化する形で、環境保全を

遵守することを支援策の要件にする、環境保全を重視した施策を展開するんだと中間報

告であれだけ高く掲げたわけでございますので、あと２年ということでございますので、

そういったことについてももう尐し検討していただけないかと思います。  

 それから２点目、麦、大豆、イモ、砂糖等で、これまでの議論では、実需者とのミス

マッチということが非常に大きな問題となってまいりました。これがこの施策によって

どう解決されるのか、どのように考えられているのかお伺いしたいと思います。この問

題についてほとんど触れるところはなかったわけでございますので、この経営の政策と、

それから構造政策、それから食品産業政策との関わりについて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した。ここで大口政務官は退席されますので、

よろしくお願いいたします。  

 それでは、立花委員。  

○立花専門委員  皆さんがおっしゃることを聞いていますと、基本的に私と大体同じ

ことをおっしゃっておられるんだなと安心したわけですが、せっかく発言の機会をいた

だいたものですから、多尐ダブッても申し上げさせていただきたいと思います。  

 １つは、資料１ページの「『担い手』を対象とした経営安定対策が必要な理由」とい

うところで、「現状の問題点」、「改革の視点」となっていて、自給率の向上の話が出

ましたが、やはり基本的には、「構造改革は嫌だ、だけど自給率は引き上げろ」という

ことは成り立たないだろうと思うんですね。もちろん、それに対して施策の支援が必要

なことは前提ですけれども。ですから、初めに自給率ありきではなくて、構造改革の取

り組み、それから政策の支援を得て、結果として自給率がアップするというのが論理的

なんだろうと思います。  

 その意味で言えば、左側の３番目は「消費・ユーザーの要請を踏まえた食料自給率向

上の必要性」ではなくて、基本的には担い手なり農地なり技術なり、そういった食料供

給を支える要素を重視して、食料の供給力を向上させるということならわかるんですが、

のっけから自給率向上の必要性というのは、私は、正直言うと違和感を覚えた次第でご

ざいます。  

 ２つ目は、これは山田委員のご発言に対して、村田委員を含めて皆さんからご発言が

ありました。伺っていて、議論がかみ合っていると私も安心したわけですが、つまり私

が申し上げたいことは、山田委員もそうだと思うんですが、今のままの農業構造ではも

う持たないというのが現状、出発点になるべきで、農業と同じように生業でやっている

中小企業はまさにそういうことで、毎日毎日、仕事を続けるか辞めるか、どうしようと

いうことを真剣に考えているわけで、それと同じように農業においても、跡継ぎがいな

いのであればやめるのか、それとも誰かに土地を貸して地代を稼ぐのか、それともみず

から老骨にむち打ってやるのか、あるいは跡継ぎが集落にいなければ、みんなで相談し

てどこかから見つけてくるか、やはり今のままではやっていけないという前提に立って、



どうしたらいいのかということが出発点になるわけで、それに対して、できるだけみん

なで応援していこうというのが今のスタンスだろうと思うんですね。  

 その際、先ほど永石委員もおっしゃいましたが、担い手に対して施策を集中すること

で集落の中に排除の論理を持ち込むだとか、そういうことを言われる学者、評論家の方

がおられるんですが、そうではなくて、むしろ私は、安髙委員も新開委員も言っておら

れましたが、土地を貸したくても借りてくれる人がいないことがかなり多いんだという

ことを聞くにつけ、やはり担い手にこういった直接支払なりを支援することによって、

土地を貸してあげるから何とかして耕してくれ、使ってくれという兼業農家に対してき

ちっとした地代を払えるということで、担い手に対して支援することが結果として、兼

業農家なり、いわゆるライフスタイル・ファーマーの土地を引き受ける、そういったこ

とにつながっていくわけで、決して選別とかいったことにはならないんだろうという感

じがしております。  

 それから、資料の 11ページに平成 16年、平成 19年、平成 27年ということで、10

年先の水田作経営の絵が描かれています。私、この事務局の説明のときには出席できま

せんでしたのでわかりませんけれども、平成 27年の水田作 20ヘクタール、14 ヘクタ

ール、10ヘクタール、これは、いわゆる 530万円が前提になっているとすれば、多尐

の所得の向上があるとすれば、もう尐しこの規模が上がっていくのではないか。その辺、

もうご議論されたのであれば結構ですが、私は、10年先には生産性の向上を通じた所

得の向上も多尐あるでしょうし、いろいろ知恵を絞ってということになると、都会の人

達の賃金も上がっていくんだとすれば、多尐この辺の規模も変わってくるのかなという

感じがしました。  

 それから、最後でございますが 15ページ、16ページ。どうやって生産条件格差を是

正していくのかというイメージを、大豆とか米とかというようなことで描いてあるんで

すが、例えば米の場合をとってみると、炊いて食べる米の場合には、私はこれで成り立

つと思うんですね。この条件が。「国境措置により生産条件格差は顕在化せず」と右端

に書いてありますが。ところが、日本の農政の非常な不幸は、農業生産サイドとそれを

加工する食品加工業とのバランスが欧米と比べて非常に失しているので、そこに対して、

かねてから産業界の方は、車の両輪と言うならもうちょっと両輪らしく扱ってもらいた



いということを言っているわけで、このケースだと、炊いて食べる米の場合には、これ

はこれで消費者から見るといいんでしょうけれども、一方では米を原料として、煎餅と

かいろいろ加工している業界もあるわけで、そういったケースの場合にはこの図をどう

いうふうに見たらいいのかよくわからない。米が加工製品になった場合、この図はどう

いうことになるのか教えていただきたいんですが。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、ここで役所の方からお話しい

ただきたいと思いますけれども、既にご答弁いただいた点につきましては、後で個別に

立花委員にご説明差し上げるということでも結構かと思います。  

○須賀田経営局長  多くの方々からご意見をいただきました。  

 自給率の問題でございます。新開委員、永石委員、それからミスマッチの解消の関係

で豊田委員、立花委員からご意見を伺いました。  

 新開委員と永石委員がおっしゃいましたように、今、国内の農産物、５割が加工用、

業務用に供給されている状況でございます。食品産業の方からは、均一で高品質、そし

てロットが大きくて安定した価格での供給が望まれているわけでございます。今後、お

そらく食の外部化等が進みますので、この加工用、業務用へ供給する割合が増えていく

と思われます。  

 そうすると、先ほど言いました実需者からのニーズに対応し得る生産といいますのは、

やはり大きな経営規模の担い手が大宗を担わなければ、そういうところへの供給が中・

長期的にできなくなるということがございますので、中期的に見て自給率の向上を地に

足のついたものにするためにも、この政策によって担い手を育成していくことが重要な

のではないか。遮二無二「何が何でも自給率」という方々には理解されないかもしれま

せんけれども、そういうふうにお考えいただければと思っております。  

 それから新開委員から、主業農家と、その他の生きがい、観光、直売、それから加工

流通に手を出す、あるいは高付加価値に手を出す農家と、そういうふうに分けて考えた

らどうかというお話、まさにそのとおりだろうと思うんです。そういう考え方から、前

者の主業農家を担い手として育てていくために、この政策の対象として、できるだけ農

業資源はその人のところへ移動させて、農業というものは主としてその人達が担ってい



く。そして周りにそれぞれいろいろな役割を果たす農家がいる、それで集落を形成して

いく、こういう形が理想でございます。  

 それから、永石委員からソバ、雑豆のお話がございました。先ほど来申し上げており

ますように、販売価格とコストの関係で、コストを割っているようなものについて直接

支払の対象にする。現在までのところ、雑豆というのは非常に高い国境措置がございま

して、小豆については高い価格が形成されているということで、そういう前提である限

り、それを直接支払の対象と考えるのは非常に難しい状況でございますけれども、今後

どういう状況の変化があるか、見ていきたいと思っております。  

 それから、山田委員からお話がございました。私は決して冷たくございません。先ほ

どの山田委員のご発言が、何かいつになく現状固定的だったのではないかと考えました

ので、公式論で申し上げました。山田委員から、担い手の育成確保に努力していく、政

策の支援は当然必要ではないか、やはり地域の実情に応じて誰を核に、誰の土地をその

人に集めていくか、それからほかの人はどういう役割を果たすかを明確にしながらいろ

いろな政策を集中していく、そういうお話でございましたので、そういうお話でござい

ましたら制度面、予算面、喜んでご支援を申し上げたいと思っております。  

 それから、麦、大豆の受託組織にいたしましても、受託組織でとどまらず経営体を目

指す、こういうお考えのところについては、これまた支援をしていきたいと思っており

ます。なかなか受託組織だけというのは尐ないようでございますので、みずからも農業

経営を営みながらということが多いようでございます。どういうふうにしたら、この経

営体として育てていけるかということを、ともに考えていきたいと思っております。  

 それから、豊田委員から、緑の政策との適合性をどのように考えていくかというお話

がございました。まず１つは、今回の国際規律の中で、品目別の保護水準に上限がかか

るという問題がございます。現在、生産量が増えている品目が小麦であり大豆でござい

まして、放置しておきますと個別の品目ごとの上限に引っかかるおそれもございますの

で、これを品目特定的でないようにするのがまず１つでございます。  

 それから、緑の政策になりますと生産から切り離された政策となります。これは先ほ

ど来申し上げておりますけれども、単純にそれを持ち込みますと、日本的ではなくなる。

営農努力、休耕でもくれるのかという話になりますので、日本的でなくなるということ



なので、ある程度の営農努力、戦略的作物の生産、こういったものへの支払、これはも

うＷＴＯ上、黄色になってもやむを得ないわけでございますが、それと過去の実績に応

じた支払、現状の生産と切り離された支払をうまく結びつけて、さあ、それが認めても

らえるかどうかは今後のことでございますけれども、それをうまく結びつけた形の直接

支払を考えていきたいと思っております。  

 それから、過去の面積の捉え方、条件不利地域などでは同じような単収ではないし、

条件が違うではないかと。おっしゃるとおりだと思っております。地域ごとにそういう

単収だとかを用いるわけでございます。今の量をその地域ごとの単収で割りまして、面

積を換算していきたいと考えております。その辺のところは、そういう形で見たいし、

また、地域によっては他産業の所得水準が違う、低いところもございますし、その辺で

地域ごとの担い手の考え方はどのぐらい地域の実情を表すことができるかという、その

点も今後の課題と思っております。  

 それから、環境保全の問題でございます。ここで要件といたしますのは、生産性・品

質支払のどこにというお話でございます。別途これは条件として考えていきたいと思っ

ておりますが、今、考えておりますのは、農薬だとか肥料の使い方、規範使用基準とい

うものが現在できておりますので、それは当然遵守をしていただく。そのほかに、地域

によっていろいろな取り決め等がございましたら、それも遵守をしていただく。これは

食料を供給する一翼を担っている者として当然の責務だと考えておりまして、それはち

ゃんと担っていただきたいと思っております。  

 それから、立花委員から、自給率の話のほかに、今のままでは持たないのでどうした

らいいかをみんなで考えてほしいんだというお話がございました。  

 私、全く同感でございまして、そういう考え方から、この担い手というものを地域の

中で考えてほしいということでございます。これは山田委員のおっしゃったこととも一

脈通ずるものがあるのではないかと思っております。  

 それから、530 万円の問題でございます。平成 27年になったらもう尐し上がるので

はないかといったお話がございました。  

 これ、農業の場合は年功序列型の賃金体系ではございませんし、退職金もないという

ことで、将来の予見をどう考えるかはなかなか難しいし、推定もできないわけでござい



まして、当面、今の経営が目指すべきものとしてどういう規模があるかというのは、や

はり今の所得で推定するしかないということで、一応 530万円を前提にした目指すべき

経営規模を、しかも全国平均でお出ししたということでございまして、先ほども申し上

げましたけれども、つくるものによって全然所得が違うわけでございますので、その辺

のところは勘案しながら、意欲と能力のある担い手を認めていきたいと思っております。  

 加工米については、総合食料局から。  

○村上総合食料局長  16ページにお示ししております図でございますけれども、主

食用のものを念頭に置いた書き方になっているわけでございます。ただ、関税、国境措

置につきましては、加工用であろうと主食用であろうと同じになっているわけでござい

ます。  

 現在、国内でどういう措置をとっているかと言いますと、国と生産者団体が共同した

形で産地づくりをやって、生産の調整をし、産地づくり交付金、あるいは価格下落の際

の稲特などをやりながら、その中で市場価格が１万 6,000円。これは平成 14年産の自

主流通米価格の平均でございますけれども、これが形成されている。  

 他方、そういうことで需給の見通しなり生産目標数量について、基本的に主食用を念

頭に置いた形で農家の手取りを維持する施策をとっている中で、この生産コストが賄わ

れており、国境措置で生産条件格差が顕在化しないという状況が出ているわけでござい

ます。その中で、加工用についてはそれぞれの取引の中で価格が形成されているという

ことでございまして、おそらくトータルとして、加工用と主食用の収入の両方を見た形

で議論していかないといけないのではないかと思っております。  

 いずれにいたしましても、国境措置によって生産条件格差が顕在化していない、米を

トータルとして見た場合に、その中で生産者の現在の生産コスト、あるいは手取りが確

保されるということで、品目横断の対象に米を算定要素として現在入れる必要はないの

ではないかと言っているわけでございます。  

 加工用の場合どういう価格形成がされ、それが主食用との関係でどういう形になって

いるか、それから国境措置との関係、これについてはまた資料を整理してご提示したい

と考えております。  



 食品産業との連携なり、食品産業は車の両輪という形でいく場合に、やはり食品産業

のニーズに合ったものをできるだけつくっていくという形が望ましいわけで、その条件

整備として、現在、経営安定対策の中で直接支払で一定の下支えをして、その上で農家

が創意工夫をして需要者のニーズに合ったものをつくっていく、そういう条件整備をし

ていこうということが基本であろうと思うわけでございますけれども、米の場合は、今、

申し上げましたような中で、国境措置によりまして生産条件格差が現在、顕在化してい

ない中で、将来的には生産者が主体となった生産調整、そして市場に応じた生産をして

いく中で、そういう条件が整備されていくということになろうかと思います。  

 仮に国境措置についての条件が変わってきた場合に、下支えをした上で生産を、この

直接支払の仕組みをどういうふうに持っていくかということは、またその中で、どうい

う要素を入れていくかということを検討していくべきではないかと考えているところ

でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 関連でございますか。それでは、立花委員。  

○立花専門委員  ご説明ありがとうございました。  

 私が申し上げたかったのは、要するに、炊いて食べる米の場合には国境措置で生産条

件格差が顕在化していないというのは、確かにその限りにおいては正しいと思うんです

が、農水省は、食品産業も大事ですよと言っているのであれば、まさに味噌とか醤油と

か煎餅、特に煎餅などは米の安いタイから製品あるいは半製品の形でどんどん入ってき

ているわけで、国内で米の加工業者と生産者とが共存共栄の関係に立ち得なくなってし

まったわけですね。そこに彼らは文句を言っているわけで、そういう意味で言うと、国

境措置が彼らの立場から言えば不十分なために、生産条件格差が顕在化している、そこ

のところを政策課題でうまく解決していかないと空洞化しますよということを申し上

げたかっただけです。  

○村上総合食料局長  加工用の価格でございますけれども、先ほど申しましたように、

現在のさまざまな施策の中で、主食用の価格あるいは手取りという形で進めております

けれども、具体的に、加工用の取引は市場の自主性ということで、5,000円とか 6,000

円とかかなり低い価格で供給されている状況がございます。  



○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、森本委員、どうぞ。  

○森本専門委員  私の将来像を皆さんで一生懸命話していただきまして、本当に一生

懸命頑張って審議していただいているなと思いながら今日の会議を聞いていたわけで

ございますが、ただ、やはり私、現場サイドの人間として、この政策を自分の地区に置

き換えてみたときに、まだなかなかシミュレーションができないんです。はっきりとし

たイメージがまだできないんですね。担い手に関しても集落営農に関しても、杉本委員

も言われましたように、集落営農にもいろいろなタイプがあって、まだなかなかイメー

ジができないんです。  

 その中で、どれが本当に正しくて、どのやり方が間違っているのか、これはおそらく、

この政策をおろして３年ないし５年見て初めて問題点もはっきり出てくるし、いい点も

出てくるんだろうなと思いながら話を聞いていたわけでございます。  

 私、いつかこの審議会で言おうと思っていたことが１つあるんですが、この前テレビ

を見ていましたら、西岡京治さんという人がブータンで農業指導をしていたということ

で、ブータンからすごく偉い人みたいに言われているんですね。それが番組になってい

て、その人の言葉の中で「農民みずからが自分達の手で何かをやっていこうという気分

を起こさせること、そのお手伝いを私はやっているんだ」というふうな言葉が出てきた

んですね。なるほどな、このことなんだろうなと。  

 私は、農水省が「こういうふうにしなさい」「こういうふうに持っていきなさい」「地

域をこういうふうにやりなさい」というのも一つの方法論かもしれませんが、木下さん

もここにおられますけれども、やはり将来的に、何年後かには関税率はこういうふうに

下がりますよ、だから５年後、10年後にはおそらく外国から１万円ぐらいの米が入っ

てくるような時代が来ますよ、そのときにあなた達はどういう態勢でそれを迎えますか、

それをあなた達みずから考えなくてはいけませんよ、そういうことも必要ではないかと

思うんですね。  

 だから、国が「どういうふうにしなさい」ということも必要かもしれませんが、私は、

計画書をつくるのではなくて、基本的には青写真でいいのではないかという気がするん

です。国は「将来的に、おそらく農業は外国との流れの中でこういうふうに厳しくなる



ことが想定されます。その中であなた達はどういう生き残り策を自分達でやるんですか」

と。集落営農でもどういう形でもいいと思います。そこを考えて自分の足で歩けるよう

なことをやっていかないと、おそらくどんなにいい政策でも、それが現場におりたとき

に実行されないと、おそらく農家の人達は「国の考えていることは全然つまらん」「ま

ともなことはない」と。うまくいって当たり前ですからね。当然うまくいって当たり前

なんですけれども、おそらくうまくいかなければ「猫の目行政」だとか、そういう批判

になってくると思います。  

 先ほど新開委員が、農家はコンバインを買ったり乾燥機を買ったり大変なんだと言わ

れましたが、私はいつも言うんですよ。誰が乾燥機を買いなさい、コンバインを買いな

さいと言いましたかと。自分が本当に収益を上げたいんだったら自分の手で刈ればいい、

乾燥機を使わないで自分で掛け干しをすればいいではないか、そうすれば収益は上がる

よと。ただ、なぜやらないかというと、そういう労力も、自分でやれないというのもあ

るし、その空いた時間でほかの仕事に行ったり、トマトをつくったり花をつくったり、

いろいろな所に行けるんですよね。だから私は、費用対効果を見ても、コンバインとか

乾燥機は米だけで見れば高い品物になるかもしれないけれども、ほかの仕事とリンクし

て考えれば、私は、そんなに高いものにはならないのかもしれないと。それが嫌であれ

ば自分の手で刈ればいい、それが嫌ならば人に頼めばいい、それは誰かが「そうしなさ

い」ということではなくて、自分で経営を考えたときに、どういうふうにするのが自分

にとって一番メリットがあるかを考えていけば、自ずと答えは出るような気がするんで

す。  

 ちょっと理想論になってしまいましたが、究極は、やはり農家みずからが自分の経営

というものを考えて、その中で自分の経営を成り立たせるためにはどうすべきか考える、

その手段、計画ではなくて、その青写真程度でいいのではないかという気は前からして

おりました。  

 でも、皆様には一生懸命考えていただいて、私は感謝しております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。役所の方から、何かコメントがございま

すでしょうか。  



○須賀田経営局長  森本委員から、将来、関税が下がりますよ、そのときでも耐え切

るスキームの対策に変えるんですよと言えというお話ですが、心に思っていてもなかな

か言えないものですから、お察しください。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。そろそろ時間でございますので、本日の

意見交換はこのあたりで締めさせていただきたいと思います。  

 本日は経営安定対策ということで、かなり長時間にわたってご議論いただきました。

委員の皆様方からかなり建設的なご意見、あるいはご注意いただきたい点についてのご

発言がございましたので、これにつきましてはきちんと受け止めて、次回またこのテー

マでの議論の場がありますので、お出しいただきたいと思っております。  

 今回、私も多尐申し上げたい点がございます。今日の皆様方のご発言とも重なるとこ

ろがあるんでございますけれども、尐し議論を深めるという意味で、材料なりお考えの

整理なりを出していただきたいと感じているところがございます。  

 中間論点整理、あるいは今日の議論もそうでございますけれども、担い手と認定農業

者の齟齬がないように、こういうことを謳ってきているわけでございます。認定農業者

については、そのばらつきといったようなことについてきちんと直していく、こういう

こともあるわけでございます。担い手政策と経営安定対策は、構造改革という意味では

基本的には一体のものと考えていいと思うわけでございますけれども、その場合に、認

定農業者、その運用の改善が図られた前提でございますけれども、そこと経営安定対策

の対象の関係について、考え方をどう整理するかということと、それから、これからの

問題でございますので、なかなかわかりにくいんですけれども、実際の問題として、認

定農業者がほぼ経営安定対策の対象者と重なるのか、あるいはそういう形にならないの

か。ならないとすれば、それは認定農業者の方の制度について、もう尐し考えるべき要

素があるのか、あるいは別の問題があるのか、その辺の整理をしておく必要があるかと

思っております。  

 今日はここまでで私自身はとどめたいと思いますけれども、仮に認定農業者、同じ営

農類型の中で認定農業者であって経営安定対策の対象ではないという方が相当数生じ

ることになりますと、公庫資金の融資の問題ですとか農地の集積の問題ですとか、いろ

いろ考慮する必要のある問題も出てくるかと思っております。  



 中間論点整理では、認定農業者を基本とすると同時に面積要件なり改善要件なりを課

するということがあって、これは通常の意味での歯止めということであれば結構なんで

すけれども、その中間論点整理の文言との関係等も含めて、尐し整理して出していただ

ければありがたいと思っております。  

 それでは、今、申し上げましたけれども、次回は経営安定対策について２回目の議論

を行いたいと考えております。10月 29日金曜日の午前９時 30 分から、次回は再び農

林水産省７階の講堂でございますので、場所をお間違えのないようによろしくお願いい

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――  

 


