
 

第８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４月２１日（水）１０：００～１２：３０ 

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  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８回の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、大庭委員、平野委員及び横川専門委員が所用に

よりご欠席でございます。 

 本企画部会は公開されており、一般公募によって、本日は 77名の方から傍聴の申し

込みがあり、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。毎回のことではございますけれども、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日は有識者ヒアリングということで、前回

ご案内申し上げましたとおり、農業生産、あるいは農業の現場でご活躍されておられる

５名の方々にお越し頂いております。ヒアリングに先立ちまして、まず、事務局の方か

ら有識者の方々のご紹介をお願いいたしたいと思います。  

○皆川企画評価課長  それでは、私の方から、資料の１をちょっとご覧頂きながら、

今日お見えになっている５名の方々について簡卖にご紹介させて頂きたいと思います。 

 まず、資料１の２枚目をめくって頂きまして、私の右隣にいらっしゃいます、北海道

新得町からお越しの平和男さんです。平さんは、小麦８ヘクタール、ばれいしょ７ヘク



タール、てん菜８ヘクタールなど、合計 34ヘクタールの畑作を経営されていらっしゃ

います。また、体験農業の実施などにも取り組んでおられまして、北海道の農協青年部

の協議会の会長さんでもいらっしゃいます。奥さんはスケートの選手でございます。 

 それからその次に、お隣でございますが、青森県七戸町からお越しの三上一正さんで

す。資料の方では３枚目ですけれども、三上さんは水稲７ヘクタールの他に、転作とし

て大豆６ヘクタール、それからニンニク、ナガイモ、ゴボウといったような多角的な経

営をされていらっしゃいます。また、転作の作業受託組合の方で、大豆 92ヘクタール、

ソバ 20ヘクタールを受託されています。また、三上さんは全国農協青年組織協議会の

副会長、次期の会長さんに予定されていらっしゃる方でございます。 

 それから、そのお隣でございますが、島根県頓原町の有限会社ファーム木精代表取締

役社長の加瀬部一倫さんでいらっしゃいます。ファーム木精はほ場整備を契機にいたし

まして集落営農に取り組んで、平成 11年に法人化をされております。集落の戸数は 54

戸、うち 32戸が同法人に加入されているということでございます。経営内容としては、

水稲 26ヘクタール、大豆７ヘクタール、キャベツやトマトなどの野菜を生産されてい

るということでございます。また農作業の受託もされており、生産と受託の合計で、55

ヘクタールということでございます。またさらに、認定農業者、エコファーマーとして

認定をされているということでございます。 

 その次、また右隣でございますが、石川県野々市町の株式会社ぶった農産代表取締役

社長の佛田利弘さんでございます。ぶった農産では、有名なのはかぶら寿司でございま

して、大変においしいかぶら寿司を生産されていらっしゃいます。また、米麦、それか

ら野菜、特に米は特別栽培のコシヒカリを生産されていらっしゃいます。また、育苗、

代かき、田植えなどの農作業の請負の他、かぶら寿司以外にも、かきもちなどの農産物

加工販売もされていらっしゃいます。 

 最後になりますが、福井県大野市のＮＰＯ法人田んぼの学校越前大野理事長の高津靖

生さんでいらっしゃいます。田んぼの学校越前大野では「環境と福祉」を基本理念にい



たしまして、主に親子を対象とした田植えや稲刈り、それから里山散策などの農業農村

体験活動というのをしていらっしゃいます。また、郷土料理の提供などを通じまして、

食文化の継承を目的とします田んぼの学校茶屋というものも経営されていらっしゃい

ます。また、心身に障害をもつ方々と家族の交流を目的とした福祉支援活動にも取り組

んでおられます他、世界水フォーラム、これは昨年の３月に滋賀県の方でございました

が、「自然環境面からみた水田かんがいの果たす役割」ということで展示発表もされて

いらっしゃいます。 

 以上、簡卖ではございますが、本日お越しの５名の方々をご紹介させて頂きました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 ５名の皆さんには、お忙しいところお越し頂きまして、ありがとうございました。改

めて御礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、早速でございますけれども、それぞれ有識者の皆様からご発言を頂きたい

と思います。お手元に資料２－１から２－５として「ヒアリング説明資料」をお配りし

ておりますが、各資料の１枚目は、今事務局からご紹介された事頄と重なるところもご

ざいますので、有識者の皆様には、各資料の２枚目にございます今後の経営や活動の展

開方向、あるいは政策への提言といったことを中心に、恐縮でございますが、お一人

10 分程度でお話を頂ければ幸いでございます。５名の皆さんにお話をして頂いた後、

委員の皆さんとの間での質疑という形で進めてまいりたいと思います。 

 それでは、まず平さんからよろしくお願いいたします。  

○平氏  皆さん、改めまして、おはようございます。北海道は十勝、西の玄関口にな

ります新得というところからまいりました。小麦、ビート、イモ、豆、あと野菜でニン

ジン、スィートコーン等々をつくっております。数年前まで羊を飼っていたので、採草

地も若干ありますけれども、34ヘクタールの経営面積でやっております。 



 皆さんのお手元にある資料２－１「ヒアリング説明資料（畑作経営）」ですが、皆さ

ん、畑作というイメージをどういうふうに持っておられるのかなあという感じで、いろ

いろ資料をつけてまいりました。一番最後のルビの打ってある、これは実は小学校の３

～４年生、中学年向けに教育ボランティアの受け入れをさせて頂いているのですけれど

も、ちょっと頭をひねりまして、どんな土づくりをしているんですかとか、あるいは輪

作って何ですかというようなことをちょっと書いた説明文がございます。あと『食』と

『農』についても、生産者の自己発信の場所というところで、みんなの食べている食料

を生産する現場だけれども、身近にどんなものを食べられていますかというようなこと

を、３年生や４年生のおチビちゃん達と一緒にお仕事をしながら、レクチャーの時間を

持ちながらやっているというのを年間通してやっております。 

 ちょっと深読みをして頂いたらうまくないかなと思いますけれども、恐らくこの資料

が一番、北海道の畑作ってどんなイメージですかという問いに答えられる部分だと思い

ます。皆さんのレベルが小学生だということでは決してないということなので、最初に

断っておきたいと思います。 

 経営の概要、別紙の資料の中で１ページをご覧ください。「経営概要と特徴」という

ところがございます。経営の特徴、実績、あるいは経営の特徴というところで何点か「・」

をつくって書いてありますけれども、今後の経営転換にしても、あるいは今やっている

ことにしても、恐らくここからあまりはみ出ないですよというようなところ、すごく具

体的に書いてあるところがあるのですけれども、例えば豊富な堆厩肥を確保して、後作

緑肥など土づくりを実践していますと。年間取扱量は 800～ 1,000 トン。小麦後のエ

ンバクなんかもつくっています。経営面積 34ヘクタールなので、10アール当たり 4.5

トン位入っていると。これはもうアベレージでそれ位入っているということなので、全

く入れない作物もありますし、入れる作物もあると。 

 それから野菜を取り入れた輪作体系を確立していますよということですが、小麦、豆、

ばれいしょ、てん菜、４品目でやられている現場というのは案外尐ないと。むしろ高収



益作物という感じで、スィートコーンはちょっと土づくりに関係している部分もあるの

ですけれども、ニンジンであるとか、あるいは近隣ではキャベツとかダイコンだとかナ

ガイモだとかを栽培されていますが、私のところではニンジンを入れて、スィートコー

ンを入れて輪作体系を確立しています。 

 卖肥配合をやって、化学肥料の減肥や、あるいは省農薬散布なんかをやって土壌診断

を実施し、スポット散布なんかを工夫してやっていますよということを書いてありま

す。 

 高収益作物の導入や体験農園、教育農園事業の実施なんていうのも行いまして、人数

的にはもうちょっと頑張って受け入れたらなあと思いますが、年間約 500 人位、平成

８年から実施しています。この感じは多分、向こう 10 年の中でそう変わらないのかな

あと。 

 今後の経営展開、あるいはコンセプトというのも自分の中では多角的にやっていこう

かなという部分でありまして、本資料の２ページに規模拡大の可能性について書いてあ

ります。どの営農類型もそうでしょうけれども、営農技術の中で特に重要だと言われて

いるのが３つ、これは３Ｔと言われていますけれども、適期作業、それから適正輪作、

そして適地適作。特にこのことについて精力的に北海道の畑作農家は実践してきた。あ

るいはそういう自負というか、誇りということではないですけれども、そういうことを

忠実に実践してきたと。 

 ただ、規模拡大という部分、ソースが入ってくると、なかなかうまくいかない部分が

ありますよと。例えば労働生産性が高い作物に、どうしても慢性的な労働力不足を解消

するために、適正輪作が崩れてしまったり、あるいは適期作業が、面積を増やす前だっ

たら３日でできたやつが例えば５日間かかるとすると、適期作業もなかなか難しくなっ

てきたりという負の部分も実はございまして、当然、不良農地の改良、改善なんかもこ

れから必要なのですよということで、土地基盤整備事業、暗渠や明渠、あるいは客土、

除れき、均平なんていう作業も実は現場では非常に潜在的にニーズは高いということ



を、随分以前から、農協青年部の声として出しています。 

 農地の担い手への集積というお話もこの企画部会の中で議論されていることでしょ

うけれども、そもそも誘導政策がなくても優良農地は自然と意欲のある生産者に集積す

ると。問題なのは、条件の不利、あるいは不良な農地を耕作放棄にしないために、例え

ば意欲があるないにかかわらず、担い手にそこに自然と集積してしまうシステムが今農

業委員会の中である。去年、松浦さんで、おととし、橋本さんなので、今年は、平さん、

そこ買いなさいよ、つくりなさいよと。実はつくってみると、そういう畑は非常に生産

性が悪いというか、土地基盤整備事業がなされていなかったり、石だらけだったり、あ

るいは暗渠が入ってなくて、すごい水はけが悪かったり、あるいは、リタイアをされた

方、あるいはリタイア予定者の耕作者の農地というのは概して土づくりに懸命ではない

と。とれるだけとってしまう、畑から搾取するだけ搾取してしまって、後からつくる人

がその堆肥やればいいんだよというような感じで、担い手に集積する農地が大体はあま

り条件が良くないということをかんがみると、卖純に規模拡大すれば、経営的にカンフ

ル打って良くなるのかというと、実は随分負の部分もありますよというところが１つ。 

 それから集約型農業への移行という点で、高収益作物、僕らで言うところの野菜なん

かを導入するには労働力の確保がやはり不可欠なのですと。私のところは、非常に仕事

のできる家内と、父と母と、そしてレディースファームスクールの研修生を１人確保し

ているということですけれども、労働力不足は経営の中では必須です。例えばパートに

しても、あるいはもっと言うとフレックスタイムで来て頂けるようなパートさんを確保

するというような、そういう経営の工夫とか努力というのは、集約型農業をやっていこ

うというと特に大事なのかなあと。 

 新規作物を導入するということになれば、のめり込む位好きでないとやはりできな

い。お父さん、ダイコン嫌いだけれども、ダイコン儲かるからつくるよという現場はや

はりない。基本的にはやはり好きなもの、自分の好物のものを食べて頂くよという気持

ちでつくらないと、なかなかそれは成功しないのではないのかなということです。 



 農家所得の確保については、北海道の耕種農家はオフシーズンとオンシーズンが非常

にはっきり分かれていますので、冬の間は全く何も畑でお仕事することはないので、例

えば冬の間はスキー場や除雪のアルバイトに行ったりということで、これは貴重な現金

収入源になっています。トータル、農家所得を確保していますよということでございま

す。 

 政策への提言についてですけれども、食の安全については、ここに書いてありますよ

うに、もう皆さん、この企画部会で議論されていますように、輸入農産物が危ないよと

いうイメージではなくて、尐なくとも国内対策と整合性のあるものが図られなかった

ら、国民が納得しないでしょうね。ＢＳＥだとか、あるいは小麦の赤カビ病（ＤＯＮ）

だとか、あるいは残留農薬の野菜とか、それから米のカドミウムの問題だとかいうのも、

これはやはり食品行政の中では非常に重要な部分ではないでしょうかと。 

 それから、これは非常に北海道らしい意見といえば意見なのですが、きっとご批判や

反論が出てくるかもしれませんが、あえてお話をさせてもらいますと、プロ農業経営を

どうしようかという経営所得安定対策を議論するテーブルと、それから地域振興対策を

議論するテーブルはやはり同じではだめだと。プロ野球選手のギャランティを決める話

と、野球尐年団の役員を決めたり、明日の大会の送り迎えを誰がするかという話を同じ

テーブルでやってはだめですと。経営所得安定対策はあくまでもプロ農業経営に向けた

重要な施策ですよ。プロといっても一軍から二軍まであります。スーパープレーヤーも

いれば、明日ひょっとしたらやめてしまうかもしれないようなプロ経営者もあるかもし

れません。 

 ただ、どちらにしても、プロ農業者というのは国民に支持されて何ぼの商売をしてい

る。ファンに喜ばれて何ぼの商売をしていると。そこの年棒というかギャランティを決

める話と、例えば社会体育事業だとか、アマチュア野球をどうしようかとか――そうい

うところは当然議論しなければいけないし、いつかはリンクしなければいけないし、シ

ンクロする議論なのでしょうけれども――それとこれとを同じテーブルでやってはだ



めではないでしょうかと。 

 後継者対策。私が後継者対策というとすごく間延びしたような話になるかもしれませ

んけれども、大事なのは教育だと思います。たとえ尐数精鋭でも良質の教育を施す。こ

れが後継者を、優秀な人材を確保するという意味で非常に重要なアイテムになってくる

のではないでしょうか。仮に他産業からの参入や、農業を職業の選択の一つとして選ば

れるような生産環境や、あるいは社会環境というのを整備する必要があるし、逆に、も

うちょっと違う言い方をすると、緊張感のある、あるいはライバルのいる社会環境とい

うのがなかったら、なかなか競い合ってやりませんよと。ここの部分については、例え

ば新規就農に対して研修制やライセンス制があってもいいのではないかと。これは非常

にとんがった意見ですけれども、こんなことも皆さんの中でご議論される部分で提起さ

せて頂きたいなと思います。 

 議論されているもう一つ、一番大きいところでしょうか。経営所得安定対策の対象、

あるいは中身はどうしようかというところでございますが、今の状況だと、護送船団方

式なんて言われてますけれども、平等ではあるけれども公平ではないではないですか

と。この状況が例えば駄農を生み出している現場というのはないでしょうかねという検

証を、農業政策、総括をしなければいけないのではないかなと。この甘えの“百姓根性”

のツケが国民に負荷されているところをやはり生産者はきちんと認識しなければいけ

ないのではないでしょうか。農業保護ありきでは、保護は必要だ必要だというのはわか

らないことではないです。私達も保護は必要だということを言っているのですけれど

も、問題はその保護の中身であって、必ずしも保護がなかったら絶対だめだということ

ではないと思います。ですから、品目横断だとかいうお話で出てくると、北海道の畑作

農家だけに向いていることでは当然ないので、もっと言うと、ちょっとパンを引けばス

パンの長い事業になるかもしれないですけれども、例えばＥＵ型のＣＡＰの導入なんか

というのも当然視野に入れた議論もこれからも必要になってくるのかなと。 

 ただ、ＥＵ型のという言い方をすると、北海道もまたちょっととんがっているので突



出するのですけれども、北海道のカロリーベースでいう食料自給率というのは 180％で

す。そういう意味では、社会環境も、あるいは生産環境も、あるいは農環境も非常にＥ

Ｕ型に近い、輪作をやっているという点もそうですけれども、あの仕組みのモデル北海

道版、あるいはモデル十勝版みたいなのがあると、生産者は非常に納得しやすいし、あ

るいは国民の皆さんにとっても説明がしやすいのではないのかなあと思います。まねし

んぼではなくて、必ずしもオリジナルにこだわることでもないですけれども、この件に

ついてはぜひ早い時期にというか、もう待ったなしですよという現場の声をぜひ聞いて

頂きたいなと。 

 下の方になりますと、これもまた、冗談じゃないぞと、敵を増やすよと森本さんに怒

られましたけれども（笑声）、あえて言わせてもらいますと、「対象になり得ない農業

者対策についてはどうしますか、平さん」と言われたときに、「緊張感のある競争を実

践してこなかったツケが意欲ある専業農家に回ってくるのだったとしたら、僕らからそ

れは積極的に提案できませんよ」と。 

 ただ、ふるいの目は明らかに大きくなるので、ふるい落とされる経営体については、

やはり自立に向けた、はい上がってプロになれよという誘導政策があっても、支援政策

を積極的に講じるべきではない。この件については随分皆さんの中で温度差があって、

いろんな対立軸もあるかと思いますけれども、次のページの、すべてのプロ農業経営者

がやはり対象であるべきなのだけれども、そのプロ度によって対象の適格要件に若干の

配分があってもいいではないかということもあります。 

 どちらにしても、より経営努力、より営農努力した生産者こそがより報われるべき経

営政策でなければならないというところは、これはもう一貫して、産地から、主産地か

ら言っていることでありまして、やはりその部分については消費者は生産者の努力をし

ているところを目に見える形で評価したい、あるいはその答えを求めているのだという

ところを、生産現場の生産者、あるいは産地はそのことを心の中に置いておかなければ

いけないのではないでしょうか。 



 食料自給率の向上について云々というのが書いてありますけれども、生産意欲をまず

喚起する、そういうキーワードが必要ですよというところで真ん中辺に書いてありま

す。将来の農業展望において、やはりつくっていることに意欲を感じるという部分で、

キーワード３つ、まず、“儲かる”農業ですね。貧すれば鈍するではないですけれども、

消費者の皆さんに、すばらしい農産物で、さすが十勝の小麦ですね、小豆ですねと言わ

れることは、そのことでさらに農家経営にフィードバックされるのだったならなおいい

と。やはり儲かることが一番大事というか、そういうモチベーションというか動機づけ

がないと、そこから先にはなかなか転がっていかないのかなあと。 

 ２番目が“期待される”です。これは先ほども言いましたけれども、消費者の皆さん

に、いや、すばらしいですね。また来年もいいものをつくってくださいねと期待される

ことで、また一生懸命頑張ってつくろうと、やりがいが生きがいになるんだよというと

ころで、そしてそこからもう一つ段階を踏むとしたら、“貢献する”です。地域社会を

生み出していく部分については、しっかり守っていく部分については、キャパシティが

大きい。で、住んでいる人が尐ないという部分で、やはりボランタリーな部分が、生産

者というか、そこに住んでいる人になかったら、社会貢献しようという、そういう人材

を育むことはなかなか難しいのではないかなと感じます。 

 フェアトレード、愛食運動の推進なんかも、卖にプレーヤーと忚援団という関係では

なくて、消費者と生産者はもう運命共同体ですよと。食に対する投資というような発言

も委員さんの中にありましたけれども、まさに両輪というか、ともに手をとって、生産

する現場と、そして食べて頂く食卓と、もっと密接な、むしろ運命共同体というような、

消費者は忚援団ですよではなくて、そういうアプローチもこれから必要だし、あるいは

生活者、国民に対してもそういう意識の醸成というのは欠かせないのではないでしょう

かというところです。 

 大変長くなりました。すみません。早口で、大変だったでしょうけれども、以上で終

わります。  



○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、三上さんからお願いいたします。  

○三上氏  それでは、よろしくお願いします。私は青森県七戸町というところで、後

ろの方に町の概要等がついておりますので、お目通しください。 

 自分の経営は、先ほど報告があったとおり、米中心の農家であります。平成 13 年か

ら、麦・大豆・飼料用作物振興計画にのっとりまして作業受託組合を立ち上げました。

うちの地域、転作率が４割強、５割弱ですね。転作の解消というのが非常に命題であり

ました。その解消のためにも、転作作業受託組合というものを立ち上げまして、農家の

手取りを増やそうという目的が１つと、あと、うちの地域、野菜も結構あるのです。で

すので、その野菜の部分で転作を解消していたのですが、農地がなかなか動かない。先

ほど平会長も言いましたけれども、優良農地がなかなか動かない。高齢者も結構いるの

ですけれども、その方々も、やめても農地を手放さない。手放すという言い方もあれで

すけれども、貸しに出さないという現状がありました。 

 もともと作業受託という概念がうちの町にはほとんどなくて、一戸の農家の耕作面積

も非常に小さいものですから、そのきっかけになればということで取り組み始めました

ら、初年度が 40町歩強、２年目が 60町歩、３年目が 90何町歩と徐々に徐々に増えま

して、今年度も 90ヘクタール、それにプラス、輪作体系も、やはり大豆だけだとだめ

なので、ソバ。地元でソバの加工場、手打ちソバを売っているところがありまして、そ

こが今、岩手県の方からソバを買っているという現状だったので、地場産のソバが欲し

いということで、ソバの取り組みも始めて現在に至っております。 

 農業の将来の展望ということで書いてありますが、自分は地域の中では非常に大きな

農家の方であります。ですが、自分１人ではやはり地域の中では生きていけないという

のも実感しております。共同の普請、泥普請というの、わかりますでしょうか。泥上げ

が昨日午前中ありまして、うちの水系、改良区の水系が１つ大きいのがありますけれど



も、その他に自分の田んぼの水系として４つあります。毎年日にちが決まってまして、

４月 20日の７時半集合ということで、昨日も朝出てきまして、農家をやっている人達、

高齢者の方もいますけれども、65歳以上は、若手ではないから 1,000円プラス、女性

はプラス 2,000円という形で、集落で水路を維持管理しようということで取り組んで

おります。 

 終わって、純農村地帯ですから、ちょっと飲んできまして、へろへろになりながら昨

日こちらの方に来たのですが、自分は地域の中では一番の若手であります。土地改良の

水路整備とかいろんな事業に出ているのですが、つき合うのが 70代、80代の方も結構

います。よく言われるのが、もうあと自分は何年もないからそのときは頼むよという言

葉が非常に最近多くなりました。そのためにも、やはり自分は集落の機能というのは低

下させるべきではないと考えております。もしこれが機能低下したときにどういう状況

になるのか。自分のところに水が来ないという現象が必ず起きると思います。今自分が

持っている田んぼ、団地として３カ所位ですけれども、その３カ所それぞれに共同の普

請があります。それがなくなったときに果たして米づくりができるのか。また、うちの

一枚の耕作面積というのが 30アール区画位ですから、畦畔の草刈りとか水の維持管理、

それを考えると、やはり年寄りにも頑張ってもらわないと、今の自分の集落、自分が仮

に集落の面積を全部受託したとしても、到底できるものではないとつくづく考えており

ます。ですから、今後の経営の展望としましては、集落営農を自分は積極的に進めてい

きたいと考えております。 

 今、大豆というか、転作の部分の生産組合、受託組合をつくっておりますが、今年度

から米も徐々に取り組もうということで、組合の方で方向づけをしました。ですが、米

でやろうとしてみても、私、青森県ですけれども、青森県の方で米づくり改革計画とい

うものを出しました。私の地域は県单の太平洋側で、冷害の常襲地帯で、昨年の作況指

数も 14ということで、ほぼ皆無作に近いような状況でした。そういう状況もあって、

県の方では、平たくいうと、県单は米やめなさいと、野菜でやってくださいというふう



な計画を出しました。 

 自分が考えるに、たかだか 1,000 町歩そこそこの水田面積ですけれども、でも、米

に代わる土地利用作物がないというのが現状であります。もし農地が農地でなくなった

ときにどういうふうな状況になるのか。多分、うちの町の収入というのはがた落ちにな

ると思います。それだけ地域の農業が与える影響というのは大きいと考えます。 

 政策への提言であります。多面的機能どうのこうのといろいろ書いてあります。私が

まずお願いしたいのが、国として、また、ここの企画部会として、日本の将来展望、ど

ういうふうに描くのか、それをきちんと議論して頂きたい。いろんな形で数年前も出ま

した。大規模農家育成事業とか、様々出ました。その都度変わって、その都度振り回さ

れてきました。ですが、今回はきちんとした形で、長いスパン、我々がちゃんと目標に

向かっていけるような将来像をきちんと描いて頂きたい。細かい将来像はもちろん地元

で描かなければならないと考えております。ですが、国の向かうべき農業の方向性とい

うのはきちんと出して頂きたいというのが１点であります。 

 それに付随して、日本は食料輸入国であります。食料安保、もし輸入が止まったらと、

そういう危機感をやはり覚えます。その辺も含めてぜひお考え頂きたいなと思います。 

 次に、これは現場での実態的な問題であります。お手元の参考資料に七戸町のビジョ

ンの素案ということで載っておりますが、たたき台をつくるときに自分もそれに参加さ

せて頂きました。その委員の中には農業委員会も入り、商系の米業者も入り、ＪＡも入

り、行政も入るという形で、町全体で取り組んでいこうということで企画立案いたしま

した。 

 他のビジョンのところを私は細かく見てないし、ちょこちょこっとしか見てないの

で、これがいいとか悪いとかいう批評は自分にはできないのですが、その中で一番困っ

たのが、農地を集積するに当たり、農業委員会の方にきちんとした農地台帳がなかった

というのが一番困った部分です。田んぼの農地台帳はあります。でも、畑の農地台帳が

整備されてないというのが現状でした。それにプラス、改良区、また共済、それぞれの



組織に、米改革どういうふうに考えているのだとお伺いしたところ、全く考えてないと

いう返答が返ってきました。 

 農業というのはいろんな組織がありますけれども、受ける側は１人なのですよね。ど

こまでいっても。農業者のためにいろんな組織ありますけれども、受けるのは農業者で

す。そのためにもやはり、関係した団体すべてがきちんと連携した形で農業の振興をや

っていかないと、改革というのは図られないのではないかなと思っております。 

 そこで自分の町で提案したのが、土地改良区、共済、農業委員会、また、うちの方は

農林課という形でありますけれども、台帳の画一化をビジョンの方でお願いしました。

国の方に、企画部会で議論して頂きたいのですが、マッピングシステム、いつでも導入

できるような形の台帳整備をぜひやって頂きたい。その台帳がもとになって、我々、集

積するとかいう話も徐々に徐々に進んでいくのではないかと思いますので、ぜひよろし

くお願いいたします。 

 最後になりますが、自分が青年部に入りましてよくＯＢから聞かされた話があるので

すけれども、昔、戦争に負けてＧＨＱが入ってきた頃、アメリカ軍は何をしたかという

話をよく聞かされます。昔、アメリカ軍は、ごはんを食うとばかになると。パンをどん

どん食えというふうな戦略を立てたと聞いております。その結果、日本人は米でなくパ

ン食に移ったのではないかという人もいました。自分も実際、30そこそこの年ですが、

見ていてつくづく思います。うちの嫁も、農家に嫁いでいながらパンを食うという現状

はやはり自分にとってもちょっと我慢できないし（笑声）、非常に怒るのですが、でも、

やはりパンの方が楽だというふうな話をします。自分はごはんを食べるので必ずごはん

は炊きますけれども。 

 今の日本もその位長いスパンでの戦略を組まなければならないのではないかなと。そ

れが我々青年部とかいろんな地域でやっている食農教育、学童農園とかいう部分だと思

います。ですので、洗脳するという言い方も語弊があるかもしれませんが、その位の意

気込みで食農教育にぜひ取り組んで、また日本型食生活の見直し、いいものだというの



を再認識して頂ければなと、そういう政策もあってもいいのではないかと思います。 

 簡卖ではありますが、以上で終わらせて頂きます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして加瀬部さんからお願いいたします。  

○加瀬部氏  島根県飯石郡頓原町の加瀬部と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、この資料に基づきましてお話を申し上げますけれども、私どものところは典型

的な中山間地でございまして、西日本ではございますが、年間の平均気温が 11.3 度、

福島県の会津若松とか、そういったところの気候ということで、大変雪の多いところで

ございます。この中で、私どもは基盤整備をきっかけにしまして集落営農から法人化へ

と進んだわけでございますけれども、その以前から、私、個人的にも農業だけで生きて

まいりまして、全農、ＪＡ、そういった組織と農家の中でいろいろな矛盾を感じながら

今までやってきております。その辺からお話をさせて頂ければと思っております。 

 まず、私どもの将来、今後の経営展開ということで、一番裏にございますけれども、

こういった認識がどうなのかなと思いますけれども、私としてはこういった認識を持っ

て、国が求めるあるべき姿に移行していかなければ生き残れないだろうと思ってます。

この中で常々思うことでございますけれども、諸々の規制等がございまして、例えば農

業生産法人は農業売上高が全体の２分の１以上なければいけないとか、販売にしまして

も、ＪＡルート、個別ルートあるわけですけれども、今のトレーサビリティ、食の安全、

そういった中から、消費者が求める食料、食材、食品というものが果たして消費者まで

本当の形で伝わっていくのだろうかと思ってます。系列にしましても、偽装表示とかい

ろいろありまして、私らは真心を消費者に届けるのだという形で、エコファーマーも取

得してやってきているわけですけれども、細々は言いませんが、どうしても今の構造の

中では私どもと消費者をつなぐルートというのがなかなか個人的に確立するのには難



しいところがあると思っております。その中でどうにか補助金からの脱却を目指しなが

ら、いろいろな工夫をしながら農業経営をするわけですけれども、難しい点が多々ある

と思っております。 

 それで、時間がございませんので、政策への提言ということでお話をさせて頂きます。

まず大豆価格の交付金ということで書いてございますが、この関係から申し上げます

と、今年、水田ビジョン等が作成されまして、産地間競争が激化するわけですけれども、

現在、私どものところにしましても、ビジョンが明確にまだ作成されていないという形

でございまして、私どもは米の生産法人の申請認定も受けたわけでして、売る自由とい

うことで様々な努力をしているわけですけれども、米はそういう形になっております

が、転作物を本作化、高品質、それから需要者とのミスマッチというところでいろいろ

品質向上を図るわけですけれども、この中で、大豆にしましても、検査を受けなければ

交付金対象にならないと。 

 それは結構ですけれども、この交付金にしましても全農ルートしか認められてない。

そうしますと、我々がつくったものを地産地消、地元で加工して、特別栽培基準に合っ

たものを消費者に届けるというものをつくろうとしましても、一旦全農に入りますと、

我々の手元に戻ってこないという矛盾があります。それもなおかつ、平成 15年産、非

常に不作でございましたけれども、３月にならないとそれが流通してこないという形が

ありまして、とにかく、米は売る自由があって転作物は売る自由がないのかという矛盾

を感じておりまして、その辺の打開策も我々は考えていかないと本当の農業経営ができ

ないのではないかと思っております。その辺をご理解と、規制といいますか、自立でき

る農家はそれなりのルートも認めて頂きたいと思っております。 

 それから作物経営の経営類型でございますけれども、今論議されている中の卖一拡大

型、こういった形もございますけれども、先ほども言われましたように、中山間地とい

うのは、地域を守るというのは農地を守るだけでなくて、農村の機能、それから山林、

水質保全、多面的機能の保全をするためには、やはり循環型の農法なりエコファーマー、



エコの推進というようなことが大事になってくるわけでして、そこの中で、化学肥料を

使わない、農薬を使わないということは、豊かな土壌をつくっていかないと、これは守

られていけないと。昔のような農家形態であれば、昭和 30年代までであればそういっ

たものが守られてきたわけですけれども、現在のところはそういったものが守られてい

かない。 

 中山間地というのは、私は条件不利地とは思ってません。一般的に、条件不利地、条

件不利地とおっしゃいますけれども、条件に合ったものをつくれば条件適地でございま

して、自然の変化も豊かでございますし、そこに今までの農業の視点からものを見るの

ではなくて、やはりその環境を生かした農家経営、農村のあり方、その中で一番問題に

なるのは、農村を守るということで中山間直接払い等は機能しているわけですけれど

も、農業の発展にも中山間直接払いの使い方なりが規定されておりますけれども、これ

は分離をして、農村の環境、多面的機能を守る。それから農村形態を守る。高齢化に伴

う諸々の問題を解決するために、我々は今後介護事業なんかもやっていかなければいけ

ないと思うのですけれども、そういった面の支援と農業の発展というのは私は全く別だ

と思ってまして、それを指導する側の行政なりＪＡにしましても、我々がここまでやっ

ているのですから、時間外でも、地域のためにそういう業に携わっている方が一生懸命

やられればいいと思いますが、その辺の、職業としての時間内はやるけれども、地域に

帰ってそれを率先してやるという方々が不足していると思いまして、今の教育の問題に

しましてもやはりその辺のあり方を教えていかなければいけないのではないかという

ことで、結論から言いますと、卖一規模拡大型ではなくて、やはり複合、畜産も林業も

内水面の漁業も、そういった自然を生かした形態を今後中山間はつくっていかないと、

なかなか守られていかない。 

 それから、その中に担い手として積極的に我々Ｉターンを東京とか大阪から入れてい

るわけですけれども、その人材も農村でそういう担い手を求めようとすれば、都会の

方々の価値観ですばらしいものを捨ててしまっていくと。ですから、やはりそういった



価値観がわかる方が担い手として入りやすい形をとるべきだと思ってますし、能力的に

も、農業に対する素人こそ、その価値がわかるのではないかという考え方も私はしてお

ります。 

 それから原産国表示ということで書いてありますけれども、私の認識が違うかどうか

わかりませんが、加工品につきましては、ある程度のパーセンテージがあるものは原産

国表示をするということになっているみたいでございますが、これも消費者のニーズか

ら考えますと、我々は求めるものをつくればいいわけですから、農産物にしましても、

加工品にしましても、トレーサビリティは非常に厳しく言われますけれども、やはり厳

密な原産国、どうつくられたかは今言われてますけれども、どこでどうつくられたかと

いうことをはっきりさせて頂ければ、我々は皆さんが求めるもの、どこで、誰が、何を

つくって、どういうふうにしたか、ということを一つのセールスポイントにできるとい

うことで、ぜひともこれは厳密な義務化をさせて頂きたいなと思っております。 

 それからもう一つ、先ほどとちょっと重複して申し訳ございませんが、直接払い、こ

れはこうすればこれだけ出します、斜度 20分の１、 100分の１は幾らです、それは結

構です。これをどういうふうに使いなさいというやり方、これはいかがなものかなと思

っておりまして、その地域々々ごとで、先ほど言ったような多面的機能なりを守るには

所々の条件がございます。選択頄目もありますけれども、そこら辺は農村自らが立案、

企画したものを国なら国に提出して、それをチェックしまして、やはり現状がわかった

方がチェックをして、農村の機能、永続化を図っていくという考え方と、農業というも

のを守るのであれば、やはり自らの目標値を設定させて、それを達成しなければ払わな

いといいますか。ですから、先に補助金を与えるのではなくて、貸付金の返済免除とか、

そういった実効あるものにしないと、もらうための計画づくりにすべてが終わって、い

つまでたっても農村は変わっていかない。 

 これは、責任ある間はやるけれども、外れると全く知らん顔をしていくという形にな

りまして、やはりそこをうまく機能する、それから国民の税金が使われるわけですから、



それが形として、結果として残っていくような方向にいかないと、いつまでたっても変

わらないし、農村の昔からある素晴らしい文化なりそういったものが守られていかない

ということがございまして、その辺をお考え頂きたいなと思います。 

 それから農業委員会につきましてですけれども、今の北海道なんかは非常にいい運営

をされているみたいですけれども、私どものところというのは、大体法人協会で全国の

状況は把握しているつもりですが、農業委員会にしましても、農地の管理とかいろいろ

ありますが、市町村の農業委員会というのは、その行政区の将来の農地の活用方法とか、

今の中山間直接払いも同じですけれども、５年間、このあるべき姿まで行くのに、農業

委員会としてどういう機能を果たせばいいか、それからそれができる方が選出されるも

のをつくっていかないと、片手間で、仕方ないからやる、出されたものは論議もしない

で決裁する、そういうような現実をやはりお考え頂きたいと思います。 

 この間の農業委員会の改正の中にも有識者を入れるようにはなってますけれども、相

対的なあり方の中で機能なり権限を行使できるような形にして頂きたいということと、

農地の流動化にしましても、若干この資料の中でも見たわけですけれども、都市の収入、

平均が、ちょっと数字が間違っているかもしれませんが、 600 幾ら、それで地方が、

農業収入は微々たるものですけれども、 750～ 760 万。要はボーナスを、二種兹業、

３回もらっていると。実質は赤字のところもあるわけですけれども、そういった形で、

産業としての農業を捉えないで、趣味としての農業ということで、その流動化が阻まれ

ている。 

 私は、今回は第三の農地解放であると考えれば、やはり二種兹業の耕作権というもの

は考慮していかなければいけないのではないかと。集積を進めるには、そういった方々、

農業に携わる人が率先して農地を担い手に出すという考え方をしていかないと、いつま

でたっても、プロの農家、集積、それから分散をまた分合するとかいうことが難しくな

るのではないかということを感じております。 

 それから先ほども言いました担い手の確保については、そういう価値観を持った方が



農村に流入しやすい形をとって頂くと、やはりその農村の再生についてもユニークなま

ちづくり等がなっていくのではないかと思っておりまして、その辺もお考え頂きたいな

と。 

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして佛田さん、お願いいたします。  

○佛田氏  佛田でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、私の本日の報告については、経営概況は参考資料が別添でついております。こ

れは法人協会の経営実態調査が 2002 年の秋に行われたときに私どもの経営を調査され

たものですから、これをご覧頂ければと思います。 

 私の説明資料の一番最後のペーパーをちょっとご覧頂きたいのですが、まず、報告を

させて頂くに当たって、政策立案に向けた基本認識をどのように持つのかということ

で、先ほどから報告者の方々から幾つか出ているものと重複はしますけれども、まず就

農者の激減というのは、安定した所得をそこで得られていない、つまり、儲からない農

業があると。それから自給率、国は自給率をもっともっと増やしたいということで運動

されていますけれども、自給率がなぜ減ったのかというと、やはりマスプロダクトをや

ってきた農業生産が価値提案をやってこれなかったことが原因ではないかと思います。 

 そういう農業の認識の上でどうやって農業再生をしていくのかということで言うと、

利益を出すことと、それから時代や社会に貢献する産業と。供給主義をそろそろやめて、

需要創造をもっとやっていく必要があると思います。 

 各セクターにおいては、政策の分野ではソフトウエアにどう転換していくかというこ

と、それから農業経営サイドにおいては、いかに顧客志向と価値提案志向、そして社会

に対してどのように関わるかということが重要になってくると思います。 



 大きく分けて、顧客づくりと経営環境づくりということが重要だと考えますけれど

も、農業というものを産業として位置づけるに当たって、卖なる高度成長のいわゆる二

次産業をイメージするのではなくて、いわゆる生命産業として、21世紀、もしくはも

っと後世に向けてどのような産業イメージを持つかということが重要であって、生命産

業という認識をきちんと位置づけることが重要ではないかと思います。 

 それから、やはり食べ物はそもそも人間にとっての命の源泉であるということをもう

尐し重要に訴えていく必要があるのではないかということです。 

 それから、現在、特に女性、専業主婦が非常に尐数派になってきて、都市生活者、地

方都市や地方の本当の農村地帯においても専業主婦が徐々に減っていっている状況の

中で、需要サイドに対してどのようにアプローチしていくのか、そこを根本的に見方を

変えないことには、このままの供給主義的な農業では衰退が必然ではないかなという認

識を持っています。ですから、日本の農業を支持するお客様をつくり出すということで

はないかと思います。 

 そういった中では、いかにブランド化するか。ブランド化といっても、案外これの正

確な理解が現場ではなされていないという面では、ここに括弧書きに書いてあります

が、価値をつくり、価値を高め、再認識をするということを施策の中心に持っていく必

要があるのではないかと思います。 

 それから経営環境としては、基本的な考え方は、規制緩和と規制強化、これをどのよ

うにやっていくかということです。ですから、例えば成熟社会になって非常に選択がで

きるようになってきた消費社会なのだけれども、その消費実態に制度や規制が本当にマ

ッチングしているのかどうかという認識をきちっと持たないと、これもマーケットとミ

スマッチを起こしてしまっている原因になるのではないかと思います。ですから、マー

ケットメカニズムをどのように働くことができるような農業における経営環境をつく

り出すかということではないかと思います。 

 そういった面では、下に４つありますが、マーケティングとリスクとアカウントとヒ



ューマンリソースというこの４つのマネジメントを農業の分野に導入していくこと、そ

れを経営力の軸として支援・強化する施策をやるべきではないかと思います。 

 私どもの取り組みを経営の展開方向というところで尐しご説明させて頂きますけれ

ども、まず、私どもはどのように経営に取り組んでいるかというと、まさしく生活者の

ライフスタイルの変化に対忚した生産や加工や販売を行うことを目標としております。

ですから、冒頭にあります、例えば栽培方法についても、さらなる技術向上を目指し、

この春に、今設置の準備を行ってますが、社内に実証調査室というものを置いて、生産

の現場や加工品の製造の品質管理、販売についてもすべての分野で品質管理を実際に行

おうという取り組みを進めております。 

 それから畜産有機物、私どものパートナーで、近隣の市町村にある水田酪農の酪農家

と今提携していまして、そこで生産される堆肥について、もっと高度なものをどうつく

り出すか、微生物の分解の技術を使って耕畜共同をどうつくり出すかということを今進

めております。 

 それから、まさしく食が家庭消費から外部化しているという現実を冷静に見据えて、

中食、外食との関係をどうつくるか。これにつきましては、特に私ども、地元の飲食店

さんを幾つか営業で伺って、飲食店さんのお求めに忚じた食材の生産などを進めており

ます。幾つかの野菜については既にオーダーを受けて生産する体系を整えてきておりま

す。常にマーケットの中でどのようにものをつくっていくかということをやっておりま

す。 

 それから担い手ですけれども、これは先ほどの経営実態調査の後ろの方にも書いてお

りますけれども、例えば就職サイトに載せたことが６～７年前にありますけれども、農

業法人も就職サイトに求人を出しますと、現在ですと何千という人達からエントリーが

来る時代に今なっております。そういうことをしなくても、当社には１年間に何十人と

いう人達から問い合わせやインターンシップの要望があって、受け入れをやっておりま

す。 



 彼らの夢、そして私どもの夢をかみ合わせて、どのように実現させていくかというこ

との、就農者をいかに増やし、自分達の経営体質を高めていくかということでは、経営

内独立であるとか、グループ化による独立、それからもう一つは教育農場をどのように

つくっていくかというのが課題です。既に石川県の能登半島のたばこをつくっていた畑

が休耕になっておりますので、その辺も下見を今しておりまして、そういうところに教

育農場を開きたいと考えております。 

 それから、これはお米の販売ですけれども、実際に販売を行ってまいりますと、生産

量に対して販売量が上回ってくるということで、近隣の専業農家、もしくは兹業農家、

そして兹業農家の方々においては、ＪＡなどを通じて生産を外注するという共同プロジ

ェクトを進めておりますけれども、これについても、米のみならず、様々な農産物で進

めていきたいと考えています。 

 それから、私どもは借地経営でございます。土地の値段が、一番安いところでも坪 

5,000円とか１万円、高いところは７～８万円するところでございまして、昭和 50年

代は流動化がどんどん進んだのですが、案外地価の高いところは近年流動化が止まって

いるという状況もありますし、そのようなところで経営規模の拡大も頭打ちになってい

ると。借地経営というのは、よくよく考えてみますと、人の土地を貸して頂いて耕作を

するという点では、長い将来を考えたときに経営基盤が非常に不安定であるということ

で、私ども、どうやっていいのかちょっと今はまだ具体的なアイデアはございませんが、

農地の取得をどのように行うか、考えております。 

 それから農業経営にあっては、特に最近、スピードとタイミングの重要度が非常に高

まっています。そういう面では、マーケットがどのように動いているかということを把

握しながら、設備投資はなるべく外部化できるものは外部化し、コアの重要な、技術が

関与するような施設については自己所有をしていきたいと。それから当社の人材以外の

外部の協力スタッフをいかに強化していくかということも課題です。 

 私ども、株式会社に組織改編したわけですが、これはなぜやったかということですけ



れども、そうやって若い人達がたくさん私どものところに農業をやっていきたいとまい

ります。いずれ彼らが経営者となり、代表となり、私どもの法人をリードしていってほ

しい、またはしていくに違いないと思っています。そういう面では、いかに風通しのい

い組織体をつくるかということでは、例えば株式会社は取締役会の開催を義務づけられ

ておったり、役員の任期が定められているということもございまして、株式会社にした

わけです。 

 それから、これは今後の話ですが、長期的に広範な分野の方々といかにパートナーシ

ップを組むかという点では、株式会社というのは一つの土台になっていくだろうと。し

かし一方、最後に書きましたけれども、外部資本の導入によって技術などの内部資源が

拡散すると。これは私どもの顧問をして頂いている公認会計士からよく私なんかに忠告

されるのですが、資本関係が数が増えると技術の拡散が一番懸念されるので、そこは十

分留意されたいというふうにお話をされています。 

 私の政策提言ですが、ここ近年、政策において、私の言葉で言えば大きい農業が注目

されて、大きい農業をどうもっと大きくするかという話ですが、小さい農業も日本農業

の過半を占めているわけでして、そことの経営体の位置関係をもっときちんと整理する

必要があるのではないか。ここにつきましては、どのような研究がされているのか、私

どもよくわかりませんけれども、もっと機能評価を十分やっていく必要があるのではな

いかと思います。 

 それから政策ルートについては、最近、地方分権で、市町村などにいろんなものが移

行されつつありますが、施策を効果的に集中させるためには国の直轄ルートを経てやら

ないと非常にエネルギーが拡散してしまって、時間と金ばかりがかかるという状況で

す。例えば平等主義のもと、義務と権利が均衡がとれた状態で履行されていない。例え

ば水田農業ビジョン、先ほどの説明者の方々の中には大変立派な水田農業ビジョンをつ

くられている市町村もあるようですけれども、一方その逆もありまして、とんでもない

水田農業ビジョンがつくられている地域もございます。そういう中ではダイレクトに国



が関与し、誰に対してどういう育成をするのかということをしっかりやらないと、これ

は何年どのように手立てを変えて施策を行っていっても、結局、政策ルートの仕組み上

の問題で非常にエネルギーが拡散してしまうということではないかと思います。 

 これは地方行政、特に市町村によって、聞くところによりますと、私どもの隣の金沢

市なんかは農業専門職の方が市役所の中にいらっしゃって、非常に専門知識を持った

方々が現場で農業行政をやる場合と全くそうではないケースがありますので、そこを十

分ご配慮されるべきではないかと思います。 

 それから農業を産業化しようということになりますと、産業とするならば金融は施策

の中心になるべきではないかと思います。今、農業金融については割にサイドメニュー

というか、補助的な要素のように現場は認識しているということです。そういう面では、

多様な方法があると思いますし、また近代化資金や改良資金、それから公庫の融資、こ

れも非常にそれぞれの制度が違っておって、その辺が面倒なことになっているというこ

とで、資金のルートは一本化すべきですが、金融の窓口はもっと多様化すべきだと。民

間の銀行も取り扱えるようにならねばならないと私は思います。 

 私どもで今度、農地取得資金を実行しようと思って相談させてもらってましたけれど

も、とある銀行が農地取得資金の窓口をやって頂けるというお話もついこの間頂きまし

たので、もっと積極的に進めるべきではないかと思います。 

 それから宮崎であったり山形で、民間の金融機関がプロパー資金を農業に投入し始め

ているということが実際あるようですけれども、もっとそこを積極的に導入できるよう

な制度をつくるべきではないかと思います。 

 それから、今の部分は間接金融ですが、直接金融の分では、投資育成会社ができまし

て、非常に注目もされていると。しかしながら、それと同時に、私どもが考えてますの

は、とある外郭団体と勉強会をやっている中では、例えばファンドであるとか農産物証

券化。最近、ファンドについてはラーメン屋さんのファンドが売り出されたり、アイド

ルのファンドが売り出されたり、いろんなことがされています。こういうものをやはり、



日本の農業の忚援団をつくるという意味では、プロの投資家というよりはアマチュアの

投資家の資金を集めて関係づくりをするということが重要ではないかと思います。 

 それから米施策ですが、これは価格政策と地域政策がパッケージ化されていまして、

担い手政策もそうですが、非常にいろんな面で不都合なことが多いです。弊社について

は、地域的ないきさつもあって、ほとんどこの制度とは関係なく米づくりをするという

ことです。生産調整については協力はしていきますけれども、この制度に入れないわけ

ですから、水田農業ビジョンという家の玄関の軒の前に立っているような状況でござい

ます。 

 それから次のページですが、農地の取得のことを先ほどお話ししましたけれども、や

はり農地リース制度をもっと拡充する必要があるのではないか。これは運用の期間がも

うちょっと長い方がいいと。20年とか 25年位がいいのではないか。特に、先ほどから

幾つかお話が出ていますけれども、農業経営というのは非常に資本力が脆弱です。そう

いう面では、資金の借り入れで農地を取得できる形態というのはそんなに多くはござい

ません。例えば坪 3,000 円とか 2,000円とか、そういうレベルになれば買うことは可

能ですが、日本の農地、関東もそうですし、九州、いろんな地区で案外土地の値段は高

い。この金利負担が重荷になって、なかなか農地取得というのは具体的にはできにくい

という状況だと思います。 

 それから農業も法人化してまいりますと継承問題が非常に重要になります。中小企業

なんかは継承の優遇策を講じてますけれども、農業はそういう面では土地や施設の資産

を持ってますので、会社は相続はございませんが、持ち分に相続が発生しますので、こ

こをどのようにクリアするかということは経営にとって重要な問題です。 

 そしてもう一つ、担い手は農業以外の人の参入がどんどん増えているわけですが、新

規就農の部分での募集の部分まではかなりいろんなことがされるようになってきまし

たが、研修をし、独立し、経営者になっていくプログラムが、まだ後半の部分が不十分

ではないか。ですから、例えば就農支援金を出して、農業をやれば返さなくていいよと。



最初から貸し金ではなくて、農業に 10年つけば、例えば 100 万円返さなくていいよと。

20 年つけば 200万円返さなくていいよという制度があってもいいのではないか。それ

は１カ月に直してみますと１万円にも満たないお金なのですね。そういうような人達が

いるということを考えて、そういう制度があってもいいのではないかと思います。 

 それから担い手問題ですが、農業教育と農業者教育は明らかに異なるということなの

です。つまり、農業の技術教育を幾らやっても、そこには直接農業者を、経営者の人格

を養成するような教育が実際には体系的に整備されていないというのが私どもの実感

です。そういう面では、農業者教育をきちんとやっていくこと、それを体系化したもの

にしていくことが重要だと思います。 

 最後になりますけれども、政策というのは複合的なパッケージ化が必要なのでしょう

けれども、ダイレクトにマーケットメカニズムに対して非常にレスポンスのある施策を

やっていくときには、価格とか土地とか人材とか技術とか地域の問題を独立した形でア

プローチしていくような施策も必要ではないかなと思います。農業者は、パッケージ化

されると非常にわかりにくいと、何が何だかさっぱりわからんという、今回の水田農業

ビジョンの感想を地域の人からたくさん聞きました。そういうことで、「選択と集中」

ということがキーワードなのでしょうけれども、それに「スピードとレスポンス」を加

えないと、我々現場の農業者もＷＴＯなどの海外との農産物の輸入問題に非常に関心を

持っていますので、そういう面では、そこら辺がダイナミックに政策転換されることを

農業者も十分認識していますし、そこら辺のことからすると、補助金にあまり依存しな

い経営をどのように増やすかということを考えるべきで、自立した経営体をつくるプロ

グラムが必要ではないか。 

 水田農業ビジョンのときに、とある国の会議でそれなりの立場の方が、いや、そんな

こと言わずに補助金を使ってくださいと言われましたけれども、そういうふうに使う必

要がなくなったら、違うところへまた金を回していくということも重要ではないかなと

思います。 



 長くなりました。以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、最後になりましたけれども、高津さん、よろしくお願いいたします。  

○高津氏  福井県大野市からまいりました高津です。まず 10分発表でチャレンジし

てみます。 

 私は、今日はＮＰＯの田んぼの学校の理事長ということでヒアリングにまいりました

が、実はこれまでに昭和 50年に大野有機農業生産組合を設立して今まで続いているの

ですが、それから、農水省とのいろいろな対忚で、高度集積大区画整備事業ということ

の土地改良の理事長をさせて頂きまして、そのおかげで随分労力が浮きました。その浮

いた労力を何とかして自分の人生と世間に対してご恩をしたいというのが発想で、田ん

ぼの学校を始めたのですが、いろいろやってみると、私 66歳ですが、今から高齢者と

いうのは 75歳からにしてもらえないかなと思ってます。私、百姓として 116 品目つく

っております。稲と古代米を含めて７品目、それからソバをはじめ穀物が５つ、それか

ら野菜が 60、ハーブが 10、そして果樹が 10、それから山菜、タラの芽とか、そんなの

を含めたもので 116 つくれるようになったのですけれども、やっと一人前の百姓にな

ったのかなと自負をしております。 

 そんなことを始めていきまして、皆さんと一緒に田んぼの学校に取り組みましたが、

何でか知らんけれども、女性の方が多くて、何でか知らんけれども、農業をやってない

人が多いのが田んぼの学校の実情です。だから、農業だけの者が集まったらこんなに発

展してこなかったと思うのです。農業以外の方、女性が多かったのでここまで来たと私

は考えております。 

 あとは文章を読んでもらえばわかりますけれども、都会の親子の方に体験学習をして

もらいに来ると、何でか知らんけれども、まな板や包丁のない家庭が増えてきているの



ですね。ということは、おふくろの味がだんだん衰退していると。これは大変深刻なこ

とで、教育上も、あるいは生活上も、環境上もまことにまずいので、この田んぼの学校

を全国的に広げたい。だから、全国という前に自分がやりたいということで田んぼの学

校の茶屋、ソバを中心で始めたのです。女性のスタッフ 15人が当番制を組みまして、

１日２人ないし３人で、毎日 10時から午後２時まで、お昼のときやるのですけれども、

今年、決算でデータ出しましたら、その茶屋でも 5,000 人ほどお客さんが来てくださ

ったのですね。大野市内が３割、それから福井県全体が３割、あと県外が結構今どんど

ん伸びている。ということは、都会の方がいかにそういう自然な食べ物、自然で食べら

れるところを求めているかということがだんだんわかってくるのが現況です。 

 従って、そのおふくろの味を出しているときに、結構、大野の水はうまいね、水がお

いしいから料理がうまいなあ、土地が肥えているから野菜がおいしいねという話が出る

と、うちの田んぼの学校のスタッフのメンバーは目を輝かして、そこで野菜を売ったり、

古代米を売ったりして、非常にスタッフ自身が潤いを持って楽しみながらやってます。

ほとんど還暦を過ぎたメンバーばかりですが、これは、先ほど言いましたように、還暦

を過ぎてから 75歳まで 15年間、十分社会に貢献できるというのが私の発想で、いまだ

にそれを続けているのが現実です。 

 そこへ持ってきて、食と農ということをテーマにしていきますと、先ほど言いました、

体験学習でお母さんが、うちの子供は朝はパンとコーヒーだなんて言っても絶対出さな

いのです。あくまでもみそ汁とごはん。そうすると、その子供がおかわりして食べます

ね。そうすると早速お母さんに、あんた、つくらんから、ごはん食べんのよとやり込め

たら、赤い顔して下がってくれるので、下がったらだめやから、また後からお詫びに行

くのですけれども、そんなことをやりくりしているうちに、参加する人も結構増えてき

て楽しい活動を続けてまいりましたら、最近になって、国土交通省が何とか河川を守る

会に出席してくれ、あるいは新聞社が出てくれ、あるいは教育委員会が出てこい、それ

から環境省がツーリズムで出てくれというので、方々引っ張り出されるのですけれど



も、おだてればすぐ出るタイプが私で、すぐ出ていくのが現状です。 

 そんな活動を通じて、今一番心配なのは、田舎、いわゆる農村の離れた集落の電気が

だんだん消えていくのですね。日本中の離れた集落の電気が消えるということは、日本

の国土、あるいは日本の農業、そして日本の人の心を消していくことになると私は思う

のです。だから、担い手農業も極めて大事ですが、そういった集落を守っていくことこ

そ我々の役目だと思っています。その役割を農林省の方がわかってもらえると思ってい

るのです。その農林省、あるいは自治体ができないことを田んぼの学校でやることが

我々の使命だとも思ってます。それがＮＰＯ活動だとも考えております。我々はそうい

う過疎の対象地域に対するサポート支援をできないか。農作業にしても、あるいは生活

することについて、あるいはお年寄りの老後について、いわゆるデイケアサービス活動

もあり得ると思うのです。そういう考え方の中で進めているのが現況です。 

 そういう中で、ちょっと資料を見て頂きたいと思いますが、ここに 10アール当たり

のほ場整備の労働時間を集約しました。２枚目の一番最後の方、差し引きの方を見てく

ださい。５ヘクタールというのは私の田んぼ、私の所有地ですが、土地改良する前は、

労働費を差し引くとマイナス約５万円ほどになったのです。それで、土地改良が終わっ

て平成２年には３万 7,000 円と上がったのですが、10 年には米価が下がったものです

から、１万 4,000 円になりました。 

 それが私どもの周辺の２ヘクタールつくっている人のを見ますと、やはり２ヘクター

ルでは８万 1,000 円の赤字、１万円の赤字、１万 3,000円の赤字になりましたが、私

どもの高度集積のために生産組合をつくった、阿難祖領家（あどそりょうけ）と読むの

ですが、そこの生産組合は、従前地のときは４万 5,000 円の赤字だったのですが、整

備したら４万 4,000 円の黒字になりました。だから、労働費を含めると７万 6,000 円

位になりまして、これは随分儲かるのだなという印象を与えましたが、今米価が下がっ

たものですから、こういう状態になった。この中には、後からゆっくり見てほしいので

すが、ソフトの時間も全部含めてあります。５分卖位で私が記録をとったデータです。



近く、平成 16年分もつくりたいと考えております。 

 次にカラー焼きをみてほしいと思いますが、「里地に生きる」。これは、うちの息子

がつくったもので、決して私の参考資料ではないのですが、今日は発表上私の名前を出

しました。 

 １ページを開きますと、右側の下に「あぜ道の自然史」とあると思いますが、これは

小さくて見づらいと思いますが、これは農家が実施する草刈りの頻度と各野草がどうい

うふうに、いつ頃育つかのデータを示したものです。雑木林が木を切ることにより維持

されるように、あぜ道の自然も農家が草を刈ることにより維持されることを示した資料

です。これは植物研究家や河川管理者にはすごく貴重なデータだとみえて、すごく引き

合いが強いです。これは息子が世界水フォーラムに発表・展示した資料の一部ですが、

滋賀県でやって、去年は京都のみやこメッセで発表いたしました。 

 次に２ページにいきますと、ここに農家が草刈りで残す植物として、特にタンポポを

はじめスミレですが、草刈りをすることによってこれを守るということが現実としてあ

ります。環境美化や自然保護と称して、外来種の花を植える運動とははるかに良い行為

だと考えますがいかがでしょうか。 

 次に３ページです。これは「水田の自然史」ということで、水田管理と生物というこ

との調査をいたしまして、上の段は、各雑草を枯らすために、下に、イノーバをはじめ

パダン、これは農薬ですが、それからカスラブサイドとか、水稲の農薬ですが、それを

使うことによってどうなるかという調査をただいまも続けております。これがどんどん

進んでいくと、いわゆる有機農業に対する取り組みということが将来答えを出していけ

ると考えております。 

 あとは写真を見てもらえばわかりますが、２ページ目、田んぼからアカトンボが誕生

するところも写したりしてますけれども、これが息子がうまく表現したのですが、アメ

リカが米国、もともと米国ですが、アメリカが米の輸出大国になってしまうと、日本は

古来「瑞穂国」というのですが、食料としてのバーチャル水の輸入大国、すなわち水補



国になるだろうと。今、食料と水の問題を真剣に考えておかないととんでもないことに

なるぞという警告のコピーだと考えております。 

 次は除草剤をやらない果樹園なのですが、これはカタクリです。これは私のところで

すが、堆肥をふんだんにやると、こういうふうにカタクリが群生している写真です。そ

してこのカタクリをクローズアップしたのがカタクリの斜面で、ここで尐し目を覚まし

て頂けたと思います。ここにも草刈り管理の状況を入れ、カタクリの群落が草を刈るこ

とにより維持されることを示した資料です。 

 次に移りますが、提言といたしまして、私はまず第一に、自給率の問題ですが、今

40％と言われていると思いますが、自給農家、一般農家の方の自給率が何も入ってない

のですね。当然、これを入れると 10％以上は伸びると思うのです。だから、やはり自

給率を伸ばすのには、その担い手農家も大事ですが、それぞれの家庭菜園、そして小さ

な小規模農家のウェイトが物すごい大きいです。それが生産だけで、自分が消費したと

しても、それは完全に自給率に匹敵するので、これは農林省にも今後調査をお願いした

いのですが、自給率の中に消費者と兹ねる生産者がどれだけいるかということを含めて

ほしいという思いをしております。 

 そこで最近は農家も、お嫁さんがない、お婿さんがない、そして過疎になるという例

が多いのですが、こういうことをサポートすることによってそれも防げるという思いを

しておりますが、そんなことを考えていくと、小規模農家や分散化、農業集落の多面化

を守ることも必要だなという思いをしているのです。それでもなおかつ放棄される水田

がどんどん増えている。データでも出ておりますけれども、私は今年からそれで１つ手

がけるのですが、その田んぼをお借りして不耕起水田を、試験を始めたので、今年また

やろうと思う。人のつくらない田んぼを借り受けして、そこで通年水を張って不耕起す

る田んぼをつくれば、水が常にあるわけですから、これは千葉県の先生とかいろいろな

先生がやっていらっしゃるのです。しかし、水のないところには不耕起栽培できないで

すから、今までの慣行の水利権のあるところはいいですけれども、ないところは、そう



いった山里、あるいは棚田の田んぼの用水の手当ては今後やはり農林省として考える時

期が来るのではないかという思いをしております。したがって、そういう棚田、条件不

利地域をいかに再生させるかは大きな農林省の仕事ではないかなという思いをしてい

ますし、それを再生することによって、その里や村が生き残れるのだなという思いをし

ているのが私の考えです。 

 それから最近、共同活動というのが極めてなくなっております。昔は共同活動でその

集落を守り、結などをして助け合ったのですけれども、その再生をするために、我々、

田んぼの学校の活動を活かしていきたいなという思いをしているのが現状です。 

 結びとして、最後に、私がもともと理念として「環境と福祉」をテーマに置いており

ますけれども、何としても村や過疎の地区を守るために、そういう方をサポートするに

つけては、都市の方に田舎に来てくださって、直接農業に携わる、おいしい食べ物をつ

くる、そこで食べてみる、おいしかったらまた自分は都会へ帰って料理するというリズ

ムをとれば、当然その過疎も防ぐ一つの手立てになるのではないかという思いをしてい

るのです。だから、こういった私の基本的な考え方を一言で言うと環境福祉田園都市づ

くりを今構築しようとしているのです。そういうものに対して、特に福祉に対する農林

省の取り組みを今から提起継承していきたいと考えております。 

 以上で、ちょっと短かったですが、終わります。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、本日、12時頃を目途に進めてまいりたいと思います。それほど時間はご

ざいませんけれども、どうぞご自由に質問、あるいは意見交換という形でお願いできれ

ばと思います。  

○高津氏  何点か言い忘れたのですが、農薬と、それから除草剤と化学肥料について、

ちょっと私の試算ですが、私自身が青色申告をやっていて、現況を考えてみますと、農



薬はどうしても１反当たり 2,000円以上使わないとやっていけない。それから除草剤

も 2,000円以上使わなければやっていけない。化学肥料は 4,000 円以上使う。これを

日本の国土に計算しますと、農薬で 1,000 億以上、日本は使っていると思うのですね。

それから除草剤も 1,000 億以上、それから化学肥料は 2,000 億以上。これがひょっと

したら２倍になるかもしれません。これだけの量を国土にまき散らすとどうなるかは皆

さんで判断してください。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。それでは、長谷川委員。  

○長谷川委員  平さんと三上さん、お若くて、非常に頼もしく思ってお聞きしたので

すけれども、１つ伺いたいのは、先日のこの企画部会でも議論になったのですけれども、

消費者とそれから生産者との関係のところで、平さんの方から、ニーズに合ったものを

つくっていきたいというふうにお話がありましたし、私達もおいしいものを食べたい

し、安全なものを食べたいし、皆さんのような方を支援しながらそういう方を増やして

いけたらいいなと思うのですけれども、消費と生産の現場がやはりまだ分断されている

というか、うまくつながってないなと思うのですね。そこに対して、こんなことができ

たらとか、何か展望がおありかどうか伺いたいのですが。  

○生源寺部会長  それでは、平さんからどうぞ。  

○平氏  先ほどもお話の中で、体験農園や観光農園を実施しています。これは点と点

が線になって、線と線が面になってというような取り組みで、かなり現場では広がって

いますし、今まで自己発信が足らなかったというのは大反省点だと思います。ホクレン

に売ればちゃんと売ってくれるからいいやとか、そういう生産者のあなた任せ的なとこ

ろがきっとあったでしょうし、私つくる人、あなた食べる人というような色分けが今ま



でちょっとはっきりし過ぎていたと。しかも、自分のところは原料型作物が多いので、

砂糖になって初めて食べて頂ける。小麦も、小麦粉になって初めて食べて頂けると。食

卓と生産現場が遠かったというのは、これは今までもある話だったので、どうしても理

解度だとか認識をして頂くのに時間とちょっと手間がかかったというのが正直な、率直

に反省するべき点なのだろうと思います。 

 北海道も、農協青年部を軸にして、消費者との対流交流だとか、あるいは信頼を構築、

回復するための対話交流だとかいうのを非常に精力的に行っていまして、子供農業体験

事業、今、総合的学習の時間を利用させて頂いて、積極的に生産現場のフィールドを学

校教育の場所に提供するというような場面で、非常にやりごたえがあると、青年部の盟

友さんは皆さんそうやって言うのですね。子供達の輝いている目を見ると、これはまじ

めにちゃんとつくらないといかんなと。過去はワンウェイだったけれども、そういうは

ね返ってくるものを感じて初めて生産現場が活力のあるもの、あるいは意味あるものに

なっていくのではないのかなと思いますし、確かに誰でも彼でもできることではないの

かなと思うのですけれども、体験農園や観光農園も非常に手間とちょっと頭も使わない

といけないところなので、今は家内が中心になってやっているのですが、そういうこと

が好きでないとできないと。 

 中には、奥さん達の話の中では、農家の奥さんになったのも、会社勤めが、要するに

対人関係が嫌でこのフィールドに来たのに、今さらまたお客さんの接待しなきゃいけな

いのなんていう奥さんもいるのですけれども、潜在的には、ポツンと畑の中にいるとや

はり寂しくなってしまうと。ウサギだったら寂しくて死んでしまうよみたいな感じなの

ですけれども、そういうところでやっているとやはり人恋しくなるし、そのことでアプ

ローチできるものは何がしかあるのではないですかという部分では、もちろん三上さん

も僕もそうですが、若いからということではなくて、やる気のある人はどんどんそうい

うところは積極的に取り組んでいくと。 

 特に女性の力というか、学校給食の現場なんかも、今、お母さん達というか、ＰＴＡ



の母の部が給食モニターなんかをやっているので、十勝・帯広は、非常に学校給食、地

産地消が先進的に取り組まれているところなので、そういった部分で、食を教育の現場

からアプローチする大事なところの発言というか、期待度というのは非常に女性、もち

ろん青年部もそうですけれども、高まっているなというのを実感しますし、先ほどの運

命共同体ですよというお話も、これは実は消費者の方からのご意見というか、そういう

お話があって、今まで生産者自身が自分で壁をつくっていた部分というのはきっとあっ

たでしょうねと。非常に自分としては目からウロコがというような感じで聞かせて頂い

たものを皆さんの前でお話をさせて頂いたということです。  

○生源寺部会長  それでは、三上さん、お願いします。  

○三上氏  隣の平さんがほとんど言ってしまったので、極論から言えば、先ほど平さ

んが言ったとおり、やはり教育の現場で活用するということが一番手っ取り早いのでは

ないかなと思います。事例で言いますと、宮城の青年部が東京の目黒の小学校と交流し

て、小学生との交流が、プラス、親がついていきたいとか、それに付随して先生方を巻

き込んでやったりとか、そういう広がりを持ってやっているという事例もありますし、

我々青年部としても、それを今回マニュアル化して日本全国に普及してやろうという取

り組みも今始めてますし、それだけではないですが、子供達にちゃんと食の良さをわか

ってもらって、あわよくば農業後継者、新規就農という形で、また農業のいいところを

再発見してもらえればなと。事例でいうと、その体験学習が家庭に帰って親子の対話に

なるという話もありますから、いい機会ではないかと考えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、山田委員。  

○山田臨時委員  最初に、平さん、この２ページの政策提言のところで率直にまとめ



られてますので、大変によくわかります。その際、プロのギャランティを決めるテーブ

ルと、野球尐年団とは違うのではないかという話も大変イメージとしてよくわかりま

す。 

 ところで、平さんは 34 ヘクタールで、多分、畑作中心にプロ農業経営なのだろうと

――ちょっとプロ農業経営のイメージがよくわからないのですけれども、多分該当する

だろうと――思いますが、ここに政策提言なされているそれぞれのことについて、北海

道の農業と都府県の農業構造は相当違うのではないかと思うのですよね。平さんは北海

道の農業の立場から都府県をみて、おいおい、こんなことやっていていいのかとおっし

ゃっているのではないかと思うのですが、それでいいですかね。それとも、北海道の中

でもやはりプロと尐年団が分かれてきているのかしら。 

 その辺、私は、北海道の農業対策と、都府県で考えなければいけないこと、すなわち、

土地利用型農業を団地的にまとめていくという政策課題が北海道と違ってあるのでは

ないかと思っているのです。北海道は何もしなくていいと言っているのではないです

よ。北海道にもしっかりした対策はもちろん必要です。競争しないと到底勝てないよう

なところがいっぱいあるから、対策は必要なのですが、同時に、都府県の農業は都府県

の農業の形なり政策があっていいのかなと思ったものですから、その点をお聞きしたい

ということです。  

○平氏  すべての十勝の、あるいは北海道の畑作農家がプロフェッショナルだという

ことを言っているのではないですし、都府県の農家だって、もちろん素晴らしいプロ農

業経営をやられている方はおられるでしょうねということなので、ただ、同じふるいで

ごちゃごちゃっとお話をしてはだめだよということを言っているので、しかも先行して

畑作対策はやってくださいよというか、やりますよというのは、前の基本計画の次の年

からもう既にギアが入っていた状態なので、現場ではいつやってくれるのかと貧乏ゆす

りしながら待っておったのですね。で、霞ヶ関のテーブルでまたこの話かと。ごめんな



さい（笑声）。 

 前の３回か４回目位までの企画部会の議事録なんかを見ていると、本当にまだ入口に

入ったか入る前の議論なのだなという印象があったので、ちょっとそういう意味では厳

しい物書きというか言い方になったのですけれども、尐なくとも非常にスピード感とい

うか、加速度が増しているなというのは、今日の場所でも、あるいは昨日のレクチャー

の中でも非常に印象としては受けているのですけれども、北海道は要するにモデル北海

道、モデル十勝でやってくれということを言っているのではないけれども、それに近い

ことなのです。 

 去年の７月に農水省のある課長団達が新得の方に視察に来て頂いて、「課長、わかり

ますかね。向こう 150間ありますよ。こっち 100 間ありますよ。これ１戸分」と言っ

て、５ヘクタールが入植当時の一つの卖位でしたと。道路は 300間、 300間に区切ら

れていて、６つに分かれていたので、 100 年前はここに６戸の農家がいましたよと。

今、十勝の畑作経営規模というのは 30ヘクタール位なので、 100年で約６倍になりま

したね。言い方を変えれば、 100年前からみると、農家戸数が６分の１になったこと

になりますよと。この集落が 60戸あるのが 100年たって 10 戸しかなくなりましたと。

この現場をみると、もう既に農村振興だとか地域振興なんていう、そんなレベルではな

いですよと。 

 北海道はそういう意味ではすごくそういう競争と、消費者やエンドユーザーに求めら

れているものを非常に敏感にアンテナを張って生産努力をしてきた、そういう競争をし

てきたという現場と、そういう姿がやはり個々にありますよと。その部分をきちっと農

政の中に反映できるようなものを、新しい基本計画や、あるいは経営政策大綱の中で言

われている部分できちっと反映させて頂ければなというのが僕達の本当に心の叫びと

いうか気持ちだということなので、北海道だけ早くやれとか、府県は後回しでいいぞと

いうことも言っているわけではないのです。  



○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。  

○安土専門委員  佛田さんの話を非常に興味深く伺ったのですが、というのは、ここ

で使われている言葉が私どもが会社を経営するときに使われている言葉なのです。前回

のときに、私、農業にマネジメントの考え方をもっと入れた方がいいのではないかと、

それから株式会社について誤解なのではないかと。株式会社って金儲けだけしていると

ころでないよというお話をしたのですが、まさにそのことがここにいろいろ書かれてお

りまして、大体、目的という言葉がほとんど使われないというところが、この会議に出

ていて非常におもしろいですね。 

 会社のマネジメントの場合、目的をどう定めるかというところからすべて始まるわけ

で、佛田さんのこのレジュメの政策立案に向けた基本認識のところに、「上記の目的を

達成するために」云々という、まさにこういうことでアプローチしていかないと実は問

題が解決できないのではないかなとずっとここで思っておりました。 

 そこで、佛田さんのこのお書きになった資料を、私は非常に興味深くみたのですが、

供給主義から需要創造主義、そしてお客様志向で、価値提案志向へ向かうという、これ

も全く賛成なのです。そして、その次のぶった農産の説明のところに、生協やこだわり

系スーパーなどへの販路の拡大ということも非常によく理解できるのですが、こういう

付加価値を高めていくということを一般的にやりますと、非常に高級な、生活実態から

離れたようなものをつくっていくということになりがちです。農業に限らず、製造業で

もあるわけです。 

 そうすると、実はその企業は小さいボリュームでは成り立つのですが、日本の国の一

般の消費者からかけ離れた価格帯や、お土産物のようなものになっていって、実はそれ

自体はある規模でまとまるけれども、国というレベルで、あるいは社会というレベルで

はほとんど役に立たないということがしばしば起こるわけです。恐らく佛田さんもそう

いうことをお考えになり、そういう問題に今までも直面されていると思うのですが、例



えば生協さんやこだわり系スーパーでどんなものを既に実際におやりになっているか。

また、それは今私の申し上げた、こだわるのはいいけれども、生活実感から離れてしま

うという問題について、何か今まで悩まれたりされたことがあるかどうか、ちょっと教

えて頂ければありがたいと思います。  

○佛田氏  １つ、供給主義だった時代から、自分達がお客さんと出会ったときに、完

成品をお買い頂いて関係ができ上がってきたわけですけれども、生活者が中食とか外食

に食の消費の実態が移っていったときに、我々はそういう人達とパートナーを組まざる

を得ないという状況に追い込まれたわけですよ。いまだ、卖に個人消費ユーザーだけを

ターゲットに、例えばお米の販売をやっている生産者もいますけれども、私はもうそれ

はそろそろ、それだけでやるのはやめて、中食、外食にいくのですけれども、中食、外

食にいきますとどうなるかというと、例えば１キロ 560 円で売っているお米が、同じ

ものを例えばお弁当屋さんであったり外食に納めるときには 300円台後半とか、 400

円手前のお値段で供給しなければならないわけですよ。 

 そうしますと、何が起きてくるかというと、卖に付加価値農業だけではなくて、そこ

に経営というものをどのようにつくり込んでいくかというか、先ほどご質問の冒頭にあ

った、自分達の経営は誰のために何をやるのかというミッションですよね。ミッション

経営ということを掲げていったときに、そこに具体的な技術や、低コストのための手法

をどう入れ込んでいくかということが、今ちょうどそういう試練を我々が迎えていると

いうような状況です。  

○山田臨時委員  三上さんにお尋ねしたいのですが、２ページの上段、５行目から６

行目に、ハウストマトも導入して所得の向上を図っている、一方、水稲に代わるほどの

土地利用型の作物がないため、転作率 50％を維持していくのは大変な状況だと、こう

いうお話であります。とすると、やはり米に戻るのですかね。それとも、麦、大豆の本



作化を進めるという方向にいくのですかね。それとも野菜づくりに挑戦するのですか

ね。それとも、えさ米とかホールクロップサイレージとか、それから水田に大家畜を導

入するとか、そういう政策的な対策を意識的に入れていくということなのか。一体、三

上さんの経営を青森でつぶすみたいようなことになって、つくるものもうまく選べませ

ん、という形になったら、何がプロ農業経営だと思うのですよね。だから、そういう面

からすると作物対策というのは極めて私は重要だと思うので、どんなふうにお考えにな

るかというのが１点。 

 もう一点、これは３ページ目の４行目位に、地域の農業の中心として従事していく担

い手を明確化して育成していかなければならない、こうおっしゃっている。先ほどのお

話の中でも、高齢者から、あとはやってくれるんだろうなと三上さんに声もかかってい

るという報告があったわけです。その上でお聞きしたいのですけれども、地域で、ここ

にあるように、担い手を特定できるのかどうか、そうはいっても、平等、公平のことも

あって難しいということなのか。そして、やりたいという人の手挙げも含めて、担い手

を特定して、そしてその担い手に高い所得安定対策を講ずることと、一方で、農地の出

し手、先ほどおっしゃった高齢者とか兹業農家があると思うのだけれども、そうした人

への支援対策を分けて実施することについて、差別を持ち込むのではないかみたいなこ

とではなくて、地域でそういう形で受け入れられる状況にあるのかどうか。そこの２点

をお聞きしたいと思います。  

○生源寺部会長  三上さんどうぞ。  

○三上氏  自分の地域、米が冷害常襲地帯だということもあったのですが、それに代

わる作物として、ナガイモ、ニンニク、ゴボウ、そしてハウストマトの導入をＪＡを中

心にやってきたのが現状であります。しかしながら、米の転作率が徐々に徐々に増えま

して、５割位になりました。そのときに困ったのが、今までだと、米をつくれないとい



う現状にあるのですよ。幾ら、どんな戦略を立てようが、つくれないという現状を何と

か打破しなければならないということで、大豆に取り組みました。 

 今月の頭、組合の総会が終わりまして、一忚方向づけはつけました。大豆はそこそこ

の品質はとれるようになってきました。ですので、設備投資もかけてますし、大豆の本

作は取り組もうと。しかしながら、今まで、麦・大豆の振興計画のように、反当たり幾

ら幾らという金はもうつかないと。ですので、一般の農家は多分やめるだろう。そのと

きにどうなるかというと、やはり米に戻るのではないかと思います。 

 そこで次にうちらが考えているのが、米の集積はやはり考えています。ですので、基

本の概念でいくと、集落営農は米と大豆。あとソバも一忚輪作体系として入れなければ

ならない。この３点セットで、ビジョンの方にも掲げてますけれども、そういうふうな

方向で向かっているのが現状であります。 

 地域の担い手の部分ですが、ビジョンの方にもありますが、うちの町はこの人が担い

手ですということで明確に打ち出してます。ただ、それが地域合意を得られているかと

いうと、まだ得られてない状況であるのは事実です。しかしながら、基準が３町歩以上

の水田の所有者が対象で、可能性も含めて、これから専業でいける方も含めての担い手

としての定義を町の方では位置づけております。それを強く主張したのが自分でありま

して、先ほどもありましたように、集落の機能を維持するにはやはり人の手が必要だと。

そのためのある程度の担い手、全く減ってもらっては困るし、集落は人がいないと困る。

そのための位置づけはビジョンの中でも強く言ってましたし、集落説明会で担い手の部

分でのお話もしたようですけれども、特段の反対もなかった。ということは、自分の地

域の米づくりは徐々に徐々に担い手に集積しなければならないという考えでは進んで

いるというのが現状だと思います。 

 帰りましたら、今度、大豆とソバの転作の説明会に自分も行くのですが、そのときに

どういう反忚になるのか。水田の集積は徐々に徐々に進みつつあるのですが、転作の方

の、今年は、ビジョンにあるように、担い手に集中するような金のつけ方をしてますの



で、それに対して農家がどういう反忚をするかというのがちょっと今の課題ですね。で

すが、担い手として明確化、自分の地域ではこの人だというのはほぼ合意がとれている

と自分は認識しております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。お約束の時間にはなったわけでございま

すけれども、せっかくの機会でございますので、もう尐し質疑を続けたいと思います。

まず森本委員、その後で増田委員、お願いいたします。  

○森本専門委員  同じ農業者としてちょっと質問なのですが、今話を聞きながら僕が

常々思ってきた心配事がまた頭をもたげているのですが、土地利用型農業としての米づ

くりとかは、私は、こうやって集落の中でも担い手に集約していけば残っていくと思う

のですね。ただ、うちの地区をちょっと頭に浮かべたときに、うちの地区って後継ぎが

結構多いのです。何で後継ぎが多いのかなと思ったら、農業後継者とかではなくて、家

に親がいる、それとやはり農地があるというのが一つの後継ぎの条件なのですね。だか

ら、結局、１町とか２町とかないけれども、自分の家に農地があるから自分は家の農地

を守っていかなくてはならないから、できるだけ自分の家から通えるところに仕事を探

して、そして親もみていかなければならないので地元に残っているという発想がすごく

あると思うのです。 

 そうなってくると、こういうふうに土地利用型の中で、私は前から言っているのです

けれども、集約していけば、当然第一次産業としての農業は残ると思います。しかし、

集落がその時点で残っているのかなと。はっきり言えば。私達の年代、40代位だった

ら、もう家から通える仕事をやっておりますので大丈夫と思いますが、では今の高校生、

中学生が就職というものを考えたときに、自分のうちの田んぼはみんな、他の担い手の

人達がやっている。自分は何もタッチしなくていいといったときに、本当にそのときに

家というもの、村というものに執着しないのではないか。そうするとやはり都市に出て



いって、さっき、嫁不足という話もされました。田舎にいれば、嫁不足とかいろんな問

題があります。そうするよりも、最初から、家にいても、別に俺はやることがないのだ

ったらよそで仕事を探した方がいいやというふうになれば、本当に、進むべきこのやり

方で、僕は逆に言えば過疎が進むのではないかなという危惧があるのですね。 

 だから、そういう意味では、今さっきも言われましたように、私は担い手という位置

づけにしても、なぜ担い手というものがある程度若くて男性でとかいうイメージがある

のかなと。土地利用型でいけば女性も立派な担い手だし、高齢者の方々、中年よりもち

ょっとお年のいった、敬老会にならないような、60以上の人達も十分な担い手だし、

そういう面からすれば、佛田さん達みたいに立派にやられている人がおるのですが、逆

にその辺でお聞きしたいのは、集落が、このままの状況でいったときに、10年後、20

年後どういうふうな残り方をしているのかなと。そういうのをちょっとお聞きしたいと

思いますが。  

○生源寺部会長  これは、そうしますとまず加瀬部さんから、できるだけ手短にお願

いできればと思います。  

○加瀬部氏  今おっしゃったことは私らも感じてまして、私のところは有限会社とな

ってますけれども、基本とするところは集落の活性化と雇用の創出だということで、端

的に言って、高齢化の中で、冗談ですけれども、棺桶に入る前日まで働いてもらうとい

うことで、もういいかげんにしてくれというだけ年配の方々に働いて頂いているという

ことと、農村といえども、自給率、要するに自家消費野菜の栽培等も減ってまして、や

はり地域ブロックごとに共同でそういったものもつくっていく。高齢化に基づいたその

地域のあり方を考え直す。それも大事ですし、おっしゃっているように、農家というの

は、農家後継者はやはり土地ということが、資産なりがあるから、農家後継者はいるの

ですよね。もう一つ、私は嫁不足とかいうのはないと思っている。というのは、独身の



男性もいますけれども、それはもらう気がないだけと私は思ってます（笑声）。 

 それと、今おっしゃられるように、所有を私どもらは考えてません。あくまでも所有

権はその個々の農家が持っていて、それを受託といいますか、一括の共同経営すること

で利益の還元をしながら参加をしてもらう。それからもう一つは、地域から外に収入源

を持たなくてもいい形態をつくっていかなければいけない。それが農村を守ることと産

業を発展させる、その２つの使命があると思ってますから、株式会社になろうが、何に

なろうが、ＮＰＯ的な要素は必ずついて回りますし、それを捨てた経営体では、その地

方、中山間地では成り立っていかないと。あくまでも都市の価値観を持った人の流入、

過疎対策も含めて考えていかなければ、集落営農といえども、特定農業団体とか規定を

されますけれども、やはりそういうポリシーのないところは幾ら行政の力を加えていっ

ても衰退してしまうと思ってます。  

○生源寺部会長  それでは、佛田さん、また高津さんからもご発言頂ければと思いま

す。まず佛田さん、お願いいたします。  

○佛田氏  私どもの会社は、20代、それから 30～40 代、50～60代というのは社員の

３分の１ずつなのですね。65、6歳の方も雇ってますし、前は 80代になる女性の方も

ちゃんと雇っているわけです。今のご質問の件ですけれども、例えば都市近郊の農村と

いうのはもう既に農村機能というのはかなり能力的には低下してしまっているわけで

すよね。昔は、私の父が若い頃は、北陸の農村というのは２ヘクタールの田んぼを耕し

て、みんなが米をたくさんとって潤うことが集落の目標でもあったし、農家の目標でも

あった。 

 だけれども、兹業に行って、多様な価値と多様な兹業先で様々な職業をなさって、ベ

ッドタウンというか、村が寝泊りのための地域になってしまっているという構造をいか

に整理して評価するかということをやらないと、農業が産業化に向けて進むベクトル



と、地域をどのように活性化させるかというベクトルが上下関係になってしまったので

はあまり意味を持たないわけで、そこをどのように小さな農業経営を評価し、またその

兹業先との関係性や、そういう兹業農家の農家経済の評価をきちっとやらないと、大き

な農業のことばかりというか、いわゆるプロ農業のことばかりいっても、プロ農業はそ

ういう地域に支えられているという点でいうと非常に重要な意味を持ちますから、そこ

をもう尐し深めていく必要があるのではないかと思います。  

○生源寺部会長  それでは、高津さん、お願いいたします。  

○高津氏  森本専門委員さんも私の考えていることとほとんど同じだと思うのです

ね。集落を守るのにどうするか。私が考えているのは、若いときには、正直言って東京

へ行って働こうと大阪で働こうといいではないか。定年過ぎたときに必ず帰農できる受

け皿をつくっておこう。だから、農業は廃っても、農家だけはなくしたくない。定年に

なってもすごく元気ですので、帰ってきたときに自分も土いじりができる環境にできる

ということをぜひとも進めていますし、もっともっと具体的なものを構築していきたい

と考えています。従いまして、今、共同作業、例えば川を掃除したり道路を直したりす

る作業はいろいろの業者を頼むこともありますけれども、あくまでも基本的にその集落

の保全管理は集落でやるという、やれるというスタンスを残していきたいと考えていま

す。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、増田委員、お待たせしました。  

○増田委員  三上さんへの質問が多いようですが、私も三上さんに質問させて頂きま

す。よろしくお願いいたします。 

 書いていらっしゃる資料の７ページに、大豆を本作として振興しているという決意表



明がありますけれども、消費者としましては今大豆に非常に関心が深うございます。な

ぜなら、遺伝子組換え農作物に大変神経質になっています。また国際的に今大豆の価格

が高騰しています。そんな背景から考えましても国産大豆というのは注目商品だろうと

思うのですが、三上さんの地域は、受託とここに書いていらっしゃいますが、これはあ

る種の契約栽培みたいな形でいらっしゃいましょうか。その質問が１つ。 

 もう一つは、飼料作物について書いていらっしゃいますが、この５行だけではちょっ

と先が見えないので、説明を伺いたいと思います。七戸といいますのは、私どもも短角

の肉というのを買うことがあります。その産地として七戸と書いてあったりして、恐ら

く畜産はかなり盛んな地域だと思っておりますが、今、時代は耕畜連携を目指すと言わ

れておりますが、飼料作物を畜産地帯へ運ぶルートというのをどういうふうに考えてい

らっしゃいますか。飼料作物ばかりは地産地消ではなかなかうまくいかないのではない

かと思っております。ホールクロップサイレージにしましても、乾牧草にしましても、

飼料用の、あるいはトウモロコシみたいなのをなさるとしましても、これを畜産とどう

連携していくというプランをお持ちなのか、参考までに伺わせて頂きたい。  

○生源寺部会長  それでは、三上さん、よろしくお願いします。  

○三上氏  作業受託、うちの町の経営体としては、一番上に大豆生産組合という組織

をつくりました。そこには大豆を生産するといった農家の方々が全員入っております。

そこが大豆を集積して、作業だけを自分達の組合に委託して、自分達はその作業を請け

負ってすると。ですので、大豆自体は上の組織の上の組合で販売なりいろいろやってい

くということになってます。 

 畜産の関係ですけれども、自分の町には畜産組合というのがございます。そこでも牛、

黒毛和種を飼っているのですが、そこは自前の飼料で賄っていると聞いております。自

分は水田の大豆の方の土地利用集積をやってますけれども、水田の方の飼料作物の集積



をやっている畜産農家が何軒かあります。ですので、そこのバランスをとりながらやっ

てますし、地元に牛がいるので、そんなに運搬とか気にしなくても構わないし、稲わら

もかなりの量使ってますから、稲わらをやった代わりに堆肥を田んぼに還元するという

耕畜連携もかなり進んでます。 

 ただ、今問題なのが、水田の面積の割に牛の頭数が尐ないものですから、契約的な部

分でもそんなに伸びないというのが現状で、頭打ちの状況になっているのは事実です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、秋岡委員からお願いします。  

○秋岡専門委員  大変勉強になりました。ありがとうございました。皆さんに一言ず

つ伺いたいのですけれども、本当にそう思うとか思わないとか、その程度のお答えで結

構なので、高津さんの方から伺いたいのですけれども、たまたま昨日、別の委員会で、

国内の観光宿泊者は減っていて、グリーンツーリズムの中、お客は横ばいだという資料

があって、目標は増やすのですけれども横ばいだということで、ただ、景気が悪いから

横ばいですというようなご説明を頂いたのですが、私はそれはちょっと違うのではない

かと思っていて、高津さんのところは大変成功されていると思うのですが、多分成功で

きる要件というのがあって、例えば都市部と幹線道路が通じているとか、距離が２～３

時間であるとか、あと一番大事な要件というのは、それをやっていくリーダーが存在す

るということであって、これだけの要件を備えているところは日本中に必ずしもあるわ

けではないと私は思うのです。だから、グリーンツーリズムというのがどんどん景気が

良くなれば増えるというものではなくて、ある程度の限界というものはあるし、それが

できるところとできないところはあるのではないかと思っているのですけれども、その

辺がどうかということ。 

 それから次に佛田さんに伺いたいのが、この委員会でもそうですが、よく農業を他産

業並みの労働時間と所得と言われるのですが、私は前に銀行で働いていたのですが、私



の周りでは、今リストラされて失業保険で食いつないでいるというような人がごろごろ

いますし、給料下がってしまって、子供はまだお金がかかるのにという人もたくさんい

ます。それからみると、逆に農業というのは、やっていればちゃんと所得もいろんなも

のが、補給金とか何かつきますよね。ずうっとお話を聞いていると、七十幾つまで働け

るし、むしろ農業以外の産業が農業並みの生活をしたいというふうに（笑声）、時代は

私は変わりつつあるような気がするのですけれども、例えば佛田さんのところはすごい

ビジネスとして成功されていますけれども、世代的に、例えば佛田さんとか、もっと若

い方達は、中学校とか高校の同級生で他の仕事をしている人と比べて、ああやはり他の

仕事並みの労働時間と収入があればいいなあなんてことを本当に思っているのかとい

うことを一言お聞きしたい。 

 それから加瀬部さんに伺いたいのは、私、まだ不勉強でよくわかってないのですけれ

ども、私は国の税金というのはそこの土地を耕して食料が供給されるということに重点

を置いて投入すべきであると思っているのですね。私はそういう観点から、農地という

のは所有と使用というのは分離して、それを使用して食物をつくってくれるということ

に対して税金とか国のお金を投入すべきであって、例えば耕作放棄地みたいなものであ

れば、例えば２年とか３年たてば、もう耕作権というのは放棄してもらってリースする

とか、流動化させていくとか、農地の耕作というか、農地の利用に絞って税金を投入し

ていくという、そうすると消費者とか全国民にわかりやすいと思うのですけれども、例

えばこういう考え方についてどう思われるかというのを一言でおっしゃって頂ければ。 

 それから三上さんに伺いたいのは、すごく革新的なように私は聞こえたのですけれど

も、それは生産者の人の中ではメジャーな意見なのか、あるいは若い人の中では普通、

もうみんなこういうふうに思っているのだけれども、オール生産者でいうと結構年配者

はこういうのに反対だから、全体では率が低いとか、おっしゃっていることをどの程度

のインパクトで受けとめていいのかというのを教えて頂きたい。 

 それから最後に平さんには、農業のプロというのは何なのか。いろんな要件があると



思うのですけれども、枝葉のところを捨てて頂いて、 100文字以内位で、これだとい

うのを教えてほしい（笑声）。というのは、例えばプロというのは、専業がプロでない

と思うし、アメリカでプロのバスケットボールの選手は冬になるとアイスホッケーをや

っているとか、日本でもスケートをやっている人が自転車でオリンピックに出るとかあ

りましたよね。だからプロの農業者って何なのだと、要らないところを除いて一言でち

ょっと教えて頂けたらと思います。本当に簡卖で結構なのでお願いします。  

○生源寺部会長  それでは、よろしくお願いいたします。  

○高津氏  田んぼの学校の活動は決してうまくいっていると思ってません。まだ私ど

もの構想でいくと 30％位。だから、その活動は全国どこでもできると思っています。

だから、決して私どもの立地条件がいい、それからリーダーがいいということではなく

て、これは全部の日本国のローカルの農村周辺でやれると信じています。そういう意味

で、農林省の外郭団体の環境整備センターが中心に動いてくださっているので、既に田

んぼの学校が 200 近く設立しているのですけれども、私どものような茶屋までやって

いるところは尐ないかもしれませんけれども、我々はもっともっと多くの課題とテーマ

を持ってますので、ご期待ください。  

○生源寺部会長  それでは、佛田さん、お願いします。  

○佛田氏  「他産業並みの」という枕詞ですけれども、私も、あまりこういうことを

意識はしていませんというか、あまり意味がないことだと思うのですが、１つ言えるこ

とは、私どものところに若い人達が農業をやりたい、場合によっては 40手前の人とか

も結構おられるのですけれども、それをよく考えてみるとどういうことかというと、昔

のような職業選択や職業のあり方とは明らかに変わってきたということを彼らはちゃ



んとわかっていて、どうせ仕事をするのだったらやりたいことをやろうということで、

生活ができる収入が確保されればそれでいいと。だから、むやみやたらに、うちの社員

は今、入社３年後はみんな能力成果給で、全部管理職になるのですけれども、彼らは自

分達で考えて、自分達で休みをとって、給料も自分達の希望を出して給料を払っている

ということですから、それが大きいか尐ないかは相対論でしかないわけで、そこの自己

実現をどれだけ高めるかということが農業にとって重要だと思います。  

○生源寺部会長  それでは、加瀬部さん、お願いします。  

○加瀬部氏  私はそうは思いません。と言いますのは、今の放棄地とか、私が複合型

と言った根拠もあるわけですけれども、耕作放棄地と、畜産とか果樹とか、そういった

ある程度のペイする投資の中でできる形態ということと、それからやはり農村、土地に

対して税金を使うべきではないかという。私は、土地とその環境、例えば水の問題にし

ましても、気仙沼のカキの養殖農家が上流部に木を植えて、８年経ったらウナギの遡上

とか、海を守るためにも山を守らなければいけないと、そういうものはやはり都市、下

流部の方々が、ただ税金ではなくて、忚分の支出をしていくべきではないかと。それを

適正に上流部は守っていくようにしないと、ただ税金でどうこうではなくて、自分らの

生活はどういう環境の中で、生態系の中で行われているのだというところから、それ相

忚の支出をしながら守っていくのが農村であり人間生活ではないかなと思ってます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、三上さん、お願いします。  

○三上氏  一忚メジャーな意見だと思って自分では言っているのですけれども、青年

部の中でもいろんな意見は確かにございます。その地域の集落のあり方とか、そういう

意味では、細かい部分ではいろんな意見があって当然だと思うし、それのトータル的な



最大公約数でやっていいのかというのも様々ありますけれども、自分も一忚組織を背負

って出てきてますので、一忚メジャーな意見だと認識しておるわけです。 

 地域に関していうと、逆に地域では、自分が地域の中でそういう方向に、自分の考え

る方向に誘導しているという手法を今とっています。実際のところ、今こういうふうな

議論をいろいろしてますけれども、地域に行くと全く知らないというのが現状で、日本

の農政どうなのかとか、補助金はどうなのかとか、そういう話、興味がないというのが

現状です。ですので、いろんな話を持っていって、こうなんだよ、こうなんだよと。い

ろんな青年部の中での話し合いの中での意見とかを持っていきながら、自分はこう思う

けれども、こういうふうな方向がいいのではないかという誘導策では今やってます。  

○生源寺部会長  それでは、平さん、お願いします。  

○平氏  プロの定義はどう考えているかということですが、やはり実力と意欲を持っ

て工夫と努力ができる生産者だと思います。実力って何かというと、タフで、才能があ

って、しかもトレーニングをちゃんとやっていると（笑声）。怒られるというか、笑わ

れるかもしれないですが、尐なくとも北海道の畑作農家はきっと野球でいうところのク

リーンナップの５番打者位でしょう。自分達はそう思ってます。ホームラン打ってもあ

まり派手にガッツポーズしない人達ですよ、きっと（笑声）。 

 でも、そんな人ばかりではだめなのですよね。走るのが早い奴もいれば、送りバント

上手な奴もいれば、プロの形態というのは、その地域や、まさに様々なのだと思います。

ただ、自分の言葉で言えば、産地の供給責任のもと、安定的に、しかもニーズにしっか

り忚えられる責任と自覚が醸成されている、まさにそういう生産者なのだろうなという

ところです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、山田委員。  



○山田臨時委員  加瀬部さん、大変苦労しながら素晴らしい組合づくりをやっておら

れるということで感銘しました。ところで、大豆の交付金制度についてご発言がありま

したが、新しい仕組みのもとで、多分、契約生産流通を奨励しておりまして、地産地消

を活かせる仕組みに間違いなくなっているはずでありまして、そうでないとすると、も

う言われるまでもなく改めてしかるべき仕組みの内容だと思います。多分、農林省、承

知されていると思っておりますので、その点、よろしくお願いします。 

 それから佛田さんでありますが、多くのことを勉強させられましたが、この２ページ

の下の段に、新たな米政策は価格政策と地域政策と担い手政策を同時に行っているとこ

ろに問題があって、分離して行うべきであるというご発言があるわけで、ここは今度の

これからの新しい政策の方向を考えるときに大変大事な部分ではないかと思ってまし

て、都府県の水田農業の小規模・零細な土地利用をどうするのだというときに、果たし

て分離だけでやっていけるのかと思っているのです。 

 それで、私はむしろ、新たな米政策について問題意識を感じておられるとすれば、そ

れは稲作所得確保基盤何とか対策、私も名前を言えない位ですから、ほとんどみんな言

えないと思うのですね、役所の人以外はね。それと担い手経営安定対策ですね。この２

つの内容が財源的な制約も受けて非常に複雑になっているのですよ。だから難しくなっ

ているのではないかと思うのですね。しかし、農地の団地的利用を進めるとか、これは

担い手をきちっと確保することとも関連しますし、それから現行の土地利用の中で集落

営農をつくり上げていく、そのためにつくり上げていく水田農業ビジョンの策定は私は

必要だと思っておりますので、またの機会があれば、多分この部会でもそのことは大事

な議論になると思いますので、申し上げておきたいと思います。 

 高津さんの活動には大変感銘を受けました。ありがとうございました。  

○生源寺部会長  今の２点でございますけれども、特にご回答頂くということではな

いかと思います。ご意見を承ったような感じがしております。ただ、１点目につきまし



ては、事実関係で何か役所の方からご説明があれば受けたいと思います。  

○皆川企画評価課長  極力、弾力的な地産地消型にも配慮した形でということにはし

ておるわけですが、現実に今ご指摘のような問題があるということでありますので、尐

し詳細をお聞きした上で、要は今後の改善という中に活かせるかどうかというのを検討

させて頂きたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、村田委員、その後、安高委員

という形で、この辺りで大体収めようかと思っておりますが、よろしくお願いいたしま

す。  

○村田専門委員  高津さんに伺いたいのですけれども、阿難祖領家生産組合との関係

です。阿難祖領家は集落営農で有名な生産組合だと思いますが、その生産組合は高津さ

んのＮＰＯ法人にどういう形で協力しているのかしてないのか、その辺の関係。またＮ

ＰＯ法人にした方が活動しやすかった理由をお聞きしたいと思います。 

 あともう一つ、平さんに。資料の中に「負け組理論では国民、消費者に支持されない」

とありますが、それを一言ちょっとご説明頂ければと思います。  

○生源寺部会長  それでは、高津さんからお願いいたします。  

○高津氏  田んぼの学校ができたのがまだ３年前。私どもが個人でやっていたときが

２年前で、いわゆる５年前。阿難祖領家生産組合ができたのが、もう既に 13年ほどに

なるのですが、従って、田んぼの学校とは直接関係ないのですが、土地改良をするとき

に私がそこの理事長をしておりまして、それで設立した覚えがありまして、その結果が

今持続している。 



 ただ１つここで申し上げたいのは、そこであまりにも上手に運営できたら、農地を貸

している人が阿難祖に住む意味がないというので、福井の方に２軒変わりまして、どう

もそれが私にはいまだにすっきりしない。そこに住んでくれればいいのに、よそへ行っ

て住んでしまう。これは将来の集落農業にどうすべきかというテーマをもらっているも

のですから、それを解決するために田んぼの学校もできるだけ関与していきたいと考え

ています。  

○生源寺部会長  それでは、平さん、一言。  

○平氏  これは書こうかどうしようかすごく迷ったところなのですけれども、企画部

会の回数の若いときの議事録なんかを拝見してみると、何か勝ち組に乗れない負け組理

論で議論が進んでいる部分がちょっと印象としてあったので、ちょっとこういう書き方

をしてしまいました。最初からしっかり闘うことを放棄したプレーヤーには国民や消費

者は全然声援を送る感じにきっとならないでしょうというような、僕の本当に私見なの

ですけれども、ものづくりを取り組む上で、消費者との信頼構築は、人づくり、家族や

愛する仲間とともに、地域づくりは愛する郷土やふるさとをやはりつくらなければいけ

ないし、土づくりはまさに恵みの大地を耕して何ぼの商売なのだというところを広く自

己発信しなければいけないですねと、そんなところをその他でちらっと載せた経緯があ

ります。もちろん、最初から負け負け議論ではないということは承知しているのですけ

れども、どうも最初の方はなかなかしっかりギアが噛んでいなかったのかなあという印

象で書いたということなので、理解をして頂きたいなと思います。  

○生源寺部会長  それでは、安高委員。  

○安高委員  皆さんのご意見を聞いておりまして、私も同感でした。誰に対して何を



するのかという農業政策が明確でないなと思っておりますし、農村の維持と農業の維

持、こういうものは明確にしておかなければいけないと思っております。その中で、北

海道の平さんが尐々過激に書いておられる部分が、九州で農業をしている私からみまし

ても同感であります。その同感という前提の中から、特に甘えの百姓根性、駄農を生み

出しているという部分について、どういう部分が原因なのだろうかと。いろんな原因が

ありますが、こういう審議会の場ですから、これまでの農業政策の中で一番の原因とな

るもの、あるいは一番でなければ、今一番に思いついたものでもようございますので、

１つだけお答え頂ければと思います。  

○平氏  組合長からそういうふうに言われましたので、思いっきりボディブローを打

たれたのですが、しっかりテンプルを返していきたいと思います。畑作主産地区の小麦

というのは麦作経営安定資金と本体価格で、それは最近の話ですけれども、いわゆる転

作奨励金というのはないですね。平成 13年８月に経営所得安定対策の中で、本作する

小麦だとか本作する大豆だとかいう文言が出てきて、僕らからみると、今まで本気でつ

くってなかったのかと。そもそも捨て作とは何だと。主産地にしてみれば本当に、腹立

たしいところまでいかないけれども、どうせつくるのならちゃんとつくりなさいよと。

お金と手間と暇をかけて。それこそプロ農業なのでしょうと。そこの部分で、やはり百

姓、ちょっと甘えているのではないのかな。保護が必要だよという一番底辺の部分で、

そこの認識は間違いないところなのだけれども、でも、保護のやり方がどこかでねじれ

てしまっている部分が、生産者のというか、農業者の自立を促していなかった一番大き

い要因なのではないのかなあと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 まだいろいろおありかと思いますし、また５人の皆さんにもまだお話しになりたいこ

とがあるかと思いますけれども、後の予定をお持ちの方も多いかと思いますので、ここ



で一忚質疑は閉じたいと思います。改めて５人の皆さんにお礼を申し上げたいと思いま

す。内容もさることながら、非常に貴重な資料をご用意頂きましたし、またそれぞれ非

常に明晰かつ個性的な語り口でお話を頂きまして、大変感銘を受けております。ありが

とうございました。 

 次回でございますけれども、次の会議では、品目横断的政策への転換について、２回

目の議論を行うことを予定しております。４月 26 日、月曜日の午前 10 時から、場所は

今回と同じこの場所でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。  

――了―― 

 


