
第２６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１２月７日（火） ９：３２～１１：５７ 

 

場所：農林水産省７階講堂 

 

○生源寺部会長  それでは、定刻でございますので、ただいまから食料・農業・

農村政策審議会第 26 回企画部会を開催いたします。 

 なお、本日は八木会長、江頭委員、大木委員、大庭委員、古賀委員、豊田委員及

び横川専門委員が所用によりご欠席でございます。 

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 85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、毎回のことでございますけれども、よ

ろしくご承知おきいただきたいと思います。 

 本日は岩永副大臣にご出席をいただいておりますので、一言ごあいさつをいただ

きたいと思います。 

○岩永副大臣  皆さん、おはようございます。 

 この企画部会の議論も、前回までにテーマごとの議論が一巡し、いよいよ佳境に

乗り上げてまいりましたが、委員並びに臨時委員の先生、そして専門委員の先生方

におかれましては、毎回毎回ご出席を賜りまして、大変なご尽力をいただいており

ますことを、厚く御礼申し上げる次第でございます。 

 実は先般、皆様方も大変ご関心をお持ちをいただき、その成り行きをご注目いた

だいたと思うわけでございますが、三位一体の改革につきまして、先月、最終案が

取りまとめられたところでございます。農水省といたしましては、特に食料の安定

供給、このことに重きをなして官邸等と交渉をいたしました。また、国土保全の重

要性について、災害が多発しております状況の中で、国土保全というのは国が直接



担当すべきではないかと。特に、林野、治山治水を抱える我が省といたしましても、

相当慎重な議論を行いながら対応させていただいたところでございます。 

 今後、予算の取りまとめが、いよいよ最終を迎えてくるわけでございますが、農

林水産業の発展のために精いっぱい努力をしてまいりたいと思うわけでございま

す。 

 本日は、秋以降のこれまでの議論を整理した上で、新たな基本計画の策定に向け

て自由に提案をいただき、基本計画の取りまとめに反映していければと考えている

ところでございます。私も今日は 11時半ぐらいまで、じっくりと皆さん方のご意

見をお聞かせいただこうと、このように思っております。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 ありがとうございました。 

○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。 

 今回は、秋以降のこれまでの議論を整理し、その上で、新たな基本計画の策定に

つながるような議論を行いたいということで、事務局に資料の準備をお願いしてお

ります。本日は特にテーマの制約を設けませんので、事務局からご紹介いただく資

料も参考にしながら、来年の基本計画の策定に向けて自由に、さまざまな観点から、

また前向きな政策のご提案を頂戴できればと考えております。 

 議事の進め方でございますが、まず事務局からご用意いただきました資料の説明

をお願いしたいと思います。今日は自由な討論を行っていただくことが会の趣旨で

ございますので、資料の説明はできるだけ簡単にお願いいたします。その後、12時

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。 

 また、本日は、中村委員から「新たな『食料・農業・農村基本計画』の策定に関

する意見」と題された資料、西山臨時委員から「北海道畑作の変遷」と「農業が地

域の雇用・経済に果たす役割」に関する資料が、さらに山田臨時委員から「新たな

基本計画の策定とその具体化に向けた考え方」という資料が、それぞれ提出されて



おりますので、ご紹介しておきたいと思います。 

 それでは、まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○今井企画評価課長  企画評価課長でございます。 

 本日は、秋以降のこれまでの議論を整理し、その上で新たな基本計画の策定につ

ながるような議論をしていただくということで、部会長とも相談しながら、事務局

として２つの資料を用意させていただいております。 

 まず、資料２の方からご覧いただきたいと思います。 

 これは、９月の再開以降の企画部会における議論の全体の概要を取りまとめたも

のでございます。冒頭の大きな括弧の中に記述しておりますけれども、企画部会に

おきましては、９月 16日から議論を再開いたしまして、１つの大きな柱としては、

中間論点整理におきまして、今後さらに詰めていくべきとされた課題、もう一つの

大きな柱といたしましては、食料自給率目標などの目標のあり方や、食の安全・安

心の確保などの諸施策のあり方など、中間論点整理まではあまり議論してこなかっ

たテーマについても、議論を行うということで進めてきたところでございます。 

 そこで、この議論の概要の整理に当たりましても、まず、Ｉといたしまして、「主

要課題の具体像について」ということで、中間論点整理でさらに詰めるべきことと

された事項についての議論を１ページから担い手政策、２ページは農地制度、３ペ

ージは経営安定対策ということで、４ページまでを１つの大きな塊として整理いた

しております。 

 ５ページの IIのところが、秋以降議論を行いました「政策展開の目標や諸施策

の在り方について」ということで、食料自給率、６ページが食の安全・安心の確保、

７ページが食品産業、農産物の輸出、生産基盤の整備といったように、課題ごとに

議論の概要を整理させていただいております。 

 これに併せまして、資料１の方ですけれども、そのうち中間論点整理でさらに検

討を深めるべきとされた課題に関しましては、農林水産省から、担い手農地制度に

ついて都合２回、経営安定対策について２回、全部で４回にわたりまして中間論点

整理で宿題とされた課題についての説明を行いました。説明も複数回にわたり、重



複するところもありましたので、改めて、この資料１で、農林水産省の方からはど

んな趣旨の説明を、どんな資料を用いて行ったかということを参考資料的に整理し

たものとして用意いたしました。 

 資料１の１ページから６ページまでは、どんな趣旨の説明をしたかというのをま

とめてございまして、７ページ目以降は参考といたしまして、そのときに使った資

料ということで、一度はご覧いただいている資料が、そこにまとめて載せてござい

ます。この１ページにもありますように、この資料はあくまでも農林水産省がどう

いう説明をしたかということをまとめたものだという趣旨のことを、冒頭のところ

に注意書的に明記しているということでございます。 

 なお、資料２の方ですけれども、この議論の概要につきましては、厳密に言いま

すと、毎回の議事録として整理され、これは公開されているわけですけれども、本

日はそのうちから、事務局の責任で主なものをピックアップして整理をさせていた

だいているということでございます。中には、自分の発言した意見がないというよ

うなこともあろうかと思いますけれども、これはあくまでも、どのようなテーマに

ついて、どのような意見が出されたかということを振り返っていただく目安として

用意したということで、本日、基本計画の見直しに向けた議論をしていただく際の

素材として用意させていただきましたので、議論がすべて入っていないというよう

なことにつきましては、あらかじめご了承いただきたいと思います。 

 資料につきましては以上でございます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、これから意見交換を行いたいと思いますが、本日は特定のテーマを定

めることのないフリーディスカッションという形で進めたいと思いますので、もし

差し支えがなければ、先ほどご紹介いたしました資料を提出されておられる方から

ご発言いただいてはどうかと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、最初に中村委員、いかがでございましょうか。 

○中村委員  資料を出させていただいておりますが、５月の段階でもかなり膨大

な意見を出し、中間論点整理を踏まえて、これまでも何点か申し上げてきましたの



で、今日は重点を絞った意見として提出させていただきました。 

 それから、今、ご説明がありましたように、農水省の資料がそういうまとめ方を

されておりますので、念のため、漏れている点等があってはいけないということで、

改めて出させていただいたということでございます。重点を五、六点に絞ってお話

しいたします。 

 １ページのＩは、政策目標の設定等についてです。ここに何点か書いてございま

すが、１点目は、食料自給率目標を達成するために、国の明確な責任のもとで、国

内生産の増大を目指すことを基本にするべきだということであります。 

 それから、２点目は、担い手と経営対策についてで、その中の２の（１）が対象

となる経営の問題ですが、これは即担い手の問題ですので、将来目指す効率的かつ

安定的な経営、この目標はいいわけでありますが、これを目指すところの経営の範

囲を、地域政策の視点も含めて幅広く論議してもらう必要があろうということを、

ここでは言っております。 

 その下の３は、担い手の体質の抜本的強化対策についてでありますが、これは前

から申し上げてきた、品目横断的あるいは品目別対策の見直しに加えまして、農業

者みずからが自分の経営の中で、資本蓄積ができる、いわば準備金的なものです。

特定農業法人に同様の制度がありますので、同様な制度を個人にも起こすべきでは

ないかということです。売上高が多くなりますと、例えば価格の 10％、５％の値下

がりが非常に大きく経営に響くということに対しての自己強化、あるいは、いわゆ

る人を担保にした融資等も考えてもらいたいという強い意見がありますので、そう

いうことを申し上げております。 

 ３ページに新たな農地の確保と有効利用対策がありますが、農地行政の前提とな

りますので、定期的な農地面積の把握、それから農地基本台帳の法定化についてご

検討いただきたい。これも不在村地主等の問題、あるいは不法投棄の監視の問題と

も連なってくる問題でありますので、こういうことも検討をすべきではないかとい

うことでございます。 

 それから、４ページに参りまして、５点目は、優良農地の確保対策の観点から、

２点ございます。１つは（１）にありますように、虫食い的な農地転用を防止する



策、それと公共転用への農地転用許可基準の適正な対応、これはいろいろご検討い

ただいているようですが、ここはきちっとしていただきたいということと、それか

ら、産業廃棄物の不法投棄等から守るための監視機能の強化も必要であると思って

おります。 

 （２）は株式会社一般の農地取得については、現行の規制を堅持してほしいとい

うことです。 

 それから、６点目が、一番下の３に、農地の有効利用の観点から、これは仮称で

ありますが、農地集積のためにモデル的に「緊急担い手農地集積地区」というもの

を設けられないかということで、面的な集積についての考えを出しております。 

 それから、５ページに参りまして、（２）に、不在村農地所有者等の対応がござ

いますが、不在村の所有する農地に関する情報の的確かつ迅速な把握、それと有効

利用というのが、これから大変な問題になってきますので、その具体的な対策が必

要ではないかということです。それから、農地の市民的利用への需要が多くなって

おりますし、これはいろいろ広い意味から見ても、対応すべきものと思いますので、

無秩序にならないように、市民的農地利用区域みたいなものを設定をしていくこと

が必要ではないかということと、（４）にありますように、特に有効利用の観点か

ら、飼料作物の増産、特にホールクロップサイレージ稲の生産拡大が自給率の向上

の面からも非常に役立つのではないかということです。 

 あと、農業環境・資源保全対策についても書いてございますが、私の方から、以

上６点を中心的にお願いいたします。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、次に西山委員、いかがでございましょうか。 

○西山臨時委員  それでは、私の方から、尐しばかり長くなりますけれども、お

許しを願いたいと思います。 

 用意をさせていただいている資料はカラー版になっていますけれども、「北海道

畑作（代表例としての十勝地域）の変遷」、それから、もう１枚めくっていただき

ますと、これは、たしか２月に私の方から、畑作を核にした農業産業城下町的地域



の説明をさせていただきました。ちょっと復習の意味もございますし、そろそろ議

論の山場に来ましたので、２月にお話ししたことが、皆さんの記憶から遠ざかって

いるとちょっと困りますので、ここで確認の意味でちょっとご説明させていただき、

そして今回、用意いたしました新たな北海道畑作の変遷というところに説明を移し

ていきたいというふうに思っております。 

 今日、お話ししたいのは、特に担い手対策と経営安定対策、これを中心に絞って、

私がこれまで企画部会において主張させていただきました点について、改めてまと

まった形でということで意見を述べさせていただきます。 

 ２枚目の資料でございます。２月の時点で私はプロ農家が――「プロ農家」とい

うのは後でちょっとご説明しますけれども――私はプロ農家が活躍して産業とし

て農業が存立する地域、それがまさに北海道でございますという、そういう言い方

でご説明をさせていただきました。 

 もちろん、「プロ農家」という表現、当初、農水省の事務局が用意された資料の

中に、担い手農家をそのような呼称、そういう呼び方をされたことについて、私自

身は極めて適切な表現だというふうに感じてございます。というのは、そもそも北

海道の農業者の大宗を占める、いわゆる専業農家、つまり農を主体に所得を得てい

る主業農家が大宗を占めている地域でございます。これまでも北海道においては、

私どももプロ農家という表現は日常茶飯事、常時用いていた言葉でございましたの

で、最初に事務局が出されたあのペーパーを見て、私にとっては違和感がなかった

わけでございます。ここでもう一度担い手議論を蒸し返すつもりはございませんけ

れども、私の率直な思いを、担い手という、プロ農家という言葉の思いを申し上げ

たわけでございます。 

 話を戻しますけれども、今申し上げました観点から、この資料は２月に説明した

資料でございまして、つまり十勝の大規模畑作地帯のある町の農業を核として、地

域の雇用あるいは経済に果たしている実態、これを単に関連産業もあるよというこ

とではなくて、それに関わってくる、例えば雇用、そういうものについて具体的な

数字をもって表したものでございます。真ん中に 2,200人の農業従事者がいますが、

その大宗が主業農家でございます。そして、その農業者が生産する農畜産物、これ



が地元で加工されまして付加価値を生み出す。そして関連する輸送産業あるいは流

通産業、そういうものが関わっている。もちろん農業生産に必要な農業機械、ある

いは肥料・飼料、そういう製造業、あるいはこれらの経済活動によって誘発されま

す商業活動、あるいは飲食業といった関連産業の関わりについて、たしか数字を挙

げながら申し上げたものでございます。つまり関連産業の裾野の広さそのものが北

海道の地域特性でございまして、端的に言いますと、農業という産業を天守閣に抱

いた産業城下町という姿が形づくられている地域として成り立っているという、そ

ういう説明資料でございます。 

 したがって、今回の農政改革の議論がスタートした段階から、地域として経営安

定対策というものについて最も高い関心を寄せていたわけでございます。つまり地

域の存立に関わる大きな改革であるという認識を当初から持っていた。 

 今、「持っていた」という言葉を使ったわけですけれども、これを過去形であえ

て言ったのは、ちょっとわけがございます。私としては経営安定対策あるいは担い

手の位置づけなどについて、この企画部会を含めまして、中央段階の論議の経過を

追っていきますと、尐しばかり産業としての農業の進むべき道筋の議論に対して、

ブレーキがかかりつつあるのかなという危惧を抱いているところでございます。 

 と申し上げますのは、ＷＴＯの交渉の国内的な盛り上がり、これが若干薄れて改

革への取組が尐し鈍くなったのかなという、そういう思いも、今時点、感ぜざるを

得ないところでございます。これは釈迦に説法ではございませんけれども、国際交

渉で先手必勝というのが、私は肝心だと思います。事前の準備に万全を尽くしてお

くこと。つまり、国際規律の強化の中で揺るぎない緑の政策というものの確立こそ

が、私は今回の経営安定対策であったのではないかということを思っております。

もちろん、このことは８月の中間報告でも、きちっと記述されているはずでござい

ます。その道筋を外さないよう、これまでの議論をぜひまとめていただきたいとい

うふうに思っております。 

 尐し脱線いたしましたので、話を戻しますが、１枚目の資料に目を通していただ

きたいと思います。これは、今、説明をいたしました農業城下町のＡ町を含む十勝

地域全体の農家戸数、農家人口、作物の内訳、農業機械の所有台数、粗生産額、農



業所得というものを昭和 35年からですから、ほぼ半世紀にわたって、その農業指

標について変遷を表したものでございます。 

 なお、十勝地域の人口というのは、昭和 35年、34 万 6,000 人いました。現在、

平成 15年、36 万 1,000 人でございます。つまり十勝管内という農業を基幹とする

地域が、ほぼ 50年の間に人口は増えている。ただし、ここで見ていただいたとお

り、耕地面積、農家戸数、農家人口はかなり大きな変遷がございます。 

 今、申し上げたとおり、人口については純畑作農業地帯であり、十勝管内そのも

のの人口については増加している。こうした大規模畑作地帯が、一朝一夕で現在の

姿になったわけではございません。今回の国の資料の参考１に、網走・十勝のアー

チェリーの的のような図に、25ha 以上の農家が 75％、７割以上存在するという説

明が資料でされております。まさにこういう姿になったのは一朝一夕でなったわけ

ではないという説明するために、今回、この資料を用意させていただきました。 

 内容をもう尐し説明させていただきますと、35年から 45年の欄を見ていただき

たいと思います。この 10年間に農業の機械化も十分でなく、まさに馬耕の時代で

ございました。したがって、１戸当たりの経営面積も 10ha前後という数字でござ

います。極めて小規模零細経営農家が大半を占めていたというのが実態でございま

す。そのため、どういう農業をやっていたかと申し上げますと、商品相場で「赤い

ダイヤ」とはやし立てられていました小豆を中心とした投機作物としての雑豆の生

産に偏重していたということでございます。35年の豆類の面積が、ご覧のとおり主

要農作物の 80％を占めてございます。当時、北海道の気象も冷たい夏が続いており

ました。大冷害に見舞われることが連年にわたって続きまして、冷害に弱い豆類が

壊滅的な被害を受けまして、一家挙げて離農する、挙家離農という、それも夜逃げ

同然という形で住み慣れた農村を離れていくという悲劇が繰り返されたわけでご

ざいます。 

 この十勝を舞台とした離農の実態を、実は北大の元教授でございました故天間先

生が、書物として『離農』という本を昭和 55年、私の手元にございますけれども、

この名著を世に出しております。生源寺座長が勤められていた北海道農業試験場に

も天間先生がおられたと思います。世に出された『離農』のリポートの内容という



のは、その当時の時代の背景、あるいは心ならずも離農せざるを得なかったという

農家の心情、そして、こうした悲劇を二度と繰り返さないように、これからの日本

農業の行方を描いた力作だと思います。 

 当時、私、道庁の農政課において、まだ日の浅かった職員でございました。私は

この『離農』という本を、農政のこれからの対応する心構えのバイブルというふう

に感じた、そういう強い衝撃を持った本でございました。皆さんも、一地域でこう

いう離農が繰り返されたという歴史を一度、ぜひご一読いただきたいと思っており

ます。ちょっと余計なことでございます。 

 さて、下の欄に「農政の主な動き」というのが、35年から現在の平成 15年まで

の間に、これは言わずもがな、皆さんご承知の国の農政の動きでございます。昭和

36年は農工間の生産性の格差是正のための農業基本法の制定がございました。そし

て土地利用型作物の品目別の法制度も整備されました。さらに、農地の流動化など

構造改革に関わる法制度も整備をされました。まさに十勝農業は、こうした国の農

政方向にのっとって、国の農政の優等生として冷害にもびくともしない経営の安定

ということを目的とした、そして加工原料用作物であるビート、ばれいしょといっ

た寒冷地作物を導入、定着させて、豆類偏重の作型から転換をさせていったという、

そういう経過がございます。 

 そして、現在、これらの作物による四年輪作が確立され、維持され、そして原料

加工と関連する産業が一体となって地域を支える、現在の北海道の代表的な畑作地

域として形づくられたものでございます。昭和 35年から見ますと、多くの離農者

の発生、そして地域の犠牲等代償を払われながら、ほぼ 50年かかって、やっと、

今、こういう状況の姿を形づくったということでございます。 

 そこで、現在において、平成 15年をちょっと見ていただいたらわかりますけれ

ども、実は農家戸数の減尐はとまってはおりません。わずかでございますけれども、

続いております。農家戸数の変遷が上から２段目にございますが、やはり続いてお

ります。しかし、その離農の姿というのは、先ほどご説明をいたしました一家挙げ

て地域から逃れて離農するという、そういう形ではなくて、地域に残らないで、地

域から逃げ出していく、そういう挙家離農ではなくて、在村離農という形をとって



いるのが現在の状況でございます。それはまさしく地域に農業を核とした産業城下

町として雇用の形、雇用の場がセットされているからであると、私はそのように確

信をしてございます。 

 また地域にとって、現在のままで甘んじてはいないということを、実は、そこの

野菜の導入の変遷を見ていただいたらわかると思います。品目の野菜、45年から現

在の平成 15 年、まさに地域ではあくなき高い目標を掲げてチャレンジを続けてい

るということでございます。これは現状の安定した土地利用型畑作物に安住するこ

となく、付加価値が高く、手間のかかる野菜を輪作体系に組み入れております。 

 例えば、これは 11 月９日の資料でもありましたし、小泉総理との懇談で話題に

なったように、地域の長芋が輸出作物にまで育て上げるといった、たゆまない努力

をしながら、経営の安定向上と土づくり、あるいは輪作体系の維持といった環境に

配慮した持続型農業に今もなお懸命に取り組んでいるのが実態でございます。 

 そこで、以上が用意した資料の説明でございましたけれども、私、これまで触れ

なかった北海道の水田農業について、尐しコメントさせていただきたいと思います。

というのは、前回、森本委員からも上川地域の水田農業を中心とした農協青年部の

方との意見交換で指摘されておりました、北海道といえども、主業農家で規模を拡

大した農家ほど、土地設備投資の負債の問題が重くのしかかり、今回、農政改革の

もとでの将来展望もなかなか見出せないというコメントがあったと思います。 

 実は、私は、この上川でおやりになった会合に、夜、懇談会に出席をさせていた

だきました。私もやる気のある青年農業者の、まさに本音を聞かせていただいたと

いう思いでございます。これは森本委員の発言のとおりでございます。やはり、北

海道と言えども水田農業については過去の全国ベースの米の政策のもとで、今申し

上げた畑作地帯の事例ほどには構造改革のスピードが加速しなかった。というより

も、むしろほとんど進まなかったといっても良いというふうに思っております。あ

るいはやる気のある担い手ほど厳しい経営に、現在直面しているというのが現実の

姿でございます。 

 北海道として水田農業を今後どうするのか。今年スタートしました米政策大綱の

結果を十分検証した上で、私は全力を傾注して北海道の水田農業の将来の道筋を築



いていかなければならないというふうに思っております。北海道における地域農政

に長く携わってきた私としては、このことは大きな課題であると強く受けとめてい

るところでございます。 

 これまで、るる資料に基づいて説明してきましたけれども、以上のことをまとめ

ますと、昭和 36年の農業基本法においては、農工間の生産性格差の是正を主眼と

したさまざまな制度の整備が行われたということでございます。そして、平成 11

年の食料・農業・農村基本法におきましては、土地利用型作物の海外との生産条件

の格差の是正、そして収入所得の変動による影響緩和という、そもそもこれは平成

13年８月に国がおまとめになられた「農業構造改善推進のための経営政策」という

ものを土台とした新しい流れが、今回の経営安定対策であるというふうに信じてお

りますし、そうでなければならないといふうに思っております。 

 つまり、言いたいことは、土地利用型農業において、我が国全体に言えることで

ございますけれども、意欲ある農家の担い手が、将来とも希望を持って営農し、そ

して後継者が安心して経営を引き継ぐことができるよう、そしてさらには農外から

の新規就農者にとっても、魅力のある産業としての農業、これが位置づけされます

ように、こうした担い手に視点を当てた、将来とも安定した経営安定対策、安定制

度の確立に向けて、制度設計がなされること、これを強く望む次第でございます。

先ほど申し上げた今回の品目横断的な経営安定対策の道筋、施策内容がぶれること

のないよう、強く願うものでございます。 

 以上でございます。長くなって申し訳ございません。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。今、ご紹介いただいた書物は日本放

送出版協会だったでしょうかね。ご参考のために。 

 それでは、続きまして、山田委員の方からございましたらよろしくお願いいたし

ます。 

○山田臨時委員  私が、これまでも申し上げてきたことをまとめた内容でありま

すので、皆さん、ご案内のとおりであります。簡潔に申し上げますが、農政転換に

ついての最初の基本認識は、ＪＡにとりましても担い手をどう確保するかというの



は大変重要な課題でありまして、そのための農政転換は必要と認識していること、

そのために地域水田農業ビジョンをつくり上げることと併せて、担い手づくり対策

取組方針を定めて、具体的な対策を実施するということ、それから、こうした担い

手づくりや、農地の利用集積に当たりましては、地域におきましてＪＡ、行政、関

係団体一体となった推進体制をつくり上げていくということを、まず基本認識とし

て申し上げております。 

 その上で、「今後の検討に当たっての基本的考え方」ですが、担い手・農地制度

については、とりわけ地域実態を踏まえて取り組むということが必要であるという

こと、そして、この来年３月の基本計画の具体的な内容なり、さらに新たに導入さ

れる品目横断の経営安定対策に対しましては、現在取り組んでおります米政策改革

の推進状況等を踏まえて、ぜひとも地域実態に即した取組が進むように、つくり上

げていこうということであります。 

 ２ページに行きまして、「めざすべき地域の実態に即した担い手づくり」という

のは、我が国のアジアモンスーンにおきます水田農業の特性からして、日本型の農

業構造改革を推進するというのが最大の課題だということで、担い手づくりと農地

対策は切り離せない課題であること、むしろ担い手をつくり上げるということは、

農地対策をどう推進するかということではないのかということを言っております。

そうした意味合いからも、もちろん個別農家の規模拡大は大事でありますが、併せ

て集落・地域での合意形成のもとに、農地を農地として利用する仕組みづくり、こ

れが大事だというふうに言っておるわけであります。 

 そのために、４番にありますが、「面的な利用集積をはかる農地制度のさらなる

検討が必要」でありまして、これは、農業の世界だけで考えるのではなくて、国土

利用のあり方や都市部での農地の農業的利用のあり方も含めまして、農地制度の抜

本的な見直しが検討されるべきではないかということであります。この議論はやや

もすると、不十分であったというふうに受けとめておりますので、これが今後さら

に検討が進むことを期待しております。 

 ５番目に、新たな経営所得安定対策でありますが、日本型の直接支払を構想しよ

うという考えについては賛成であります。まさにそうだろうということであります



が、ただ、対象とする担い手につきまして、そこにありますように意欲ある者や育

成すべき者、法人化前の集落営農や、受託組織へ参画する者など、一定の基準があ

るのであって、一定の基準のもとに地域の実態に即した担い手を対象にするという

ことが必要である、というふうにしております。 

 それから、３ページに入りまして、畜産・酪農、野菜、果樹につきましては、そ

れぞれ担い手が相当程度、水田農業に比べて残っているという部分があるわけであ

りますが、一方で、担い手基準だけでは整理できない生産部会の取組等があるわけ

でありますから、そうした部分も含めた対策が必要ということであります。 

 それから、６番目にありますのは、担い手を対象とする産業政策が前面に出た議

論をしてきたように思っておりますが、農村の地域振興等の地域振興政策が明確に

されていないというきらいがあると思っておりまして、平成 19年から経営安定対

策を導入するというときには、パッケージで、同時に地域振興政策を打ち出すとい

うふうにしていただきたいということであります。 

 最後に、自給率向上に向けた戦略的な作物対策でありまして、この点も食料自給

率向上対策の議論がなされましたけれども、必ずしも十分だったかどうかという心

配を持っております。食料自給率の具体的数値目標のあり方については、国の安全

保障も念頭に置きまして、国民の生存の基本であるカロリーベースを基本とすると

いうことで、国際的な比較も行って、国民にきちっと我が国の現状を知らせるとい

う意味での意義は大きいというふうに思います。もちろん、金額ベースの目標を参

考として示すことはやぶさかではありません。ともかく、その向上を目指した生産

面、消費面での戦略的な施策を打ち出していくということが必要というふうに考え

ます。 

 また、現行基本計画の目標年次である平成 22年目標は、新しい食料自給率目標

を設定していく上でも、目標として掲げていくべきではないかということでありま

して、５年先のものをスライドして 27年目標にしますというだけで、本当に政策

になるのか、ないしは計画になるのかという思いがあります。 

 それから、最後に、従来から申し上げておりますが、米の計画生産が必要な中で

は、需要に即した麦・大豆の生産拡大に加えまして、それ以外の作物を水田農業に



定着させる対策が本当に必要不可欠というふうに考えておりますので、その点、新

しい対策ないしは、それらについての直接支払も含めた対策が必要というふうに思

っております。 

 農地の対策をどうするか、水田に新しい作物をどんなふうに定着させるか、それ

から、地域振興政策をどんなふうに具体化するか、その３点が今後の議論におきま

しては大変重要なテーマになるというふうに思っておりますので、議論の深まりを

期待する次第であります。 

 以上です。ありがとうございました。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 最初にお三方、資料をご提出いただいた方から、今、ご発言いただいたわけでご

ざいますけれども、これ以降、それぞれ皆さん、委員の方からご発言をいただきた

いと思います。ご質問、ご意見、ご提案。 

 杉本委員、どうぞ。 

○杉本臨時委員  会議の冒頭、岩永副大臣よりごあいさつがございました。大変

力強く感じましたし、大変なご尽力をいただいていることに敬意を表し、御礼を申

し上げたいと思います。また、岩永副大臣のお話を今月に入りまして何回かお聞き

をいたしました。いろいろな場面で、災害復旧、復興に関しましてのご発言もござ

いましたし、また環境税導入の件についても努力をしているんだというようなお話

もお聞きいたしました。大変心強く感じましたし、私どもも一生懸命応援をさせて

いただくというか、ともに闘うというのでしょうか、そういうことができればなと

いうふうに思っております。今後ともご尽力を賜りますようにお願い申し上げ、感

謝を申し上げたいと思います。 

 次に、冒頭での部会長のご指示は、前向きに議論をしなさいということをおっし

ゃいましたので、前向きにさせていただきたいと思いますが、出てまいりました資

料の、先ほど説明されました資料２の中で、つけ加えていただきたいというか、残

念なところがございます。今まで議論をしてまいりましたけれども、食料の安定供

給、国土の保全、あるいは担い手を育てていくためには、農業生産の基盤を整備し



なければならないわけでございまして、そういうハードの上にソフト、制度、ある

いは我々の行動がうまく相まってこそ、所期の目的が達成できるのではないかと思

っておりますので、ぜひともつけ加えていただきたいと思います。また、頑張れ、

頑張れという割には、来年度の農林水産省の予算は削られたというふうに聞いてい

ますので、残念だなと思いますが、それは三位一体改革の中で予算の額がそういう

ように変動をしているのだと思いますけれども、私、心配しますのは、三位一体改

革が悪いとか、今の改革が悪いだとか全然思っておりませんが、三位一体改革が本

当の意味で３本の矢になっていくのかなということに心配な点があるということ

でございます。我々地方自治体の者は分権も大事、地方権を分立するんだという心

構えも大事というようなことで取り組んでいるわけでありますけれども、三位一体

が３本の矢に、果たしてなってくるのかと憂慮しているということもご理解いただ

きたいということであります。 

 特に、生産基盤の整備につきましては、三位一体の改革の中で補助を見直すとい

うようなことで、かなり進んでおります。ややもいたしますと、国民の皆様方に補

助金制度というものは悪いというように聞こえてしまうことが大変残念なんです

けれども、補助事業というのは、三者というか、ここで言うなら農家・地方・国が

役割を分担していく、責務を果たしていくために、補助事業というものを通じて３

つのものが一体となって大きい成果につなげようという制度であり、今日まで続い

ているのだという理解を得る必要があるのではないかと思っております。 

 ですから、繰り返して申し上げるみたいですけれども、今、いろいろと審議をし

てまいりましたけれども、さまざまな審議をしてきたものを底上げしていくために

は、農業生産基盤の維持・修繕、あるいは整備、土地改良事業、こういったものに

ついては、きちんと国・地方・農家の役割分担の中で整備しなければならないのだ

と、その中で補助事業というものはきちんと位置づけていくという姿勢が、農水省

の中にも必要ではないかと私は思っております。 

 いわゆる生産基盤の整備というのは、農業振興上のエンジンの部分に当たるので

はないかと思っておりますので、この点、資料の中では７ページにちょこっとしか

載っていませんし、私、前々回も「しっかりせい」と言った覚えがあるんですが、



それも載っていないんですね。尐し残念な点でございますので、もう一度、この生

産基盤の整備などということにつきましては、いま一度、国民の皆様方に知らしめ

できるような位置づけで、お取り扱いをいただくようにお願いしたいということで

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。 

 冒頭、企画評価課長からもお話がございましたように、資料２につきましては、

今回、基本計画に向けた議論をする、そのための参考、目安として、これまでの議

論ではおおよそこんなことがあったということを整理したということでございま

す。ですから、加えるとか削るというような性格のものではございませんで、今、

杉本委員がまさにそうなさったように、これに必ずしもこだわることなく、これに

あることでも結構でございます、また、ないことでも結構でございますので、ご自

由にご発言いただければと思います。 

 それでは、安高委員、どうぞ。 

○安高委員  これまでの議論の中から、私なりに問題点というか、ここを解決し

ないと現場では農水が動かないだろうというところを指摘させてもらいたいと思

います。 

 まず、直接支払なんですが、国際ルールから求められてきているというところは

わかるんですが、この直接支払というのは長期的な政策の中にきちとんと位置づけ

るべきだ。だったら直接支払を議論する前に、同時でもいいんですが、長期的な政

策をどうするのか、これを議論しなければいけない。先ほど、山田委員がおっしゃ

った地域振興政策も、そういうものであるかもしれません。そういうものの中にき

ちんと位置づけなければ。 

 農業をやっているのは農家です。農家に国際ルールがこうだから、と説明しても、

農家にとって国際ルールは関係ないんです。国際ルールのために仕事をしているわ

けではないんです。しかし、それが制約条件ということはわかります。では、その

制約条件は何のためにやるのか。日本農業の長期的な政策というか、地域の振興策、



これを同時に議論していただかなければ、この場ではご理解いただいても、鍬をふ

るって糧を稼いでいる農家に理解していただけないだろう。尐なくとも、私は説明

できない、そういうふうに感じております。 

 それから、直接支払を議論する中で気づきましたこと、担い手要件に関してでご

ざいます。何回か申し上げましたけれども、例えば１つの類型を私なりに数字を詰

めていきますと、経営主が 1,300 時間しか年間働くチャンスがない、というふうに

捉えております。４カ月間はほとんど仕事がないという状態になっている。「他産

業並みの労働時間」というような表現がしてありますが、経営者を育てるのに、「経

営者」というときに「労働時間」という捉え方でいいのか。もっとこの辺から考え

方を改めなければいけないのではなかろうか。農業経営に携わっている時間、さま

ざまな研究をすることもあるでしょう。経理等もあるでしょう。そういう時間とい

うのはほとんど入っていないであろうと思われます。 

 私自身、ずうっと 10年来、認定農業者の経営改善計画をつくるのに携わってま

いりました。表計算ソフトでワークシート 13枚重ねたワークブックで改善計画を

地元ではつくってまいりました。現状のデータを入れて、現状、ずっと組み替えて

いくことによって改善計画をつくっていくという、そういう作業をしてまいりまし

た。 

 その作業に今回の数字を入れていったときに、非常に矛盾が大きいと感じており

ます。いろいろな資本装備をチェックしていきましたときに、確かにカタログ上で

は可能なんですが、ほとんど実際にはないであろう、というデータに基づいている

ような気がいたします、私の試算では。 

 なぜ、こういうこと申し上げるかといいますと、農林水産省の方もご存じでしょ

うが、今までの補助事業の基準というものが、県段階、市町村段階ではほとんど達

成されておりません。ここは重要な会議ですから、あえて申し上げさせてもらいま

す。基準からいうと、30馬力のトラクターしか買えない。しかし、40馬力のトラ

クターが欲しいんだ。でなければ経営が回らない。だから、お隣の人の農地を、つ

くっているように借りてきて、ということが時折、行われているわけでございます。

公式の場では認められないとは思いますけれども、ほとんどの現場の普及員あるい



は営農指導に携わっている者は知っているはずでございます。農林水産省の方もそ

ういう情報をつかんでいないはずはないと思っております。ただ、机上での数字を

押しつけていったときに、またそれが始まるんです。 

 今、農業者にも、わかりやすく言いますと、コンプライアンスが求められており

ます。机の上だけの基準を押しつけるということは、守れないルールをお役所がつ

くって、そして守りなさいといって指導したり、命令したりしているということに

なるわけです。そこの重みは考えていただきたいと思います。今までのように、十

分補助金が出せるときならば、農家は我慢して耳を傾けるでしょう。しかし、これ

からは補助金がそんなに出せる時代ではなかろうと思います。そうなったときには、

きちっと現場ができるものをつくり上げて提示しないと、現場に対する説明能力の

ある農業政策にはならないと思っております。 

 先ほど、山田委員が地域実態に合った、とおっしゃいました。けれども、私は担

い手の要件というものは、もっと経営実態に合ったものを議論していただきたい。

そうでなければ、現場が動かない。農業政策は現場が動くんです。ここにいらっし

ゃる方は、ほとんど鍬を持って糧を稼いでいる方ではございません。現場に通用す

る農業政策にしていただきたいと思います。 

 そういう意味では、前々回、杉本委員が「農業協同組合と森林組合と一緒にでき

ないんですか」とおっしゃいました。私は非常に興味を持ちました。なぜかといい

ますと、担い手のいろいろな類型の中で、なぜ中山間地の営農類型の中に林業とい

うものを組み込んでこないのか。林業というものを組み込めば、労働チャンスがな

いところに仕事を持っていける。それによって一つ形態が成り立てばいいのではな

いか。そういう発想も持っていかないと、中山間地では成り立たない。農協の合併

とは言いません。しかし、１つの事業体としては、林業と農業と両方やっていると

いうのはあるわけですから、そういうものもきちんと組み入れなければならないの

ではないか。 

 それから、私は、先ほど機械の装備のことを申し上げました。なぜ机の上で 30

馬力は成立するけれども、農家は 40馬力を欲しがるのか。５年に一度のいろいろ

な災害が来たときに、長雤が来たときに、例えば田んぼの排水が悪かったら、雤が



降っても翌日、翌々日、コンバインが入らないんです。そうすると、作業適期幅が

狭まるんです。そのときには能力のある機械を持ってこなければ処理できないんで

す。現場は平均値で動いているわけではないんです。だから、ちょっとゆとりのあ

るものがないと、リスクに耐えられないんです。そこを考えていただきたいと思っ

ております。 

 それから、認定農業者制度、１年半ぐらい前だったと思いますが、農林水産省は

これの見直し再検討という言葉が出ていたと思います。見直し再検討は必要だと思

っておりますし、見直し再検討の場所もどういうところかということも、農林水産

省はおわかりでしょう。けれども、それを改める手法を持っていらっしゃるのか。

例えば、認定農業者制度の重要な部分の経営改善計画、これをつくる手法をきちっ

と現場が理解できるような、つくり方の手法を示されたことがあるのか。この文章

の中にもフォローアップというのが出ていますが、言葉ではわかりますが、何をな

さるのだろうか。現場で携わってきた者、フォローアップという言葉はわかります

が、イメージは全く浮かびません。 

 長くなりましたけれども、担い手育成に関しては、私はさまざまなほかの制度よ

りも何よりも農地制度で当たるべきだと思っております。農地制度をきちんとしな

いことには、担い手育成、農地の流動化、ほかの政策はすべて小手先だと思います。

農地制度改革という、難しいですけれども根幹の問題から農業政策が逃げて、その

矛盾点を現場だけに押しつける。そういう農政の基本計画にしてはならないと思い

ます。そういう問題点を感じましたので、以上、指摘いたしました。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、永石委員、続けて立花委員にお願いします。 

○永石臨時委員  私の方からは、山田委員からいろいろお話がありましたけれど

も、今やっている中間取りまとめ、それから基本計画の新たな政策に向けての議論

というのは、これからの日本の、例えばＷＴＯ、ＦＴＡ、それらを含めた中で、ど

ういう担い手の姿を目指して、そういう担い手をどういうふうに育てていくか、ま

さにこれが、今、農水省挙げて国全体でやろうとしている方向であり、これらの方



向は間違いないだろうというふうに理解しております。そういうことをしなければ、

全体主義的な価格政策で行っていけば構造政策も進まない。価格政策による限界も

見えてきて政策の転換期にきていることから、全員で議論しているわけですから、

その方向は間違いないだろう。この方向に沿って、中間論点にあったような形で、

もっと具体的な形で姿を示すべきではないか。 

 その１つとして、先ほどから話がありましたように、例えば担い手経営安定対策

にしろ、19 年度から導入したいということでありますけれども、これは麦・大豆、

私は北海道ではなくて内地のことで言いますけれども、麦・大豆を中心とした水田

農業の担い手という場合には、先に立つのは構造政策だろう。これが早く進まない

と、担い手がちゃんと育っていかない。これと現在進められている政策との連動性

が、一元化とかいろいろ議論はしましたけれども、具体的にどうなんだと。 

 そして、もう一つは、担い手のあるべき姿ということが、例えば、27年度までは、

40万農家をつくる、例えば水田だったら６割はその農家に任せたいという方向であ

れば、それをどういう形で育てていくのか、こういう方向性をちゃんと出すべきだ

ろうというふうに思っております。 

 そのために、今、うちで進めているのは、川村局長さんが経営局長時代、一元化

で進めなければならないということで、かなり議論した記憶がありますけれども、

現在、本県では農協に、農地保有合理化法人になってもらう。全農協。合理化法人

になってもらおうと。そういう形で市町村、ＪＡ、土地改良区、あるいは農業委員

も含め一元化の組織をつくりながら、集落営農を進めようという形で、現在、動き

出しております。 

 したがって、山田委員から出ておりますように、地域の実情を踏まえた担い手、

それはわかります。ただ、受託組織、これは問題ではないかなというふうに考えて

おります。受託組織の場合はコントラクターですから、中山間地等において、例え

ば建設業とか、民間企業が単なる受託組織となる場合も十分想定される。このこと

からも、経営の主体というのがあるような形を担い手として位置づけるべきだと思

います。現在作業受託で転作集団等が実施されている姿はわからないわけではない

んですけれども、それを経営者まで育てないと、本来の担い手が逆に育っていかな



いんじゃないか。したがって農協等が農地保有合理化法人になることによって、地

域の実情なり集落の実情を踏まえて経営者として育てていけば良いのではないか。

しかし、集落には副業的な農家も依然残ります。そういう副業的農家をどう農業の

振興に結びつけるのか、あるいは地域全体の農村、例えば水利の保全管理も含めて

ですけれども、どう参加させていくのか、この役割はまだまだいっぱいあるという

ふうに理解しておりますので、そういう立場からの検討も必要ではないかと思って

おります。 

 そういう意味で、目指すべき方向については、もう一つ規模の要件であります。

今ここに出ているのは、米政策改革を前提として、それを踏まえた新たな規模の要

件ということで、規模が大きくなるだろうという想定で書かれております。これが、

今、現場では、言葉として何となく米と麦と大豆を足した規模として米政策の４町

歩ぐらいは大きいという姿なのかと考えていますが、そういう整理をちゃんとして

おかないとなかなか理解されないだろう。生産者が経営を営むためには、当然、利

益というのを考えますから、米＋野菜＋麦、あるいは米＋野菜＋豆、米＋果樹＋豆

とか、そういう経営というのは十分あり得ることなので、そういうことを地域の実

態とした経営規模という配慮をしていただければなと思います。それが日本の縦長

の国でいろいろな農業経営がなされている、こういうのをどう配慮していくか。そ

の中に麦・大豆については、こういう所得安定対策を導入していくんですよと、そ

ういう姿を見せることが、地域の中で、先ほども申しましたように、我々もやって

いかなきゃならないことを納得する。それをしないと集落の合意は得られないとい

うふうに思っておりますので、規模については十分慎重な検討をお願いしたいと思

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、立花委員、どうぞ。 

○立花専門委員  ３点ばかり、今日のこの資料に関連して質問と、若干コメント

させていただきたいと思っているんです。１つは、冒頭の西山さん、山田さん、今

の永石さんのお話にも関連しますが、私は、農水省が全部取り仕切ることは、おそ



らくできないだろうと思うんです。つまり、国がこういうことで構造改革を何とか

加速化させようと、そういう空気が盛り上がってきたわけですが、そういったある

意味で言えばアクセルを踏んでいるとき、肝心の地域の方が、もちろん進んでいる

ところもありましょうし、そうではないところも、おそらくいろいろバラエティに

富むんだと思うんですが、ブレーキをかけないように、どうやって霞ヶ関の方のこ

ういった政策転換の動きと、自治体、地域レベルの動きをどうやって整合性を持っ

た形で進めていくのかということを、先ほどの皆様方の地域の実態とかという話を

伺うにつけ、そんな感じがいたします。 

 特に直接支払の場合は、これは地方自治体の関係はあまり薄いと思いますが、む

しろ環境とか地域対策といいましょうか、地域資源保護とか、こういった点になり

ますと、どうやって国全体の政策の流れの変化と、自治体みずからこれに対して、

どうサポートしていくのか、取り組んでいくのか、そういうのが両々相まつ必要が

あるのだと思うんです。そういう意味で言うと、自治体の役割がちょっと見えない

ような感じがして、私は、これは決して農水省を責めているわけではなくて、全部

中央で、霞ヶ関で中央集権的にやるのは限界なわけですから、そうだとすれば、自

治体のこういった政策支援の動きをどうやって、全体の大きな政策転換の流れにイ

ンボルブしていくのかという点が、私はこれまで欠席してきたこともあるものです

から、自分の不勉強かもしれませんけれども、その辺がひとつ宿題としてあるのか

なという感じがしたという点が１つ。 

 それから、２つ目が、この資料１の参考６という資料がございます。「品目別経

営安定対策等について」ということで、10月 29日の企画部会。この資料が出たと

きも、ちょっと、私、お願いといいましょうか、コメントさせていただいたと思う

んですが、この図は現行の国境措置を前提としているように、私、思うんです。つ

まり諸外国との生産条件の格差を補てんするために、水際で関税等の国境措置を講

じているわけです。ところが、国境措置の方は、これからどういう流れになるかわ

かりませんが、基本的には段階的に、おそらく国際交渉によって引き下げの方向に

あるんだろうと思うんです。 

 そうなりますと、関税引き下げに応じて、国内価格を直ちにそれに見合って引き



下げられないのだとすれば、国内生産を維持するために、その分、一定期間補てん

する必要があるわけで、その意味で、国境措置による保護コストが、一体金額的に

どのくらいとなっているのかという点を、私は見ておく必要があるんじゃないかな

ということで、この資料が出たときも、その辺どうなっているんだろうかというこ

とを申し上げた記憶がありますが、財政負担の問題だけじゃなくて、その隣に、国

境措置による保護措置、保護額といいましょうか、それが一体どういうふうになっ

ているのか、それをどういうふうにして直接支払で転換していくのかということを

考える上でも、国境措置による分を見ておく必要があるのではないかなという点が

１つございます。 

 それから、３つ目ですが、会議所の中村さんが出された資料に関連して、中村さ

んのお立場も、よくわかったつもりなんですが、１つは、「担い手の経営体質の抜

本的強化対策」ということで、内部資本蓄積の促進対策、あるいは経営体の収益力

に着目した融資など、経営体として体力増強するための税制上の措置を含めて対策

を講じる必要があるとご発言されました。私もこれはよくわかるわけですが、これ

に関連して、中小企業との比較なんかが一体どうなっているのか、その辺、私は農

業の経営体に対する税制上の措置がどうなっているか、正直言うとわかりませんの

で、その辺の比較が必要かなという感じがいたしました。 

 それから、私はちょっと意外だったんですが、中村さんの方から優良農地の確保

対策の中で、私が提案させていただいた有限責任会社、ＬＬＣなど、こういった点

についても新たな法人形態の導入についても慎重を期すということで、私はこれを

聞いて非常にがっくりして、まさに、これは農業のためにこそこれを使えないだろ

うかということで、使い勝手が悪ければ、まさに農業団体こそ、現場の方々のお知

恵を借りて、どうやれば使い勝手がいいのか、新しい法人形態に、まさに農家の方々

の不安、それを払拭するためにということで、私は１つこれを参考として、部外者

が言うのは大変失礼だということは思っていましたけれども、問題を提起させてい

ただいたわけで、どういうご議論をされた上で「慎重を期すこと」とおっしゃった

のか私はよくわかりませんが、ぜひ、この使い勝手のいい形で、受け身じゃなくて、

できるならばプロアクティブに、こういうふうに使いたい、そのためにこそこうい



うＬＬＣであってもらいたいという、ぜひ前向きのトーンで法人化をレーゾンデー

トルとしている会議所の中村さんには、ぜひそこのところをお願いしたいなと思っ

ております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 まだ、挙手されている方がおられわけですが、このあたりで、いくつかの役所の

方への問いかけのようなご発言があったと思いますので、何か役所の方からコメン

トがあればお願いしたいと思いますが。 

 それでは、岩永副大臣からご発言があるようでございます。 

○岩永副大臣  ご質問ございました中で一、二点、簡単に私の考え方をお答えさ

せていただきたいと思います。 

 杉本さん、お褒めいただきましてありがとうございます。我々トップが、本当に

真剣に日本の農業の改革に対する姿勢をきちっと示していかなければならない、そ

してまた、情報を発信し、気持ちを発信していくことが大事だと、このように思っ

ております。幹部の皆さん方とともに、かなり厳しく督励しながらやっております。

今回の災害でも、被災を受けた皆さん方の食料は農水省が全部供給する、そのくら

いの気持ちでやろう、そして、できることは何でもやろう、だから、１月 31日ま

でに全査定を終わって、来年の作付のためにやらなければならん、できることは査

定前着工でもやっていこうというようなことで頑張っております。今、農業改革の

大変厳しい要のときでございますので、農水省一体的に頑張っていかなければなら

んと、このように思っておりますので、ご支援をいただきたいと思います。 

 それから、２つ目に、立花さん、大変いいことをおっしゃっていただいたと思う

のですが、結局、農業の地方分権ができているかどうか。かつてはそれぞれの町の

役場の中に、農政担当の職員というのが６人も７人も 10人もいたんです。そして、

うちの町は野菜をどうするか、畜産をどうするか、米をどうするかというような形

で、本当に積極的に地域農業というのを推進していただいた。しかし、最近は産業

建設課の端っこの方に、減反だけの担当の職員が１人、２人いるということで、本

当に地方自治体が、この農政に対して真剣な取り組みがされているんだろうか。先



ほど立花さんがおっしゃったように、確かに農業が中央集権化した。そして農水省

の発声でもって農業を営んでいるため、みんな農水省に批判が来るわけです。しか

し、私は農水省と現場との不離一体の関係をきちっと構築するためには、自治体が

どう農政に対して取り組むかということが重要だと思います。食料自給率の向上、

食料生産の重要性、食育の問題等に対して、自治体がどう取り組むかということで

やっていただかなければ、本当に国の発信と末端とがなかなか連動しないというよ

うに思います。私はこれは農業の地方分権と言っております。三位一体の話でも、

そういう部分で我々が末端の自治体に金を直接出す。そして自治体がその地域の農

業をどう考えていくか。全中さんも、農協さんもそうなんですよね。それがやれる

と、地域の農協さんも、営農活動だとか、地域指導というのを徹底してやれると、

私はこういうように思いますので、立花さんのおっしゃられた浮き上がらない制度

というのを、これからきちっとつくり上げていかなければいかん、このように思っ

ております。 

 以上２点について、私がお話を聞いていて感じた点をお答えさせておいていただ

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。 

 それでは、森本委員、どうぞ。 

○森本専門委員  今、副大臣も言われましたけれども、今、本当に現場の中で、

役場の中にも、なかなか本当に部所がなくなってきている。私は担い手のところで、

若干、経営局にお伺いしたいのが、家族経営で 33万から 37万、法人とかで３万か

ら４万、最終的に 40 万経営体というのを目指しておられるわけですけれども、も

う一度、この数字をどういう形で出したのかというのをお聞きしたい。 

 というのが、今の認定農業者というものを担い手の位置づけとして、農水省は柱

に持っていっているわけでございますけれども、認定農業者の各県の育成状況を見

ますと、目標状況を見ますと、平成 16年度で 23万経営体しか目標設定していない

です。各県の目標が。各県が今現在で 23万の認定農業者を育てるということしか

考えていないのに、なぜ農水省は 33万とか 37万とかいう数字か。私にすれば、こ



の数字はどこから出てきているのかがよくわからない。目標設定ということであれ

ば、本来は 40万経営体ぐらいあって、 100％目標は達成できないにしても、35万

経営体ぐらいにはなるんじゃないか。そういう形の中で、本来目標というのはあり

得るべきだと思うんですけれども、実際問題として、逆に言えば、これだけ認定農

業者というものを国が柱に持っていくと市町村は思っていなかった。だから、市町

村は国から言われたときに、まだうちはこのくらいでいいだろうぐらいの、結局、

市町村の担当職員が本当に認定農業者、あるいは自分の地域をこれから先、守って

いくためにどれだけの人間が必要なんだ、そういうものに対して熟慮が全然なかっ

たんだろう。ただ単に数だけを国から県から言われたから、うちは目標はこれだけ

ですという、ただ単に数字だけを言って、本当の意味で、認定農業者に対する熟慮

が全然なかったんだろうと思っているんですね。 

 だから、いろいろな形で、今、経営局の方で各県に指示をされていると思います

けれども、19 年度までに、大体どういう形で経営体の数を 40万に近づける、具体

的な施策というものを、まずお聞きしたいと思います。 

 それと、これは私が、本来、安高さんがさっき言われたことに対して反論ではな

いんですけれども、安高さんとはいろいろなことでやり合っているんですけれども、

経営時間に関しては、私も昔から、はっきりいうと土地利用型農業、米に関して言

えば、仕事時間があまりにも短い。これで結局、お米だけで１年間飯を食っていこ

う、それだけ儲けようと思うのであれば、私はそれはちょっとおかしい。私は自分

で米をつくっていますけれども、そう思っています。 

 それと、15ha で３条刈りのコンバイン、30馬力のトラクターとは何ぞやといわ

れます。私は、組合長に、現実的には、やっている人はいないでしょう、しかし、

私は農水省がデータベースとしてつくるのであれは、それはその数字は間違ってい

ないんじゃないか。15haを３条刈りのコンバインで刈るときに、処理能力の高い低

いがあるんですね。３条刈りのコンバインにしても、４条刈りの能力があるのもあ

りますし、純粋に３条刈りの力しかないのもあるんです。そうなったときに、３条

刈りにも多種多様なものがある。私達から見ますと、３条刈りでも４条刈りぐらい

の力があるコンバインでいけば、１日１ha 刈っていけば、14haだと２週間で済む。



その中に雤が降ったりもしますので、若干時期も延びていきます。しかし、これが

個人で 14ha をやるということになると、適期を散らすことができるんです。だか

ら、前半戦にコシヒカリを持っていき、半分はコシヒカリ、残りの後半には違う、

遅いものの品種を持っていくことによってリスク分散をする、そういうことを考え

ていけば３条刈りでも十分にできるだろう。 

 ただ、今はなかなか、現場では 14haというものを個人でもやっていませんし、

収入を上げるためにコシヒカリならコシヒカリ一本植えてしまうので、コシヒカリ

14ha適期刈り取りをしようとすると、どうしても大きい機械で一遍にポンとやって

しまわないと適期を過ぎてしまいますので、二等米、三等米になります。だからこ

そ、でかい機械でやるんですね。 

 でも、これは本来は農家みずからが考えなければいけない問題なんだろうと思っ

ているんです。農家が、そこで大きい機械を入れて、特にメリットがあるのか、逆

に品種を分けて小さいコンバインにして、そこにメリットがあるのか。だから、そ

れは経営者として考えていくのであれば、それはやり方は、どこにメリットを求め

ていくかというのは、いろいろなパターンがあって当然だと思うので、組合長とも

いつもそういう話は議論としてやっているんです。 

 私は、西山さんも言われましたように、プロ農家という定義は、最初に言ったん

ですけれども、農水省からお金をもらわない、国からお金をもらわないでもやって

いけるのが本当はプロ農家なんだろうなと、そういうふうに思っているんです。と

いうことは、プロ農家というのは、逆に言うとリスクもつきまとうわけです。今ま

で、米農家は、生産して農協に出荷して終わりだったんです。でも、今の農家の人

達は生産して、流通させて、販売まで持っていくんです。しかし、そこには、リス

クがつきまとうんです。代金回収であったり、自分の品物に対して保証しなくちゃ

いけない。つくるのにもいろいろな労力を使わなければいけない。そうなってくる

と、そのリスクに対して当然リターンがあると思うので、そういったものを、本来

米屋さんが儲けていたものを今度は自分達が儲ける。だから、私は、そこにリスク

を伴うけれどもリターンも伴う。それは市場原理として当たり前。逆に言えば、僕

達はローリスク、リスクはあまり負いたくないから、自分達がつくったものを農協



に出す。そしてリターンは尐ないけれども、そこに安全・安心なものがあるから、

そういうものを使うということを考えていくと、経営者の考え方、資質というのも、

いろいろあるんじゃないかなと思うんです。 

 だから、いつも組合長とは話しながら、「生産現場として森本さん、どう思うね？」

と言われるから、本当にコンバインにしてもトラクターにしても、現実的には実際

やっていませんね。しかし、考えてみると、やっていないことが問題なのかもしれ

ませんね。そういふうにリスクというか、経費というものを、コストというものを

考えないで農業をやっている、そこが問題なのかもしれません。そういう話は実際

やります。 

 それと、もう一点、これは完璧に安高組合長、批判になるかもしれませんけれど

も、直接支払に関して、ＷＴＯのルールから考えると農家には説明ができないと言

われましたけれども、私は、ここの議事に参加している人間は、それは言ってはい

けないと思っています。私達はどこに行っても、それを説明できなければならない

し、説明しなければならない。なぜ直接支払というものができたのか、どうして直

接支払という形でしか、これから先やっていけないのかというものを、この会議に

出席している私達ができないということは、私は言うべきではないし、またそれを

言ってしまうと、あまり、駄目かなというふうに、これは完璧な批判でございます

ので。 

 いろいろな形の中で言ったわけですけれども、その辺のところを考えていけば、

これから先、経営というものを本当に市場原理の中でやっていくということで考え

ていくと、私は国がどこまでやるのか、生産者みずからがどこまではちゃんとやる

のか、その部分が明確に本当にやっていかないと、この前も言いましたように、国

が何もかも計画して、その計画に生産者を乗せてやるということになると、うまく

いけば当たり前だし、うまくいかなければ、国がまた猫の目行政だという批判をす

ると思いますので、私は農家みずからが考えてやっていく、その青写真をつくるの

が国であって、最終的な足は、自分の足で農家が歩く、それの助けを農水省がやっ

ていくということが一番大事じゃないかなと、完璧に理想論の中のきれいごとでご

ざいますけれども、そういうふうに感じているところでございます。 



 それと、中村さんにちょっとお伺いしたいのは、「優良農地の確保対策の推進」

の中に「秩序ある農地転用の実施等」と書いてあるんですけれども、これは農業会

議所のタッチする部分と、国のタッチする部分というのはどこなんですか。僕達は

これを読んでいると、これって農業会議所がもうちょっとちゃんとすれば、こうい

うのって防げるんじゃないの、と単純に思ったんですけれども、これをこういうふ

うな形で国に言うということは、農業会議所は何もやれないのかなと、そういうふ

うに単純にちょっと思いまして、読んでいて、すごく不思議だなと思いました。ち

ょっと関連もありますので、その点お願いします。 

○生源寺部会長  どうも率直なご発言、ありがとうございました。 

 ここで、岩永副大臣が公務のためご退席されます。 

○岩永副大臣  大変いいところですが失礼します。どうぞよろしくお願いします。 

○生源寺部会長  今、何人かの方からご発言いただきまして、その中で中村委員、

安高委員のご発言、ないし資料につきましてのご発言がございましたので、このお

二方については、後ほどご発言の機会を持っていただくようにしたいと思っており

ます。 

 いくつか問いかけのような発言があったかと思いますので、役所の方からご発言

があればお願いしたいと思います。 

○今井企画評価課長  まず、企画評価課の方から申し上げたいと思います。いろ

いろいただきました意見ですとか提案につきましては、基本的には基本計画の原案

の方に反映させていくということになろうかと思いますので、年明けになりますけ

れども、原案で確認をしていただくということかと思います。 

 あと、何点かご指摘がありました中で、水産業だとか林業の関係についてという

ご指摘がございましたけれども、この点につきましては、基本法の本体にも水産業、

林業への配慮という条文がございますので、そういった趣旨が基本計画の中にうま

く工夫できるかどうかというのは、また検討していきたいと思います。 



 立花委員の方から、国境措置による負担額について財政負担だけではなくて、国

境措置のものについても、検証すべきではないかというご指摘がございまして、こ

れにつきましては、前回もご指摘をいただいたと思いますけれども、どんな工夫が

できるのか作業をしてみたいと思います。 

 あとは、今、森本委員からの話にもございましたけれども、立花委員から国が全

部は仕切り切れないのではないかというお話がございました。これにつきましても

基本法の中では、国の責務だけではなくて、地方公共団体との役割分担ですとか、

農業者の努力ですとか、食品産業等の事業者の努力ですとか、いろいろな人が役割

分担をしながら全体を進めていくんだという考え方に立っております。ただ、基本

計画となりますと、どうしても国が講ずる施策ということになりので、国がやる分

野の方に偏りがちなんですけれども、条文は、あくまでもみんなで役割分担をして

いくという考え方に立ってつくられておりますので、基本計画を策定する際にも、

そういった感じがうまく出るような、そういう工夫は、これから作業の中でしてい

きたいと考えております。 

 企画評価課からは以上でございます。 

○生源寺部会長  それでは、次に経営局、よろしゅうございますか。 

○須賀田経営局長  森本さんからございました、今の構造展望、33万から 37万

の経営体、それに法人の生産組織で３万、どうやって展望したのかというお話でご

ざいます。農地流動化の趨勢、年々このぐらいというのがございまして、それに政

策的にドライブをかけるということで、こういう他産業並みの所得を上げ得る経営

体が、土地利用型にいたしましたら６割ぐらいのシェアを占めるということで、こ

ういう展望をしているわけでございます。 

 その前提といたしまして、農地流動化が 280万 ha、この担い手の方に収束する

という、こういう前提でございました。現状どうなっているかといいますと、山田

委員から何回かご指摘がございました。 220万。その 220万の中の認定農家に行

くのが 120 万、全体の 55％程度。目標到達をしている、もう既に他産業並み所得

を上げている経営体というのが 27 万 ha でございまして、全体の７割ぐらいしか、



いい方向に進んでいっていないということでございます。 

 では、今後どうするのか。今の構造展望を樹立をいたしました以降、どういうこ

とがあったかと申しますと、１つは、本企画部会でもご審議をいただきました集落

営農という概念を持ち込むわけでございます。経営体の実態を有している集落営農

を育成しようじゃないかというのを持ち込みました。これは既に米政策で実施をし

たところでございます。 

 そのほか、賛否両論ございましたけれども、農業生産法人の形態といたしまして、

株式会社の形態も導入をいたしました。これは他からの出資でございますとか、他

からの雇用でございますとかが得やすい農業生産法人の形態でございます。 

 こういう新たな担い手の概念を入れましたので、私どもとしては、そういう新た

な担い手増のもとに、新かな構造展望を描いて、22年に描きました目標以上のもの

を達成できれば、というふうに思っております。今後、具体的にまた作業をし、ご

審議を願うということになろうかと思います。 

 それから、立花委員からございましたＬＬＣでございます。おっしゃるとおり、

これは経営者の経営の意図というものが実によく反映できる仕組みでございます。

ちょっと心配なのは、脱退が自由であるということで、これは農事組合法人等の協

同組合でも同じでございます。農事組合法人等が農家の共同組織であるという色彩

が強いのに対しまして、同じような考え方で、このＬＬＣ、まだ詳細まで把握して

いるわけではございませんけれども、誰か１人、経営手腕の優れている農家がいて、

それを支える仕組みとして、これは私ども適切な仕組みではないかと思っておりま

す。私ども、これ、農事組合法人と並びまして、何か名人芸を持っているような農

家を支える仕組みとして活用したいと考えている次第でございます。 

 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。 

 企画管理労働が入っているかどうかという話等があったかと思いますけれども。 

○宮坂経営局審議官  安高委員の方から管理労働時間が入っているのかどうか

という話がありました。経営管理の時間につきましては、前回、経営展望をやって



おりました。そのときの展望の数値、具体的には北海道で申し上げますと、10ａ当

たり 0.25時間、都府県では 0.13 時間というものを数値としては使用をいたしてい

るところであります。 

 それから、担い手の問題につきましては、まさに、今日、冒頭、座長がご整理な

さったように、今日、フリートーキングということで、まさに担い手の位置づけな

り、担い手のことを考える際の産業政策と地域政策との関連なり、いろいろとご議

論が出ておるようでございますが、この点につきましては、前回、11月 30日に、

当方としての考え方をお示しをしたというふうに理解しておりますので、説明は割

愛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、尐しやりとりがあるかと思いますので。その後、皆様から

ご発言いただければと思います。 

○中村委員  ３点ほどご質問がございました。まず、立花委員からの２点でござ

います。 

 １つは内部蓄積の話ですが、先ほど申しましたように、我が国でも特定農業法人

は、今、農業に係る収入金額の９％相当額以下の金額を積み立てることができるこ

とになっています。それから、オーストラリアは 97年から農場経営積立金制度と

いうのがありまして、これはオーストラリアドルで 30万ドル、日本円で約 2,250

万円まで損金として金融機関に積立ができて、いざという場合に使えるというもの

です。それから、日本の中小企業倒産防止共済制度も毎月８万円、 320万円まで損

金で積立ができます。こういうのに習って、お願いしたいということです。 

 それから、２点目はＬＬＣあるいはＬＬＰの問題、これは「慎重」と書いてござ

いますが、これは法人組織形態としては、農業経営に合うと理解をしております。

法制度がまだきちっとできていませんので、税制を含めて国会でどういう法律に最

終的になるかということを見極めてということです。ただ、税制問題も含めて、も

う尐し慎重に見た方がいいのではないかということで、慎重にと書いてありますが、

むしろ積極的に評価をしていきたいということです。 



 それから、森本委員から、優良農地の確保は会議所の方ではないかという質問で

したが、この前も一度、そのような農地制度に関わるご質問が出まして、特に農地

転用につきましては、早くから地方分権ということで、その許可に際して農業委員

会が意見を付すことになっております。国の基準に基づいて、自分でできる範囲の

面積はそこでやることになっています。これは農業委員会に与えられた権限ですし、

農業会議も権利移動やっておりますので、我々としては系統組織で、運動論として

農地を確保していくということでありまして、これは指導的には行政の話で、運動

論で対応しているということであります。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、安高委員、もし何かご発言があればお願いします。 

○安高委員  森本委員の国際ルールの部分ですけれども、私の見方というのは、

あれはあくまでも農業というものに制約条件として来ている。現場に下ろすときに

は何のためにやるのか、目的論の方が重要だと。制約論だけでこうなったというの

では説得力がありません。尐なくとも、私はこの場で納得はできない。納得できな

いものは説明できないということです。 

 それと、経営の装備ですけれども、現状を肯定する必要はないし、現状をずるず

る引っ張る必要はない。けれども、現実というものは、さまざまな事情の中から生

まれてきているものだから、そこをきちっと徹底的に検証して、なぜこうなのかと

いうのを検証した上で現状を否定しなければ、安易にカタログと机の上だけで現状

を否定してはいけない。それでは現場には通用しない。そういう意味です。 

○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、安土委員、新開委員の順番でご発言お願いいたします。 

○村田専門委員  自由討議ということなので、農政改革の抵抗勢力と言われる―

―「言われる」って言ってはいけないのかな――全中の山田さんと、会議所の中村

さんに、私の意見を言って、後で反論いただければと思います。 



 山田さんが、先ほど、いろいろ説明されましたけれども、３つの点について、お

話を伺いたい。１つは、食料自給率です。カロリー自給率を大切にしろということ

について、私は異論はないんですけれども、往々にしてカロリー自給率の 40％とい

う数字と、農業予算を増やせということを結びつけて政策要求されがちです。私は

それぞれについて異論はないんです。食料自給率が 40％は低いから、もっと上げろ

ということもそうだし、農業関係の予算をきちんと確保しろということについても、

私は全然異論はない。ただ、40％に象徴されるように、日本の農業は、いかに弱く

駄目なんだ、だから助けるために国はもっとお金を出せという発想が政策を歪める

のではないか。前から言っているように、40％という数字は野菜農家だとか、畜産

農家の頑張りを否定してしまうわけです。金額ベースでいうと 70％もあるのにです。

日本の農業の元気さを、さらに上げようよ、ということについては異論はないんで

すけれども、皆さんがカロリーベースにわざわざこだわるので、そういう私の懸念

が出てくるのです。そのことについてどう考えるか、ひとつお聞きしたい。 

 ２番目は、担い手の話です。担い手について地域実態に即して決めろということ

について、私は賛成です。この企画部会で１年ほど前、農水省はどちらかというと

個別農家の規模を拡大して、立派な農家に育てたいという気持ちが強かったんだと

思うんです。それはできたことに超したことはないんですけれども、そういう規模

拡大には、ちょっと無理がある。山田さんが常々おっしゃるように、日本の地域農

業の実態に即すれば、そういう絵に描いたような大規模農家の出現を追い求めるこ

ともさることながら、集落営農を育てることが必要なんだと思います。そのことは、

中間論点整理にも書かれていて、そういう意味では山田さんの功績は大きいと思う

んです。そうであるならば、経営体としての集落営農をどうつくっていくのか、農

協としてどうつくっていくのかという決意表明をしていただきたい。地域で選ぶと

おっしゃいましたね。選ぶときに、兼業農家の全部を認定しろとは、おそらく山田

さんも思っていらっしゃらないと思うので、何人だかに絞るんでしょうけれど。そ

ういう作業をお上から言われてやるのではなくて、農協が自主的に経営実態のある

集落営農をつくっていくそういうプログラムをつくるべきではないか。せっかく集

落営農が認められたのですから。お上に頼むのではなくて、農協が主体となってや



っていくのだということが必要なんじゃないかと思うので、それについていかがお

考えかということです。 

 ３番目、これは農地問題です。たしか農協の要求の中に、言葉は忘れちゃったん

ですけれども、農地を中心とした土地利用計画みたいなものを、市町村ごとにつく

るんだという考え方があったと思うんです。これは大賛成で、大変すばらしいと思

うんです。農地を農地として利用する大運動というのを、農協も含め、農業委員会、

行政、普及センターぐるみで、地域の農地を守る。そういう仕組みをつくっていく

のが必要だと思うんです。それはぜひやってもらいたいので、そのプログラムを示

していただきたい。 

 今は、専業農家よりか、農業委員会だとか、普及員だとか、農協の指導員だとか、

取り巻きの方が数が多いんです。取り巻きの数ばかり多くて、実際に農業を営む人

材がいなくては困ります。農地を農地として利用するためにリーダーシップを、農

業委員会が中心になるかもしれませんけれども、農協にも発揮してもらいたいと思

うので、その辺はどうお考えなのか。 

 それから、中村さんになのですが、これは森本さんが先ほど言ったのと全く同じ

です。「国の明確な責任のもとに」とか、「支援をお願いしたい」とか、人ごとの

ような要望なんです。それこそ農地法の番人であるというか、それを自認されてい

るんでしょうから、不法転用をどう取り締まるのか。今のままでは取り締まれない

のなら、こういうふうに法律を改正してくれよ、法律を改正するのは国会に働きか

けるとかしたらどうか。それから、それこそ農地を農地として利用するように耕作

放棄地をいかに減らすか、不在村地主をどうやってなくすのか、というようなこと

は、提言できると思うんです。現場でいろいろ情報があるでしょうから。そういう

ものを政府と一体となってやっていくべきなのに、「国の責任のもと」だとか、「支

援をお願いしたい」という人ごとの話にしてはいけないのじゃないか。現状に対す

る危機感が尐なすぎるんじゃないかと思うので、その辺についての意見をいただけ

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。 

 それでは、安土委員、どうぞ。 

○安土専門委員  今日はフリートーキングということなので、過去の議論や、あ

るいは私の意見を言ったことに対する答えのようなものが載っておったりするの

を見ながら感じるんですけれども、担い手と農地の取得という問題について、もっ

と突き詰めて考える、あるいはもっと知恵を出すべきではないかなということを申

し上げたいわけです。今、出ております『月刉現代』の１月号に私は論文を書いて

おりまして、その論文の中で、都市に「新貧民層」とでもいうような人々が出現し

てきているんじゃないか。それは若くして年金まで待つことができないでリストラ

に遭った人達、あるいはフリーターという生活で一生を送っていけるという判断間

違いを犯して、そういう道を選んでしまった人達、そういう人達が、もうお金がな

いという状態になってきている。この人達が社会不安の非常に大きなもとになって

いる、というようなことを書いたわけなんですが、日本全体という視点で見たとき

に、ベンチャービジネスや、あるいは株式会社というものの非常に生産性のいい、

あるいはアイデアに満ち満ちた能力というものを見ておりますと、農業のいろいろ

な問題にもそういう視点を入れるべきだ。農業サイドから見ると、ここに皆さんが

議論していただいたものは非常に納得のできる、もっともだし、非常に努力をして

いるという感じがするわけですが、日本全体という目で見ると、やっぱり偏ってい

るんじゃないかなと思います。 

 今まで、農業からどんどん都市の方に、つまり一次産業から二次産業、三次産業

に向かって流れてくる一方で、それが都市化をもたらしたわけですけれども、その

都市の方がだいぶ病が出てきているという状況を考え、また、片や農業の担い手が

減って困っているという問題があり、また耕作放棄地があって、それはどうしよう

と言っているという状況を考えると、都市の中で農業に戻りたいという人達に対す

る還流の道や、あるいは都市の中で発達した、いわばクリエイティビティを農業で

生かすということをもっと真剣に考えなければいけないんじゃないかということ

で、私もこの会議で何回か意見を申し上げたわけですが、あまりいい議論になって



いない。それに対する反論のようなものが非常に変なんですね。 

 例えば、都市の住民に農地を取得させたら、子供が農業をやるかどうかわからな

いというんですけれども、これは農家だって同じことで、農家だったら必ず子供が

やるという保証があるわけではない。都市の人がやったときにだけ、子供が農業を

やるかどうかわからないなんていう一方的な理屈はないわけでありますし、株式会

社にやらせれば赤字だと撤退する、ということをすぐおっしゃるわけですが、もし

そんなことができたら、実は今のダイエーの問題はない。ダイエーの問題がどうい

うことかというと、赤字で撤退できなかったからであって、 200店なら 200店、

店があるうちの何十店かが赤字である。その赤字店を全部閉めれば必ず黒字になる

わけですね。しかし、その赤字が、閉めることができないから、ダイエー問題やそ

の他企業のすべての問題があるわけで、なぜ赤字の店が閉められないかというと、

閉めた方が赤字が大きくなるからです。つまり、家賃を払い続けなければならない

とか、その場所を何か別に使わない限り収入が得られなくて、そのコストだけ残る

とか、計算をすると、店をそのまま続けるより赤字の方が大きいという状態が起こ

るわけです。それで赤字店を持ち続ける結果、会社全体が赤字になるという構図で

す。 

 これは私自身も、昔、経験して七転八倒をいたしました。10店のうち３店が赤字

で、その赤字の店を閉めたかった。閉めようと思って計算したら、閉めた方がはる

かに赤字が大きくなるので、泣く泣くその店をずうっと続けてやりながら、全体と

しての企業を浮上させたという経験がありますが、企業は赤字なら撤退をしてしま

うから、だから農地を持たせるわけにいかないなどというのは全く議論にならない

わけでありまして、赤字で撤退できないような条件をつくればいいわけであります。

参入をもっと自由にして都市の住民が農業をやればいろんな工夫が出てくると思

う。そういうふうなことを工夫しないで、都市からの農業への新規参入を、何か最

初からいろいろな理由をつけて、入っちゃ困る、入っちゃ困ると言う。そして片や

担い手が尐なくて困る。そして、耕作放棄地があって困るというのは、全く筋が通

らないと思うので、この辺について、私は何度もこのお話はしたんですが、全く納

得しておりませんので、ぜひ、納得のできる説明をし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。 

 それでは、新開委員、どうぞ。 

○新開委員  私の場合は、現場の素朴な意見ですけれども、先ほどより山田委員

と中村委員からすばらしい説明のもとに、ああ、こうなったらいいだろうなと思っ

て話を聞いておりました。 

 今回の柱というのは担い手政策と思います。前回のときも言ったんですが、担い

手政策の歴史を振り返ると、自立経営者を育てる、その次は中核農家、そして認定

農業者というふうで、名前が変わっていくだけで、かけ声は上がったんですけれど

も、すべてが機能を果してこなかった。原因を突き詰めない限り、私は見えてこな

いと思うんです。そういう政策をとったにもかかわらず後継者がこんなに育たなく

て、日本の農業が危機に瀕した。その原因を突き詰めることが一番大事ではないか

と思います。 

 私、初めて、こういうところに参加させてもらいましたけれども、中核農家とか

以前の担い手政策のときも、こんなに真剣に話し合われたのだろうと思うんですね。

それがなぜ実行してこなかったのか、そこにすごく疑問を感じるんです。１つは今

日提出されておりますＪＡグループの考え方、農業委員会の考え方ですけれども、

本当にこれを実行すれば、改革はなると思うんです。あまりに国のせいにしてきた

というか、国はある程度政策を示したら、実行していくのは私達農業者とか、ＪＡ

グループとか、農業委員会とか、そういう農業に携わる組織が実行していかないと

いけないと思うんです。そういうグループとか組織が機能を果たさないで、国にば

かり文句を言ってきた部分があるのじゃないかなと、審議会に出席して、いろいろ

なことが、今、見えてきました。 

 国の方も、農業といったらＪＡグループ、農業委員会と、あまりに狭い範囲だけ

を見過ぎたんじゃないか。今、全国を回ると、個人ですばらしい農家もいるし、法

人にした人もいるし、多種多様な形態があるのに、代表はそういうところに絞り過

ぎて、どれだけ元気な農家やグループがあるのかということが、国に伝わってきて

いるのかなと、私は考えます。 



 もっとＪＡグループと農業委員会と、地方に携わる行政ですか、農業に携わる行

政職員というのが非常に多いので、お互いが立場立場のことだけを主張しないで、

１つにならないと、私達農業者としては、何も改革に向かっていかないのです。Ｊ

Ａで決めたことというと行政が協力しなかったり、国が決めたことといってはＪＡ

がそれを協力しなかったりしてきたのが、今までの状況じゃないかなと思います。 

 これから本当に農業社会を一つにして、皆が協力していかない限り、今日中村委

員にも言いたいんですけれども、本当に日本の農業を考えて、これから改革したい

という農業委員さんばかりがなっているでしょうか。それから、ＪＡグループのシ

ステムもですけれども、本当に農業者の代表が経営感覚まで能力を備えているシス

テムになっているでしょうか。農業者組織にも反省すべきところがたくさんあると

思います。 

 今日、山田委員と中村委員が、企画提出されましたけれども、これは自分達組織

が実行するんだという強い気持ちで出していただいたと思うので、ぜひ、この農業

改革には発揮してほしいと思います。 

 それから、もう一つは自給率の問題ですけれども、私は自給率向上のことを最初

からずうっと発言しております。基幹作物である米・麦・大豆とか主要野菜ぐらい

は、日本でできる目標数値を掲げていただきたいです。 

 それから、もう一つは、農業組合と林業組合が一緒にできないかという意見が出

ていました。現場では林業もして農業もしている人が非常に多くて、指導者が分離

されているから、これは、ぜひ、両方がお互いに助け合えるような形にしてほしい

という意見がたくさん出ております。 

 それから、食の安全・安心ですけれども、12月１日から非常に牛肉が厳しくなり

ました。うちの店も生産者の番号を表示して、細やかになり、とても大変な作業が

生まれましたが、消費者に信頼が生まれました。１つだけお願いしたいんです。牛

を飼う人から販売をするまでに、検査・検査・検査ですけれども、果てしなく続け

て、途中に介在する業者に不当な利益を得るようなことがないように、生産者側か

らの要望です。それから、せっかくここまで、日本の食の安全・安心トレーサビリ

ティが義務づけられたので、アジア一の安全な国だというふうに確立していただき



たいと同時に、消費・安全局は消費者にも指導をしていただきたいというのが生産

者側からのお願いでございます。よろしくお願いします。 

○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、中村委員、もしご発言があればお願いしたいと思いますけ

れども。 

 それでは、山田委員どうぞ。 

○山田臨時委員  村田さんから、質問をいただきまして、多分間違いなく愛情を

持ってご指摘いただいたんだろうというふうに思いますが、その観点でお答えした

いというふうに思います。 

 第１点目は、私が食料自給率のカロリーベースにこだわって意見を示しているこ

とについてのご意見でありますが、農業振興の具体的なメルクマールとして、予算

があるということであれば、自給率目標を掲げて、必要な予算の実現を図りたいと

いうことは当然あるわけで、その点は、先ほど杉本さんからも予算のありようにつ

いてご意見があったわけですが、しかし、私自身は、予算があっても、使い方いか

んで効果が出なかったりすることもいっぱいあるわけでありますから、私は予算を

増やすことのみを目的にして、自給率目標を掲げるということでは決してありませ

ん。 

 カロリーベースで示すべきとする３つの考えがあります。 

 １つは、人間生存のぎりぎりのカロリーが 1,600kcalとか 1,500kcal というふ

うに言われております。今の我が国の 40％という水準は、およそ 1,200kcalか 

1,300kcalなのかもしれません。そういう観点からして、急に我が国が孤立して、

輸入がすべて途絶するとか、それから大災害がアジア中に起こって、食料危機が来

るとか、なかなかそういうことは、とりあえずは考えにくいのかもしれませんし、

多様な備蓄も含めて、輸入の安定も含めて準備していくということも、それはそれ

で大事なことですから、当然、それはやっていくわけですが、しかし、いざという

ときに、めったにないかもしれないけれども、いざというときに、我が国の食料自

給率の状況は、こういう状況なんだよという場合は、カロリーベースなんだろうと



いうふうに思うんです。国民全体に危機感を持ってといいますか、食料安全保障と

いうことを腹に収めてもらうというレベルとして、この基準は大事だというふうに

思います。 

 ちなみに金額ベースでいうと、70％ぐらいになるのかもしれませんが、そうする

と、ああ、70％あるのか、それでいいや、なんて言っていると、為替変動で変わる

わけです。それから、内容によってほとんどカロリーにならないわけで、そういう

意味からいたしますと、やはりカロリーベースがいいのだろうと思います。 

 ２つは、自給の基礎となる、いうなれば農地の扱いとか、担い手とか、必要な作

物対策など、一般的に自給力と言われているものかもしれませんけれども、そうい

う部分は、当然ベースになるわけですから、そうしたものをちゃんと整備していこ

うじゃないか、ないしは現状確保していこうじゃないかという意味合いで、自給率

目標が必要だというふうに思っております。カロリーベースの自給率目標は、そう

いうことをも支える１つの基準になるというふうに思います。 

 ３つは、食生活のあり方に関してあるわけでありまして、先ほど言いました国民

の危機感もベースにしながら、今のように何でも手に入るとか、それから、食べ残

しはどんどんありますとか、みたいなことではなくて、一定の国内の事情をしっか

り踏まえた上で、食生活の見直しに対しても努力するということが必要です。以上

３点からして、私はカロリーベース自給率の方が政策目標として掲げることの意味

があるのだろうというふうに考えていますので申し上げます。 

 それから、第２点目は、集落営農づくりの意義をきちっと評価いただいた上で、

まさに農協が主体となって、そういう自主的に何をやるかのプログラムを示すべき

だという話でありますけれども、全くおっしゃるとおりでありまして、我々も、今、

さまざまなこれまでの取組をしております。現に、今日、お持ちしようと思ってい

て持ってこなかったのは非常に残念なんですが、次回、もう一回、この企画部会が

ありますので、我々がどんな涙ぐましい、例えばパンフレットやリーフレットを、

それも自分達の金で準備して、何十万枚と、それを集落で活用しているという実情

を、皆さんにぜひお見せしたいというふうに思っております。 

 それから、第３点目は、農地問題でありますが、大運動を展開したいというふう



に思います。確かに、我々は、農地保有合理化法人の資格も付与されながら、十分

にその機能を活用し切れていない、半分ぐらいは十分活用し切れていないんです。

一生懸命に活用しよう、活用しようと言っていますが不十分です。もう尐し、制度

的に支えるような仕組みがないかとか、それから、現にあります農地利用改善団体

の仕組み、これは法律上もそういう改善団体の仕組みがあって、全国１万 2,000あ

るんだけれども、それが十分動いていない。これは団体だけ、我々だけの責任では

ないですよ。そういう部分もあるわけで、それをもっと生かすためには、具体的に

農地利用改善団体の諸規定の中の見直しをやることによって、刺激できるというか、

具体的に動かしていけるという考え方を、我が方としても提案しております。 

 今回の農林水産省の農地対策についての改善策の中でも、そうした部分に一定程

度配慮して取り組んでいこうという動きは見えるわけでありますが、先ほど言いま

したように、まだ農地を本当に大事にしていくという、それを農村部だけではなく、

都市部でも、全国民の理解としても、それをやっていくという動きになっていない

ところがあります。そういう大舞台をひとつつくる。国土交通省も相手にしながら

やらなければいけないわけでありますけれども、そうした大舞台を一方でつくると

同時に、我々は自らの取り組みとして、集落や市町村の場で、そうした取り組みを

していくことの必要性を、本当に認識しておりますので、次回にも農地利用改善団

体の仕組みで、どの点を我々として改善してほしいというふうに言っているかの具

体策も出していきたいというふうに思います。 

 朝日新聞について触れると、村田さんは、結構、最近連載で、適切な連載を書い

ておられますが、一方で、まだそうでもないと頭がカリカリくる記事もあるわけで、

一喜一憂もしていますが、「アエラ」という朝日新聞の週刉誌の記事に、なぜ今回

の台風と豪雤で、水田の見回りで 20人の農家が亡くなったのかということを連載

していまして、その際、いかに日本の農業者が勤勉で、まじめで、わずかの田んぼ

ですよ、それを守るために、何で命を落としたのかという記事があったわけであり

まして、そうした日本を支えてきた、そういう動きを大事にしなければいかんのじ

ゃないか、という記事だったので大変感銘を受けました。東京で、あるべき論だけ

で、そして担い手論を掲げて、４haなければいかんとか、10haなければいかんの



だとか、そしてそれ以外は政策的支援はやりませんよ、みたいな話をしている。し

かし、それを現実に当てはめてみると、何と３万人ぐらいしか対象にならないし、

集落営農形態でも 200戸ぐらいしか対象にならない。もっと努力は必要なんだけれ

ども、そういう努力はしなければいかんのだけれども、そんな程度にしかならない

話を、こんなふうに打ち出して、それが政策でありますということを大胆に言うん

ですかと言いたい。間違いなく地方の動きと、それと東京とでは、僕らも含めて反

省点が必要でありますけれども、ものすごいギャップがあるんだと思うんです。そ

のギャップを本当に埋めないと、大事な大事な日本の農業とか、地域における安定

とか、みんな失うんじゃないですかね。そういうことを申し上げたい。 

○生源寺部会長  先に退席される方でご発言なさる方がおられれば、お受けした

いと思いますけれども、特によろしゅうございますか。 

 それでは、関連で、安土委員、もしあれば中村委員、その後、平野委員という形

でお願いします。 

○安土専門委員  今、山田さんのお話なんですが、カロリーベースの自給率にす

るということで、前回のこの会議で、私は自給率を問題にするのは食断のときなの

かどうなのかということで伺ったら、これはそのときではない、通常の状況を前提

にしての自給率論議であって、戦争だとか飢饉とかで、一切日本に食料が入ってこ

なくなるという状況を頭に置いているわけではないという、明快なお答えがありま

した。しかし、自給率を論ずるときになると、急に一切食品が入ってこなくなった

ときに、日本はどうするかという話になる。カロリーベースにするというのは、こ

れは無駄な議論なので、やめていただくべきだと思います。 

 それから、40％が、金額ベースにすると 70％だということなんですが、それを公

開すると危機感が薄らぐということなんですがおかしな話です。危機感を持つ必要

があるかどうかということも論じなければならないわけですけれども、実際に 70％

であるということが事実であるならば、危機感を持たせるとか、持たせないとか、

非常に操作的な物の考え方をすべきではない。ちょっと嫌な例えですけれども、戦

意高揚のために事実を知らせるとまずいということで、ミッドウェー以後、ずうっ



と勝った、勝ったという放送を続けた大本営発表と同じことになる。対象の人に危

機感を持たせるとか、持たせないとかいうことは一切考えずに、相手に判断力があ

るという前提のもとに、正しい情報を提供すべきだ。事実として、もし判断力がな

いならば、それを判断することに足る情報を加えて提供するというのがいいことだ

と思います。ちょっと議論になっていないんじゃないかという感じがいたしますの

で、申し上げます。 

○生源寺部会長  それでは、中村委員、もしあれば、お願いします。 

○中村委員  それでは、村田委員から、人ごとではなくて、農地法の番人として

頑張れという励ましをいただきましたので、先ほど、森本委員への答えが責任転嫁

みたいに聞こえたのではないかと思いますが、政府の仕組みとして、こう言ってい

るわけで、我々も、農地政策の玄人だと思っておりますので、総量確保や有効利用

に向けた国レベルでの政策提言を今日もしておりますが、定期的な農地調査や、農

地基本台帳の法定化の問題や、以前には、土地については土地基本法の理念が、き

ちっとしたいい理念があるので、その理念を農地制度の中でもきちっと読ますべき

だということをずうっと言ってきまして、そういうことも含めて、農地利用の面で

は一元的に管理できるような農地利用情報センターの設置、あるいは遊休農地、あ

るいは不在村地主、これを管理できるような体制整備、あるいは農業委員会の農地

監視機能の強化の問題も、常に言ってきて実現していただいているもの、それから、

またこれから要望しなければいかん点は多々あろうと思いますが、そういう意味で

は積極的に担い手への農地の集積という観点から、かなりのものは言ってきている

と自負をしております。 

 それから、新開委員から、日本農業を本当に見ながらやっているのかというご指

摘もございましたけれども、私も 40年近く農業団体におりますが、いつもそうい

う視点でやってきておりまして、今回の意見もそういう観点からさせていただいて

おります。 

 それから、山田委員もおりますが、一部の認定農業者等だけの意見ではなくて、

認定農業者になっております農業法人協会もできているわけでありまして、そうい



うところの意見も聞きながら、幅広い政策提言としてやらせていただいております

ので、そこは言い訳ではございませんが、つけ加えておきたいと思います。 

 それから、今、自給率の問題は、私は国力、国家の力は、１つには食料が対外的

にも示す、何だ日本は 40％のカロリーしか持っていないのかということではいかん

と思いますので、国力を示す１つのバロメーターとしても、きちっとしたカロリー

ベースで、これだけのものがある、国内にも国外にも言える体制というのは必要で

はなかろうかと、これは持論として常に持っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、平野委員、どうぞ。 

○平野委員  担い手の問題について、現場の声を直接お聞きになっている委員、

あるいは現場に携わっている委員からのお話もあり、本当に耳をダンボにして聞い

ておりましたが、きっと切実な問題があるのではないかということは推測いたしま

す。しかし、一方で部外者の私達が、それを聞いていると、新しい制度の活用価値

がまるでないようにも聞こえてくるときが、時々あるんですね。私の受け取り方が

悪いのかもしれないんですけれども。 

 現場の方の中には、新しいものを、まだ見えぬ敵のように怖がっている人もいな

いだろうかと思ったりするんです。どんな制度も長所や短所があって、その農業の

幹なり柱となる部分を崩してしまうほどの欠点があるのかどうかということにつ

いては、よくシミュレーションして判断することは必要かもしれないとは思います。 

 では、これを誰がやるかということになったときに、もちろん国の大事なことで

すから、農業というのは国全体としてとても大事なことなので、国の方でも取り組

むべきことはあると思いますが、自分のことは自分でやるという意味で、現場の方

もどれだけシミュレーションされているのかということについてはお聞きしたい

なと思います。もう既にされているのだったら、僣越なことを申し上げて大変申し

訳なく思います。でも、やはり現場でどこまで詳しいシミュレーションをして、欠

点あるいは問題点として新しい制度について考えていらっしゃるのか、知りたいと

ころです。 



 今、つかまえなければいけないのは新しい制度の長所の部分ではないかと思うん

です。その長所を生かすために、現場を説得するのではなくて、新しいものに対応

し、これまでも乗り越えてきたような農業者の方が、現場を指導する計画などを考

えて、必要があれば、それを例えば学校や寺子屋、あるいはもっと小さな集まりの

システムをつくるなどして、その中で行うというように考えていったらいかがかな

と。これ、１つの提案なんですが、そのように思いました。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほか、ございますでしょうか。委員の間のやりとり等が多かったと思います

が、特に役所の方からのご発言はよろしいでしょうか。ほかにいかがでございまし

ょうか。 

 杉本委員、どうぞ。 

○杉本臨時委員  ちょっと農地制度のことが出ましたので、お伺いします。この

資料１の２ページの「担い手・農地制度の改革の方向」の中でも、必要な改正案は

来年の次期通常国会に提出されるということになっていましたし、先日の新聞では、

事務次官の記者会見の中でも、農地制度の規制緩和、一般企業とも書いてあったん

ですかね、法を出すというようなことになっていましたけれども、この中間論点整

理の中では、そういうことを検討する、出来秋以降に検討したものを企画部会にも

提出するというふうになっていたのではないかと思っておりますけれども、今度、

法を提案されるのであれば、今までいろいろ優良事例にかんがみての議論、あるい

は务悪なというか、悪い方の事例での議論が農地制度の中であったというふうに、

私は思っているんですけれども、今度、法を提案するという方針が出されましたの

で、ここで尐し教えていただきたい。あるいは検討した跡があるのであれば、教え

ていただきたいと思いますが。 

○生源寺部会長  それでは、この点につきましては、経営局の方からご説明いた

だけますでしょうか。 



○須賀田経営局長  農地制度の問題でございます。皆さん方からいろいろご意見

が出ております。農地制度のことでございますので、制度的枠組みをどうするか、

それのもとで具体的にどういう運動を展開して、担い手をつくっていくか。これが

現実の運動論になっていくわけでございます。いろいろございまして、山田委員か

らもございました。平野委員からもございました。今、一生懸命、担い手の育成に

ＪＡグループとして取り組んでいる、これもおっしゃるとおりでございます。それ

から、平野委員からは、現場では、この制度のシミュレーションというものはどう

やっているのかというお話がございました。具体的、農家がこうだというようなシ

ミュレーションをするはずがございません。農業政策というのは国が示しまして、

それをＪＡなり、市町村なりがこなす形で現場に下ろすわけでございます。こちら

が示します政策が現場でこなし切れないというようなことを、また私どもに言って

くるわけでございまして、例えば今度の問題でございましても、現場から見ると、

単なる部品だけもらいましても、経営安定対策はこうだよ、担い手はこうだよ、だ

けもらいましても、それはどうやって営農していいのかわからないと思います。米

はどうなるんだろうか、資源保全とか言われているんだけれども、これはどうなる

んだろうか、全部示さないと、現場で、じゃあ営農こうしようというのが出てこな

いというふうなご意見がございまして、それももっともな点があろうかと思います。 

 ただ、農地の問題だけは、現在、もう既に米政策で、水田農業ビジョンというこ

とで推進中でございます。その中で、こうしてほしい、ああしてほしいというのが

出てきました。耕作放棄地の問題も解消すべきではないかというのが出てきました。

都市からの新規参入も促進すべきではないか、特に耕作放棄地と結びつけるべきで

はないかというのが出てきましたし、優良農地の確保をすべきではないかという意

見がございました。これだけは農業団体と行政がすぐにでも取り組める問題でござ

いますので、農地制度だけは早く国会に提出いたしまして、これは器の問題でござ

いますので、現実、現場の担い手育成の運動の一助にしたいということで、こうい

うふうな書き方をしたわけでございます。 

 内容は、大きく３つございました。１つは、先ほど来、出ております現場の集落

でどのように担い手を育成していくか、ほかの農家の役割はどうしていくのか、実



態に即した担い手育成に資するような改正をしたいというのが１点目でございま

す。 

 ２点目は耕作放棄地。これをどうしても解消したい。強権的手法を使ってでも解

消をしたいというのがございます。新聞に出ておりましたのは、その一環で、構造

改革特区というのがございました。耕作放棄地の多そうなところは、現実の農業生

産法人以外の法人でも参入を認めるという、その部分だけ全国展開図りますよと、

その部分だけが新聞に出ていたわけでございますけれども、それは耕作放棄地対策

の１つでございます。 

 ３つ目に優良農用地をこのように確保したい、土地利用というものをこういうふ

うに具体的にやっていくために、どういう制度的支援があるか。こういう大きく３

つの観点から具体的に検討しておりまして、でき上がり次第、お示しをしたいと思

っております。 

○生源寺部会長  杉本委員、何かございますか。 

○杉本臨時委員  責任追求するとか、変なことは思っていないんですけれども、

今、おっしゃったことについては、確かに書いてあるんですね。そういうことにつ

いて、議論をしましょうと。そういうことが検討の基礎課題でありますよと、中間

論点整理では書いてあるんです。そして、それらのことについては「速やかに検討

を進め、早期に企画部会に具体像を提示すべきである」と、このようにも書いてあ

るんですね。何回も議論をしたとおっしゃればそれまでなんですけれども、この度

の発表では、次期通常国会には法律を提案しますと、今日の資料もそうですね。 

 ですから、私は別に報告もないではないか、提示もないではないかというような、

そんなことを申し上げるのではなくて、法の柱について、差し障りがあるのでした

らあれなんですけれども、企画部会に具体像を提示すべきであるとまで書いてある

んですから、どの法律案というのでしょうか、どういうふうなものになってくるの

かということぐらいは教えていただてもいいのではないですか。 

○須賀田経営局長  だから、提示しますと言っているんです。 



○杉本臨時委員  いつ提示するんですか。 

○須賀田経営局長  制度のことでございますので、法制的検討が必要でございま

す。今、法制当局とも、いろいろな観点から毎日のように協議をしているわけでご

ざいます。私がこうやりたいんだと、それが国会で通るなら、すぐにでもご提示申

し上げたいんですが、そういう、ある程度実現性のある形になったときに、ご提示

をしたい。年明け早々になろうかと思います。 

○生源寺部会長  食い違いが多尐あるのかもしれませんけれども、中間論点整理

で速やかに検討し、早期に示していただきたいということにつきましては、再開後

２回のこの企画部会において役所から提示をされ、それについて議論がなされたと

いうことであります。 

 それから、特区の問題につきましては、中間論点整理でも、これは、出来秋に向

けた検証といいますか、弊害等についての検討を受けた結論を受けて対処していく、

こういう形になっていたかというふうに思っております。 

 ここでの議論等を受けまして、今の須賀田局長のご答弁は、さらに細部を詰めて

いて、それがさらに詰まった段階で、もう一度、お示しいただくということかと思

います。 

 そのほかにいかがでございましょうか。なければ、そろそろ時間でございます。

今日は予定の時間より、若干早く終わることができるようでございます。さまざま

な観点からいろいろご意見をいただきありがとうございました。 

 次回は、年内最後の企画部会となります。年明けからは基本計画全体の取りまと

めに入りますので、これに先立ちまして基本的な基本計画の構成の考え方といった

ところから、この時点で議論を行っておくことが有益ではないかと思います。 

 したがいまして、事務局におかれましては、そのための資料の準備をよろしくお

願いいたしたいと思います。 

 次回は 12 月 14日、火曜日の午後２時から、場所は今回と同じ、この講堂でござ

います。 



 それでは、本日はこれにて閉会といたします。 

 どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


