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１ 開  会  

   

木村座長  

 それでは時間になりましたので、これから・食料・農業・農村基本問題調査会の北陸地方公聴
会を開催させていただきます。  

   



２ 委員、専門委員及び意見陳述人紹介  

   

木村座長  

 まず最初に、本日の地方公聴会に出席されておられます、調査会の委員、専門委員の方々をご
紹介いたします。私、本日の地方公聴会の座長を務めさせていただきます木村尚三郎でございま
す。調査会の会長を仰せつかっております。よろしくお願いいたします。  

 それでは私の並びの右側の方々から紹介させていただきます。  

 坂本多旦委員でございます。  

 甲斐麗子委員でございます。  

 西村裕興専門委員でございます。  

 伊藤康江専門委員でございます。  

 次に左側の方々でございますが、中村靖彦委員でございます。  

 望月みつ子委員でございます。  

 横川端専門委員でございます。  

 吉田企世子専門委員でございます。  

 次に意見陳述人の方々をご紹介させていただきます。本日は本調査会が昨年12月に公表いた
しました中間取りまとめにつきまして、幅広く国民のご意見をいただくということが目的でございま
して、意見陳述人の方々にご参加いただいております。有識者５名の方と、一般公募で応募され
た５名の方、計10名の方々にお集まりいただいておりますので、ご紹介いたしたいと存じます。  

 まず有識者といたしまして、私のほうから見まして右側の方々から、  

 中日新聞北陸本社論説委員の小倉正一郎さんでございます。  

 佐藤食品工業代表取締役社長の佐藤功さんでございます。  

 ふじや食品代表取締役社長の白崎繁仁さんでございます。  

 新潟県消費者協会事務局次長の三善万里子さんでございます。  

 新潟県津南町農政課課長補佐の涌井九八郎さんでございます。  

 それでは続きまして、一般公募で応募された方々でございます。  

 ふうどスタイリストの小島富美子さんでございます。  

 じょんのび村協会企画営業部長の今野冨士子さんでございます。  

 南蒲原農業改良普及センターの堀井修さんでございます。  



 主婦の増田まさ子さんでございます。  

 最後になりましたが、稲作経営の農業者の吉崎春治さんでございます。  

   

３ 中間取りまとめの紹介  

   

木村座長  

 それでは議事に入らせていただきます。まず最初に私のほうから、本調査会が設置されました
背景並びにいきさつについてご説明いたしたいと存じます。  

 現在、わが国も世界も大きな転換期を迎えております。技術文明は成熟いたしまして、低成長経
済は一般化しております。と同時に、誰もが「くらし」と「いのち」の安心と安全を求める、こういう状
態の中にございます。  

 わが国の食料・農業・農村はそのなかにありまして食料自給率が大変低くなっておりますし、そし
てまた農業の担い手が高齢化し減少しております。さらに農地も減少したり耕作放棄地が増えた
りしているなど急速に変化して、この深刻な問題を抱えている状況でございます。  

 21世紀へ向けまして、人口・食料・環境・エネルギーの問題が地球的な規模の課題となる中で、
わが国の食料・農業・農村のあり方をどう考えていくか、これに対してどのような政策を構築してい
くかを考えることが重要な時期となっております。  

 そのため昨年４月に、内閣総理大臣の諮問機関として食料・農業・農村基本問題調査会が設置
されまして、各界、各層から委員、専門委員が参加いたしまして検討を行ってきたところでござい
ます。  

 昭和36年に農業基本法ができましたが、その時は農業それ自体の近代化ですね、これを大きな
目的としていたわけでございますが、今度の調査会は、国民の「くらし」と「いのち」のための基本
問題調査会でございます。そこが大きく違います。  

 この調査会では昨年12月に、今後の食料・農業・農村政策のあり方につきまして、それまでの議
論の中間的な取りまとめを行いました。お手元にその中間取りまとめが配布されていると存じま
す。  

 クリーム色の冊子はその概要を紹介したものでございます。また絵やグラフなどを入れてわかり
やすくいたしましたパンフレットがございまして、このパンフレットを基に、これから少々この中身を
ご説明したいと思います。このパンフレットですね。三つ折りになっておりますですね。  

 開きますと、右側に“日本の食料は大丈夫？”と書いてあるわけでありまして、カロリーベースで
今42％ですね、穀物自給率は29％という大変に少ない数字なっているわけでございます。そういう
中にありまして“国民の命と健康を守る食料安全保障政策を確立する”ということが大事なポイント
になっているわけでございまして、これについて国内の農業生産をこれから基本として食料の安
定供給を実現していくと。それがいいかどうかにつきまして、大体の方は、この調査会としまして
は、これ以上輸入に依存することは危険度が大きいというご意見でございました。しかしそうでな
いご意見もありまして、国内農業はコストが非常に高いので、工業生産と同じように市場原理の導
入をもっと積極的に進めるべきであるという意見もございます。  

 そして食料自給率を上げることを政策の目標とすべきかどうか、42％を50％とか、あるいはそれ



以上とかですね、これは賛成、反対ともにございまして、今の食料自給率は非常に低いんだから、
これはともかく数字を明示すべきであるという意見と、しかしそうなりますと国民の食生活をコント
ロールしなければいかんという問題も出てくるが、それはなかなか難しいのではないかと、そういう
意見もございます。ここは全く片づいておりませんです。  

 開いていただきますと、“これからの農業の目指す道は？”というのが真ん中に書いてございま
すが、そしてこの中ほどに“次世代に向けて農業の構造を変革し、担い手の経営を安定させる”と
いうふうに書いてありまして、それに両論併記という事項が下にございます。現在、株式会社が農
地の権利を取得することは認められていないが、今後これを認めていったほうがいいのか、そうで
ないのかですね、ということでございます。  

 賛成の意見としましては、株式会社が稲作その他に参入すれば、農業が活性化されると、こうい
う意見がございます。反対意見としてここに書いてあるですね、株式会社に土地投機などが起こ
る。あるいは農村のお互いに一体的な信頼関係が損なわれると。それじゃあ農業はできない、とこ
ういう意見もございます。  

 そしてまた農村につきましては、特に中山間地域ですね、過疎化・高齢化が進んで、これをどう
やって振興していくかということでございますが、これまた両論併記がございまして、中山間地域
の農業者に対しまして直接的な所得補償、これを行う施策を導入していくべきかどうかとこういうこ
とでございます。そのような支援はこのような中山間地域には不可欠だというご意見がある一方
で、しかしヨーロッパと日本では必ずしも事情が同じでないので、直接所得補償を日本に導入いた
しますと、農業の変革とか自助努力についての意欲が失われる恐れもあると、こういう意見もある
わけでございます。  

 そういうことでありまして、今後は中間取りまとめにつきまして、国民の各層のご意見を頂戴いた
しながら本調査会としての議論を深めて、本年夏頃を目途に具体的な施策の方向について最終
答申として取りまとめる予定でいるわけでございます。繰り返しになりますが、これは農業のため
の基本法というよりは、国民の「くらし」と「いのち」のための基本法でございます。したがいまして
普通こういう公聴会では、農業者の方々が一般的に出席されるわけでございますが、今回ご覧に
なりますように、消費者代表の方もおいででありますし、加工業者、流通業者ですね、そういった
方々もおいでいただいて、広く各層のそれぞれの立場からのご意見を頂戴すると、こうなっている
わけでございます。  

 調査会におきましてこのような地方公聴会は昨年10月に、札幌、仙台、岡山、熊本の４か所で行
いました。そのあと中間取りまとめが公表されたわけでございますが、この取りまとめの中では、
先ほどご説明申しました４つの基本的な事項について両論併記のままとなっているわけでござい
ます。  

 今回のこの地方公聴会は、両論併記となった事項を中心に、中間取りまとめについて国民の
方々の意見を広く頂戴するとこういうことでありまして、ご当地新潟をはじめ、東京、名古屋、そし
て京都ですね、全体４か所で開催することとなっております。意見陳述人の方は大変時間が短くて
恐縮でございますが、どうか忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いでございます。  

 本日の進め方といたしましては、まず意見陳述人の方々から意見を開陳していただきまして、そ
の後、食料政策、農業政策、農村政策というテーマごとに、意見陳述人の方々と、こちらに並んで
おります委員、専門委員の方々との間で意見交換を行っていただくというふうにしていきたいと思
います。また一番あとになりますが、会場の方々からもご意見を頂戴する、そういった時間を是非
とりたいというふうに考えております。  

 本日の中央公聴会、新潟のこの公聴会では、一般公募によってご応募いただいた方々は20名
ございました。この中から北陸農政局とも相談いたしまして、こちらにおられる５人の方々を選ばせ
ていただいたわけでございます。したがって今回意見陳述していただけない方々もおられるわけで
ございますが、中間取りまとめについて幅広くご意見をいただくという観点から人選を行わせてい



ただいた次第でございます。  

 なお本日、農林水産省から田原大臣官房企画室長と、宮田技術調整室長のお二人が出席して
おられますので、ご紹介させていただきます。  

   

４ 意 見 陳 述  

   

木村座長  

 それでは意見陳述に入りたいと存じます。本日は先ほどご紹介いたしました両論併記の部分を
中心に、中間取りまとめについてご意見を頂戴いたします。なお時間として誠に恐縮なんですが、
お１人５分以内ということでまことに心苦しいのですが、ひとつよろしくお願い申し上げます。是非こ
れはよろしくお願いいたします。５分経ちますとベルが鳴りますね。そこでやめていただくとこういう
ことでありまして、ほんとに申し訳ないのですが、くれぐれもご協力のほどをお願いいたします。  

 まず有識者の方々からご意見をいただきまして、続きまして一般公募の５名の方々からご意見
を頂戴するということになっております。  

 それでは小倉さんから、ひとつよろしくお願いいたします。  

   

小倉正一郎 意見陳述人（有識者・中日新聞北陸本社論説委員）  

 新聞記者がこういうふうな陳述人になるというのは非常に珍しいことかと思いますけれども、平
成５年のお米の大不作のあとで、多分全国で新聞社の中でも非常に少ないかと思いますけれど
も、平成６年の新年号で、「北陸と米」というタイトルで８㌻の特集をやりました。ここに今持ってきて
おりますけども、おそらく全国のところであまりやったところがないと思いますけれども、北陸は米
どころということでありまして、平成５年の不作というのは非常に大きな影響を受けたわけでありま
す。  

 その中から、私自身は別にお米を作った経験というのは、終戦の年は９つでありまして、母親の
里は農業でありまして大体５年ぐらいは稲作に従事したことがありますし、弟が石川県の松任市農
協に勤めているということで、お米との関連というのはかなりあると思います。  

 この特集にちょっと従って申し上げます。平成６年以後です、日本の米問題は次の課題をかかえ
るだろうとして３つの結論を出しております。  

 過去のデータから異常気象は約７年は続くかもしれないということでありますから、11年まで続く
んじゃないだろうかということであります。  

 ２番目は、国民の主食を米としたうえでの長期展望が要る。私自身はそういう意味では自給率に
ついての目標、最低限度の目標設定だけは絶対に必要である。これは平成５年のときにお米を生
産している世界の他の国に随分ご迷惑をかけた経緯があると思いますので、やはり日本の国とし
てそういう展望をきちっと持つべきであるということです。  

 ３番目は、流通段階でのロスというものを省いてほしいということであります。お米の流通に関し
てはこれまでいろんな問題がありました。例えば北陸は早場米地帯でありまして、自分とこで作っ
たお米が大体関東とか、関西へ行きまして、自分の口へ入らなかった、そういう事情があります。



いま自分たちの穫れた米はなるべく近いところでいただいておりますけれども、そういう流通の事
情があって、お米というものに対して生産地でありながら非常に利害が少なかったということであり
ます。  

 平成５年のお米の不作を通じて新聞の立場で考えられますことは、生産者、消費者が非常にお
互いの顔が見えてきたということであります。おいしいお米というふうな形で市場性というものがや
はり追求されてきたということであります。  

 あと少し細かく立ち入った話をします。平成５年のあとでわからなかったのは、いわゆる作況とい
う指数がございます。作況が 100であれば平年作でありまして、100を超えれば大豊作ということ
になるわけでありますが、こういう言葉について生産者も消費者もあまり知らなかった。だけども平
成５年を通じてそれで非常によくわかってきたということであります。  

 それから高度成長の後でございまして、お米の食味というものが非常に重要になってきた。それ
から北陸は米どころでありますけれども、非常にフェーン現象が起きやすい地域であります。ちょう
ど穂ばらみ期にそれとぶつかりますと、穂が白くなってしまうというふうな、そういう現象もございま
す。そういったことが平成５年を通じて消費者にもかなり理解されてきた。  

 そのなかでものすごく僕らがちょっとわからなかったのは、おいしいお米はコシヒカリだと。なんで
全部コシヒカリを作付けしないかという、そういう消費者の疑問があったわけでありますけれども、
これは作付け体系からいくと 100をコシヒカリにするということは絶対に無理であります。せいぜい
で70くらいのところである。そういうこともわかっていただけたんじゃないかと思います。  

 それからお米づくりの生産者の単価であります。１俵23,000円から当時25,000円、これは今もあ
まり変わっていないと思います。平成５年の場合は自由米で３万円という値段が出たわけでありま
す。みんな自由米に流したいという声が生産者の立場から出ました。平成５年の場合は１㎏50円
応援してもらって消費者の方へ直接販売されたということもあります。  

 お米というのはともかくお天気に左右されるということがございます。そういうことでありますか
ら、バックアップの体制、そういうものがないと安定供給がなされないということでありまして、そう
いった意味である程度の国家的な管理と言いますか、そういう施策が絶対必要だと思います。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。続きまして佐藤さん、お願いいたします。  

   

佐藤 功 意見陳述人（有識者・佐藤食品工業㈱代表取締役社長）  

 佐藤食品の佐藤でございます。私の会社はお餅を専門に、また無菌米飯と２種類やっておりま
す。これからお話し申し上げるのは、私は実は全国の餅組合の理事長もやっております。その観
点から餅米のことでお話しを申し上げたいと思います。  

 何分にも一般のうるち米から見ますと、餅米というのはたいへん分母が小そうございます。いま
自主流通米の中でわれわれ加工用米が、昨年は約12万㌧というかつてない数字になっておりま
す。例を挙げますと62年が限度数量が26万㌧、集荷数が27万 2,000㌧。63年が26万㌧、同じく集
荷数が26万 400㌧。元年が26万㌧に対して約28万㌧弱。それから２年も同じく25万 4,000㌧、集荷
数が24万 1,000㌧になっております。３年からちょっと大きな変化が出ております。限度数量が23
万 4,000㌧に対して集荷数が16万 5,000㌧。これは実は佐賀県の台風でございます。いま餅米で
一番作付けの多いところは佐賀県でございます。ここが壊滅的な19号台風でやられまして、16万 



5,000㌧という集荷しかありませんでした。４年は26万 4,000㌧の限度数量に対して18万㌧でござ
います。これは日本で２番目の餅米の作付けである北海道が冷害でやられております。それから
平成５年、これが26万 4,000㌧に対して14万㌧の集荷しかなされておりません。これはご承知のよ
うに全国の大不作という形で、この年は自由米が１俵２万 5、6千円の自主流通米に対して４万 
5,000円という、もう本当にかつてない白いダイヤと言われるぐらいのところまでまいりまして、ほと
んど自由米に流れてしまうという大変大きなわれわれ痛手を被りました。  

 ところが６年になりますと、この４万 5,000円というダイヤを見せたものでございますので、26万 
4,000㌧の限度数量に対して、なんと35万㌧、これは集荷で初めてこんな大幅になりました。これ
は餅米は足りないと大変ですけど、余りますと、これもまた逆に大変の代物でございます。平成７
年には限度数量を一挙に16万 4,000㌧に国のほうは落としました。それに対して集荷は12万 
8,000㌧でございます。それから８年、12万㌧の限度数量に対して約10万㌧。それから昨年でござ
いますけど、12万㌧に対しましてなんと10万㌧しか集まらないという状態でございます。  

 ではなぜこのような形になったかと申しますと、平成５年に大変大きな、業界はわれわれ餅とか
いろんな米菓、それから穀類、いろんな加工業者がございます。この方々は大変痛い目に遭った
わけでございます。われわれ業界は国内産 100％しか使っておりません。現状はそれのみでござ
います。でも他の業界になりますと、やはり外国産を使うという形でやっております。ちなみに62年
のいわゆる調製粉という粉でございますけど、これは何とも大変少なく１万 4,000㌧ぐらいしか入っ
ておらなかったわけでございますけど、この平成５年の高値を見せました年は９万 5,000㌧、その
翌年はなんと17万㌧という粉が入っております。この粉になりますと価格が日本の半分以下という
単価で入ります。ですから先ほど私が申し上げましたように、日本の餅米が減っている原因はここ
に大きな問題があろうかと思います。  

 われわれは大変困りますのは、こういう調製粉は使っておりません。日本の米のみに頼っておる
業界でございます。そんな関係で、ちなみに、この新潟県も当初は日本一の餅米を作っておった
わけでございますけど、昨今は１万㌧を割るという状態でございます。ちなみに先ほど申し上げま
したように南と北が一番多く、これはアキレス腱を持っております。片方は冷害、片方は台風、この
どちらかがやられますと、また大きな被害でわれわれも困るということになります。今日は大勢の
農家の方も関連の方がおいでいただいていると思いますが、このへんのことをよろしくお願い申し
上げたいと思います。以上でございます。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。それでは白崎さん、お願いします。  

   

白崎繁仁 意見陳述人（有識者・㈱ふじや食品代表取締役社長）  

 私は福井県からまいりましたふじや食品の白崎でございます。やっております仕事は総菜用で
ございまして、総菜用の中でもいろいろあるわけでございますが、その中で卵豆腐とか、あるいは
茶碗蒸とか、餃子、ワンタン、シュウマイ、あるいはグラタン、デザート、ピザというようなものの生
産、販売をいたしております。  

 いろいろと原料を使わさせていただいておるわけでございますが、主な原料といたしましては、
鶏卵、小さなエビ、タケノコ、椎茸、松茸、あるいは銀杏、豚肉、小麦粉をもちろん使います、キャベ
ツ、タマネギ、チーズ、マッシュルームといったところが主な原材料でございます。この中で、国産
のものと、輸入して使わさせていただいているものとございまして、国産のものは鶏卵、キャベツ、
タマネギといったところでございます。あとはほとんど輸入物でまかなっているというのが現状でご
ざいます。  



 この原材料の問題がいろいろとあるわけでございまして、輸入原材料につきましては大きな問題
といたしまして、品質の問題ですね。特に異物が非常に入っておるということが一つ大きな問題と
してわれわれは非常に困っているわけでございます。その他輸入物につきましては、いわゆる為
替の変動によりましてときどき価格的に変動が起こるということがございます。  

 そのほか国産のもので言いますと、キャベツをかなり使っているわけでございますが、キャベツ
も価格的に３倍ぐらいの値段になったりするという、季節、天候の影響だろうと思いますが、そうい
うことが非常に使う側におきましては悩んでいるところでございます。  

 そこでいま非常に消費者の方の食品に対するニーズが、一昨年のＯ-157の問題から、安全・安
心というようなニーズが非常に強くなってきておるわけでございます。もちろんわれわれ加工業者
といたしましては、製造段階におきます衛生管理とか、そういったものもこれは当然真剣にやらな
ければならんわけでございますが、原料の選別、いわゆる安全な安心して使える原料をいかに入
手するかということが非常に重要な課題になってきておるわけです。  

 そういった意味でやはり国産の原料を使うのが一番いいな、あるいはまたできれば地元の原材
料を使わさせていただくのが一番いいなと。というのは、やはり産地の方の顔も見えるし、あるい
はどういった方法で栽培をされておられるかということもわかるわけですし、一番身近にある国産
のもの、あるいはできれば地元の原料を使わさせていただくようになると、一番われわれとしては
ありがたいなと思って日常いつも考えていることでございます。  

 そこでさっき申し上げました価格の変動の問題でございますが、これは私どもまだ実施しており
ませんが、一部有機栽培のお米とか、あるいは野菜等を産直されておられることは既に始まって
いると思いますが、われわれ加工業者も生産者の方と契約栽培というような形にさせていただい
て、お互いが、生産者の方も、われわれ加工業者も、一定の価格で両方が採算取れるような価格
で入手させていただくようになると一番いいんじゃないかな、そういった農業政策と申しましょうか、
そういうふうなことを生産者の方とわれわれともいろいろ意見交換させていただきながら、あるい
は行政の方も交えていただきながら、国内農業の形にしていただくのが非常にありがたいなという
ふうに常に思っておりますことの一端を申し上げました。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。三善さん、お願いします。  

   

三善万里子 意見陳述人（有識者・新潟県消費者協会事務局次長）  

 三善でございます。食料・農業・農村問題は、国民の食生活をどう支えていくかという側面と、自
然豊かな生活環境をどう守り、維持していくかという側面があるかと思います。単に農業生産者や
農政担当者の問題ではなくて、全国民に共通するもので、特に消費者の立場からともに考え行動
していかなければならない面が多いかと思っております。  

 消費者の立場から、私の住んでおります豊栄市の現状を踏まえ、意見を述べさせていただきま
す。  

 豊栄市は人口約４万 9,000人の小都市で、越後平野の北部に位置し、大消費地新潟市に隣接し
ております。米を中心に野菜、果物、切り花を生産する典型的な近郊農業の形態をとっているとこ
ろでございます。全世帯約１万 4,000世帯の約14％が農家で、そのうち約10％が専業農家、約
30％が第一種兼業農家、残り約60％が第二種兼業農家という構成になっております。  



 専業農家の中には、もちろん意欲的な若い農業者もいらっしゃいます。しかし９割が兼業農家と
いうなかで、農業そのものに対する取り組みの姿勢には大変大きな開きが見られます。したがい
まして豊栄市として一律に効果ある政策、これがとれないという状況にあると思っております。対
象を絞ったきめ細かな政策が望まれれていると思っております。  

 平成10年度の減反面積は、豊栄の田んぼの面積 3,773haの約３割、約 1,130haと聞いておりま
す。農家の中には米と同じくらい魅力のある作物が見つからないときには、何も作らないという選
択をするという人が少なくないと聞きました。せっかくの大切な農地を荒らさないためにも、なんら
かの作物を作ってもらうことが大切だと思います。そのためには生産者と消費者との交流を深め、
農業の置かれている状況を理解する消費者を増やし、どういう作物を作り、いくらで、どんな形で
提供するのかというところまで消費者が関わり、作ったものを購入して地域の農業を支えることも
必要になってきているのかなということを感じております。  

 既に生産者と消費者の理解を深める交流は行われております。規格外の人参をジャムに加工
する取り組みなどが生まれ、試作品は農業祭等で紹介をされて好評を得ております。しかし本格
的に商品化するというところまではいっておりません。本格的に取り組むためには、加工場の設備
などの問題もあり、関心のある一部の消費者の支援だけでは限界があります。  

 これらの課題を乗り越えるためには、行政や、より大勢の消費者の理解と支援が必要になると
思っております。このようなことから輸入品に負けない売れる農産物作りを実現して、食料自給率
を上げ、自然豊かな生活環境を維持するためには、食料・農業・農村問題を、その地域の課題と
して地域作りのなかに位置付けることが必要ではないかと思っております。 3,300余りの自治体で
その地域に合った食料・農業・農村のあり方を住民全体の課題として考えていくことが、具体的な
取り組みとして必要になってきているのではないかというふうに思っております。食料・農業政策
は、前提に国民の食生活があります。国民の理解を得ながら進めるということが大切だろうと思い
ます。誰にも理解しやすい食料自給率を政策目標としていますことは、とても効果があってよいこ
とではないかと思っております。以上です。  

   

木村座長   

 ありがとうございました。それでは涌井さん、お願いします。  

   

涌井九八郎 意見陳述人（有識者・新潟県津南町農政課課長補佐）  

 私は津南町が今まで取り組んだ活性化事例を２点ほど簡単に述べたあと、中山間地域の直接
所得補償につきまして自分の意見を述べさせていただきたいと思います。  

 まず第１に、埼玉県所沢市との交流と、ふれあいセンターでの野菜市についてでございますが、
所沢市とは10年来、各種の交流を進めておりまして、その中にこぶし団地というところがございま
す。そんな関係で平成５年、米パニックのときでございますが、この団地のお年寄りが米屋さんに
米を買いに並べなかったというふうな方々がおりまして、津南町で米を送った経緯がございます。
その直後に今度は、例の阪神大震災が起きたわけでございますが、そんなことで食料不安という
ものが身近に感ずるようになったわけでございます。  

 そこで平成７年、こぶし団地の一角に、国土庁の支援を得まして食料備蓄庫、つまり津南ふれあ
いセンターを建設いたしまして、津南米を常時備蓄するとともに、津南物産を販売し交流の拠点と
なっております。  

 管理運営はこぶし団地自治会が行っております。またこぶし団地とは平成８年１月に災害総合



援助協定を結んでおりまして、毎週１回、津南の新鮮野菜を農家の主婦自らが運び、販売し、とき
には料理講習まで行って、生産する者と、それを消費して下さる方々の交流を進めております。  

 次に、新規参入農業者の受け入れについてでございますが、平成７年から非農家からの新規参
入を受け入れ、現在自立した方々も含めまして15名が参入いたし、一部は研修中でございます。
私ども津南町は畑作地帯でございまして、土地利用型の畑作農業を目指し、現在、人参、トマト等
の栽培を始めております。幸い新潟県は新規参入、あるいは新規就農に対しまして支援制度が
充実しておりますが、まだまだ自立にあたっての課題は多くあります。後ほど意見交換の場があ
れば、もう少しこの点について詳しくお話ししたいと思います。  

 それでは中山間地域の所得補償につきまして意見を述べさせていただきます。私は中山間地支
援につきましては、まず２段階に分けて行っていただきたいというふうに考えております。  

 輸入農産物の拡大の中で、国内平場地域との生産性からくる所得格差を補う面と、それから国
土保全機能を維持する面での、農家のみに所得補償を行うということの強い要請があるわけでご
ざいますが、これにつきましては現状ではまだ国民のコンセンサスを得るには十分ではないので
はないかというふうに思います。  

 したがってまず第一段階といたしましては、山間小集落、小さな集落で国土保全機能を担ってい
るのは農家のみではなく、そこに住む全体の住民であり、彼らが、水路、ため池、農道、山道、山
林等を共同して維持管理しているわけでありますので、彼らの労働的あるいは金銭的負担は大変
大きいものがあります。具体的に私の調査とか経験では、大体共同出役、年３日から６日、金銭
的には集落の負担金として２万から８万程度でございます。ですから、まずこれらの負担に対しま
して集落に費用弁償してやるというべきではないかと考えます。  

 次に、これらの成果が上がったあと、国内の農家、あるいは都市住民双方のコンセンサスの情
勢がほぼ出来上がったうえで、第２段階として今度は農家に生産性格差分を直接補償で補うこと
によりまして、そこの農業を守っていくという方向で考えるべきではなかろうかと思います。  

 補償の方式につきましては、現在経済の不況、超高齢化社会の進展、年々国民負担は増大い
たしまして、国、地方財政とも大変厳しい状況にあるわけでございますけども、第１段階として、ま
ず市町村に一定の基準を設けたうえで交付という形で行ったらどうかと思います。そのうえで市町
村はそれを各集落に分配し、集落としての活動に活かしてもらうべきというふうに考えます。  

 具体的な市町村に交付する基準としましては、市町村面積、林野率、傾斜率、積雪量、積雪期
間、自主財源比率、集落数、あるいは集落の平均の世帯数、産業別就業人口、過疎化率、高齢
化率とかいろいろ算定根拠はあるわけでございますが、財源は目的税とか、あるいは現在の公共
事業、補助事業等の見直しも含め、当面二、三千億あればどうかなというふうに考えます。現在一
農家に例えば二、三十万円配っても、年金や減税と一緒で貯金に回り効果は出ないと思います。
それより集落に50万か 100万も交付すれば、効果は極めて大きいと思いますし、活用については
コンクールでも行い競争させるべきではなかろうかと思います。この金は当然、道水路の管理費、
集落の運営費ほか、花いっぱいとか森林整備、都市との交流、伝統芸能の復活等が起こると思
います。  

 以上、長くなりましたので、また次の意見交換のとき少し例を交じえさせて話させていただければ
と思います。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。それでは一般公募に移りまして、小島さん、お願いします。  



   

小島富美子 意見陳述人（一般公募・ふうどスタイリスト）  

 私は、新聞ですとかカタログ、テレビなどの食場面の料理作り、あるいは食材の演出などのコー
ディネートを手がける仕事をしております。７年前からご覧のようにひらがなの“ふうど”に変えまし
た。と申しますのは、やはり食べ物の Food と風土の一体性を、もう身にしみて感じたからです。そ
のなかで今日はいろいろな方々から教わったこと、逆に私が学ばせていただいたことを何点か申
し上げて意見をまとめたいと思います。  

 本当に農家の方は大変だと思うのですけれども、私の仕事でけっこう取材関係の仕事もござい
ますと、いろいろなところへお邪魔します。なるほどなと思うのは、この頃では雪の深いところは、
その雪の深さを利用して野菜に甘みを出してみようというような使い方で雪を利用している。ある
いは休耕田があったりして空いているところに、じゃあ花を植えてみようか。そして花もただ花を見
るだけではなく、根っこも使えるかもしれない。そしたら葉っぱとか花びらから染め物ができるかも
しれない。先ほど申した人参も、もちろん有機のジュースになるのではないか。随分そういう、いわ
ゆる市から遠い部門でもそういうことが行われております。  

 あるいは新潟市周辺の農家さんは、いわゆる都市近郊型と申すのでしょうか、果物ですとか季
節の野菜を作っていらっしゃるんですけれども、ただ作るだけではなくて、ちょっとここに市民を呼
んできたい。途中に田園都市型の何か農村のようなものを自分たちで企画してやってみたいとい
うようなことを、夢でもって現実に取り組んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。こういう方たちがも
ちろん皆さま有機でやっていらっしゃるんですけれども、意外と組織を頼りにしていない、というとこ
ろにすごいものを感じます。むしろ組織から離れている人のほうが勇気を持ってそれにチャレンジ
しているなという波を感じます。そういう方たちはその波の中で、自分の顔をしっかり出して製品を
送っているんです、消費者に。それはすごく消費者はうれしいことなんですね。  

 少し前までは本当に私ども、安ければ「ああ、こちらが安いから買おう」と思ったりしましたけれ
ど、昨今さまざまな情報がやはり「安いのはちょっと得体が知れないのではないか」という気配が
ありまして、まず暮らしと安全、命を守るものを買おうと思うようになったときに、その農家からのチ
ャレンジというのはすごくうれしいことで、そうしますと今度、買うほうも「もしかしたら、どんなところ
でそれを作っているんだろう」とちょっと覗いてみたくなる。お互いが少しずつ投げかけて応えて、
逆に応えて投げかけて、その波がぴたり、ぴたりと着実に増えている気がします。それは大企業
の世界ではない、個々の世界なんですけれども、すごく着実な波を行った先々で感じますので、是
非そこは把握しておいていただきたいと思います。  

 特に女性の立場から申し上げますと、農家の女性たちはかなりチャレンジしています。自分たち
で今までの伝統料理を掘り起こして「よし、来てもらう人に農家レストランでご馳走しようじゃない
か」。若いお嫁さんも、年老いたおばあさんも一緒になって、一つの素材で研究したり、あるいはず
っと伝わっていた、これは一つの成功例なんですけれども、押し寿司というものが駅弁として大人
気になりました。それも一生懸命の努力。そういう方たちの目がきらきら、いわゆる輝いているの
です。  

 今まで、いわゆる自然とまともに向かう農業というのは、ある面で不平等な産業と言われてまし
た。立地のいい、悪いで、すごく作用するという考えが多かったんですけれども、この頃では不平
等こそ、もしかしたら宝の山かもしれないと、そこに住む方々が本気で考え出したという力を感じま
す。ですから地域おこしが熱心なんです。みんなを巻き込んで、地域おこしが起きていっている場
合に、やはりなんか県内のあちこちから力強いものがじわっ、じわっと上がってきている気がして、
この波を是非、活かせるような調査委員会であっていただきたいなと思っております。  

 私も、お互いに消費者と、それから農家の人が、すごく素人の感覚で育て合っている。農家の方
は市民の中に入るのを素人です。私どもが農家の中に入るのも素人。だけど素人の新鮮なところ
を大事にしているのを感じております。  



 最後に、さまざまな国を旅しておりまして、やはりその国の成熟度というものは地方の誇り、ロー
カルプライドがいかに強いかということを身にしみて感じております。終わります。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。今野さん、お願いします。  

   

今野冨士子 意見陳述人（一般公募・㈱じょんのび村企画営業部長）  

 私は宮城県で生まれました。ひとめぼれ、ササニシキを作っている小牛田町というところで生ま
れまして、いま現在、新潟県高柳町に５年前から住んでます。  

 高柳町は人口 2,700人、高齢化率は県下一悪く37％、町の面積の70％が山という中山間地でも
あり、豪雪地でもあります。その町のまちおこしとして、町の住民が自分たちの町をどうにかしなけ
ればという話し合いのもとでつくられた交流観光拠点であります「じょんのび村」というものをつくっ
たんですけれども、宿泊施設・食堂・加工販売施設、そういったものをつくり、その運営管理に当た
っている「じょんのび村協会」というところに私は勤めております。  

 私自身、今日は食料自給率の取扱いということを主に話してみたいかと思いますけれども。日本
の食料自給率が42％という数字だということを知りまして、それもまた先進国の中でも非常に低い
数字であるということ、なんかこの数字がそのまま社会問題と同様、日本という国の形を表してい
るんじゃないかなというふうに感じました。外交では国際援助としてお金をばらまいているのに、自
分の国は自給率がこんなに低くていいんだろうか。これじゃあ自立していない子供がいい格好して
いるような国じゃないんだろうかというふうに、この中間報告の文章を見させていただきまして感じ
ました。  

 1996年の総理府の世論調査では、国内で食料を自給したほうがよいとする人が83％に達してい
るということですけれども、本当の意味での食料なんて考えているんだろうか、そういう疑問も持ち
ました。食料自給率の目標を数値化するということは、多分簡単にできます。エネルギー消費とし
て８割ぐらいは必要だろうというのは、私みたいなものでも感じました。ですけれども、そんな文章
というか説明のための数値を出すだけでいいんだろうか。食料を自給するという意味の本当の意
味、命とか生きるために食べなくちゃいけないというところを、もっともっと掘り下げて国民全体で考
えてほしいというふうに感じます。  

 私の住んでいる高柳町で農業で収入を得ている方は３％です。ですけれども９割の方が農業に
従事しています。自分の食べる米、野菜は自分たちで作っています。そして自給したほうがよいと
言った83％の人たちは、多分備蓄したらまずくなるんじゃないかとか、嗜好があるからというふうな
ことも挙げるんじゃないかとは思いますけれども、自分で米を作ったり、農作物や山菜とかを採っ
た人たちは、次の収穫までそれを保存して食べつなげるということを考えて生活しています。山菜
は手で揉み、乾燥させ、保存します。他にも塩蔵したり、山の横穴に入れたり、そして保存して、そ
の食べ方すらいろいろに考えて食べます。そういうことをやっているのは農村であり農家の方々で
す。  

 この自給率を上げなくちゃいけないというときに、本当に困る人たちって誰なんでしょう。自分た
ち、私たちは農村に住んでます。ですからおいしい米や野菜、そういったものがすぐに手に入りま
す。そしてまた、いまお米でなく別なものを作りなさいと言われたことで減反している田んぼも、ま
たいざとなれば米を作れます。野菜も作れます。本当に困るのはどこの誰なんだろうということを
国民の方々にもう一度問いかけてほしい。困ったときだけ農民に、農村に頼って、いいときは自分
たちのことだけ考えている、それじゃあなんか淋しいし、また政策の伴なわない数字を挙げるとい



うことのむなしさというのが目に見えて感じます。いざという時にっていうふうなことでいま申し上げ
たんですけれども、常の食品に負担がかかるのであれば、そういう考え方をしたらどうなんでしょ
う。  

 それから輸入食品というのは本当に安いんだろうか。なんかそこにも疑問を持ちました。本当に
安全なんだろうかと。いま先ほども減反の話で３割減反しなさいということが言われたというふうに
言ってますけれども、この狭い国土で私たちの自給率、エネルギー消費必要な分だけ作るとなっ
たら、昭和35年以前の穀物を作らなくちゃいけないようになるんじゃないかとデータを見て感じまし
た。  

 ではいま減反しているのは何のための減反なんでしょう。それであれば田んぼを放棄して、それ
をまた耕作するということの難しさを知っている人たちであるならば、その田んぼを学校田とか、都
市田ということで使ったり、またそれで穫れた米をお金の代わりに、なんで食料で困っている国に
上げることができないんだろう。外交的に難しいのであれば、そういうことをクリアするための話し
合いをしてほしいと思いますし、また政策を打っていただきたいと感じます。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。堀井さん、お願いします。  

   

堀井 修 意見陳述人（一般公募・南蒲原農業改良普及センター職員）  

 私は中山間地の所得補償について集中的に申し上げたいと思います。いまＥＣ型とか、日本に
合わないとか、いろんなことが論じられていますけれども、このまま中山間地を放棄すると、10年
は経たないうちに完全に崩壊してしまうんじゃないかというふうに私は考えるわけです。ですから
一刻も早くなんらかの形のもので所得補償を中心に支援をしていかなければならないと思いま
す。そこで私は、具体例で３点にわたって申し上げてみたいわけであります。  

 １つは、今までの価格補償から労働の対価へシフトすべき時点にいま来ているのではないかと
思うのです。私は農業改良普及員ですからいろいろのところを回っています。Ｔ市のＯさんの例に
ついて少し申し上げてみたいと思います。水田の草刈りの例を挙げますと、彼はいま５haの水田を
経営しています。そして畦畔の刈り取りは年間４回、これをやっているわけであります。その時期
は６月から始まり、稲刈り寸前の９月までやっているわけであります。  

 ちなみにこのＴ市におけるＯさんの住む山の例を具体的に申し上げてみますと、平地ではいわゆ
る耕地と言われる部分と、そのうち水田と言われる部分の面積を申し上げますと、519haのうち水
田が392haございます。水田は全体の75.5％になるわけです。これは平地の例です。Ｏさんの住む
山間地については190haのうち82haの水田しかない、実に43％しかないわけです。その差は実に
２倍になります。  

 じゃあそこのところでどれだけの労働力が投下されているかという問題について申し上げてみま
すと、10㌃当たりで申し上げますと、平地では１回に草刈りをするのが１時間30分です。しかしこれ
を４回やりますから、６時間になります。そして棚田のＯさんのところでは10時間45分なんです。考
えてみて下さい。これを４回やりますと43時間、むちゃくちゃな数字になります。実に７倍。ただしこ
れをこの人が水田に行く距離とか、休息の時間とか、こんなことを入れていませんから、実に平地
の10倍の労働力がかかるというふうに考えていけば、誰が考えてもこれは馬鹿らしくてやっていら
れないという状況になるのではないかと思うわけであります。このへんを是非考えてやっていく必
要があるのではないかと思っています。ちなみにこの人がいま農道の整備をやると８㎞、一番遠
いところで８㎞かかるそうです。  



 その次に申し上げたいのは、いわゆる社会的共通資本、ちょっと難しい話になるかもしれません
けれども、空気の浄化の問題はですね、谷川の問題。本県は雪が降りますから谷川はちょっと増
水いたしますと、すぐ埋まります。それらを完全に補填していかなければならなくなるわけでありま
す。  

 もう一つは山里の問題であります。農民は農業だけではなくて山も管理しているわけです。しか
しこれが今ほとんど手入れができなくて、風倒木で山の中に入れないような状況になっているのが
現実であります。そんなことを考えていきますと、確かに本当にお金にはならない部分であるかも
しれませんけれども、小川のすばらしいこの機能や、山の持つすばらしい元気回復機能と言いま
すか、そういうようなものも十分に考えていかなければならない状態に今あるのではないかと思う
わけであります。  

 もともと中山間地で水田がどういうところに開かれたか。それはほとんど土砂崩れや土石流や、
そういうところに水田は開かれて、そして日本でいうならば扇状地というのはすべてそういうところ
になるわけですから、やはりいま中山間地で一生懸命に農業をしておられる皆さんの国土保全と
いうことは、具体的に私たちがこれから論議をしていかなければならない時点にあるのではない
かとこのように考えます。  

 最後に、水田の生物の問題であります。ホタルやトンボ、カエル、これらは今まで農業には役立
たない、農業生産には役立たないということですべて切り捨てられてまいりました。しかしカエルが
いなくなった水田、トンボが飛ばなくなった川、このようなことが本当にこのままでいいのか悪いの
かということを考えなければならない時点にあるのではないかと思うわけであります。ですから是
非このような私たち人間も本当に生物の一員なのでありますから、やはり生物層はより多いほう
がいい、当然そのように考えるべき時点にあるのではないかと思います。そこを十分に考えなが
ら、これから私たちはいまの水田、そういうようなものをこれから真剣に考えていかなければならな
いと思うわけであります。  

 最後に一言申し上げると、中山間地の支援は極めて大事です。しかし平場でも畦道はあるわけ
です。そして水路もあるわけです。これはその投入する労働力によって十分に考えながら、農家全
体と言いますか、そういう皆さんに対する支援もきちっとやっていって、中山間地はより厚くしていく
必要があるのだということを最後に申し上げたいと思います。以上です。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。増田さん、お願いします。  

   

増田まさ子 意見陳述人（一般公募・主婦）  

 新潟市に住む専業主婦の増田と申します。いま食生活の中で関心事は、農薬の問題と、除草剤
耐性の遺伝子組替大豆やトウモロコシなど、日本人指向の食品が分別されないで年々混入率多
く、それも表示もなされないままに輸入されていることです。生殖や自然の生態系が変わるのでは
ないかと心配しています。  

 本題に入ります。今回、本調査会のあらかじめ提示された４つのポイントが示されました。私は
その１．国民の生命と健康を守る食料安全保障政策の確立の項目を選び、消費者の立場で米と
食料品に分けて申し述べたいと思います。  

 まず日本の主食である米は、国民の必要最低限の栄養の根元であります。論点１については国
内生産をもとに、論点２はわかりやすいので、食料自給率を政策目標にすべきだと思います。戦



争中の食料不足を体験した世代がだんだん少なくなっておりますが、あの頃国中が体験した飢餓
状態は、将来ともに絶対あってはなりません。いまは平和ですが、地球温暖化による環境の変化
で世界で食料不足が起こりかねません。平成５年は天候不順で日本は未曾有の不作に見舞われ
ました。早速政府は外米を輸入して対応しましたが、それとても世界的作物不況時では瞬時の対
応は諸外国からあり得なかったことです。  

 あの当時、外米と抱き合わせ販売という混乱がありました。あの十数年来、たった一度の初めて
の不作の年に、備蓄はどうなったのか不安でした。やはり自営の貯蔵米の用意は十分にお願い
いたします。  

 農政はいま減反政策を強めています。あちこちに荒廃した田を見かけます。統計的に見ても少
子化と高齢化世帯の増加で、人口の急増は望むべくもありません。さらに消費者の米離れ、やが
てウルグアイラウンド交渉合意の結果の価格的安い米が入ってくることを考えると、減反もやむを
得ないと思います。しかし年々度重なる減反割り当て通告で、稲作農家の方たちは大変だと思い
ます。もう個人での営農対策も限度があります。しかし休耕田の復元には時間と労力が要ると聞
きます。私は営農指導は農政次第だと思います。日本中には本県のように稲作に適した優良土
地が各地にあるはずです。その確保を早くして、農政と学識者と農業者が一体となった営農集団
の知恵で、それこそ経営体制で、やがて入ってくる外米に対抗できる安全米でそこそこの価格の
おいしい米作りをしてほしいと思います。  

 私はアメリカの安くておいしい米を現地で知っています。為替レートがまだ 134円の頃のことなん
ですけれども、１㎏１㌦でした。消費者として国産米のどの部分にこだわるかと言えば、日本の規
制された農薬を信じるからです。出来るだけ有機に近づけてほしいと思います。  

 そこで提案ですが、減反となったあとの休耕田や余剰地には、日本人の第二の主食の大豆、ト
ウモロコシ、大麦などの雑穀を奨励栽培してほしい、そして国内需要に向けて自給率を高めてほ
しいと思います。昔は田んぼの畦にも民間の空き地にも、畑からも、虫食いですが収穫がありまし
た。しかし、それらは一体どうなったんでしょう。大豆の国内全消費量の二、三％が国産で、あとは
輸入に頼っているなど、生産農家にもっと奮起してもらうしかありません。米以外の農産品につい
ては、本音は国産に限りたいのですが、輸入食料品のお陰で国内価格破壊がありました。ことに
正月用品です。食卓を豊かにしました。貿易自由化の時代、国際間の貿易摩擦を避ける意味でも
輸入併用はやむを得ないと思います。あくまでも輸入青果物は年々、品種多く、原産国表示を義
務づけ、国内品は生産地を明記して、そして情報公開を密に、消費者が選択しやすいようにお願
いします。以上です。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。最後になりましたけど、吉崎さん、お願いします。  

   

吉崎春治 意見陳述人（一般公募・農業（稲作））  

 西蒲原郡潟東村の吉崎でごさいます。まず私の村の農地面積について若干申し上げます。 
1,673haあります。これを村内の耕作者が 595戸でございます。村外の耕作者が 213戸でございま
す。この村外の耕作面積は表に出ている数字で約 700反でございます。水面下のことを想像しま
すと優に 1,000反は超えているかと思います。専業農家が11戸でございます。  

 非常にいまいろんな方々の意見を聞いておりまして感銘をいたしておりますけれども、私はまず
今回の調査会で中間取りまとめの中のまず１点、これは自給率の明示のこと、やっぱり自給目標
をしっかりと定めることをお願いしたいと考えます。今ですと日本の食料はまさに植民地化でござ



います。いまも話がありましたように、本当に不安なものがお互いに感じられるんじゃないかと思
います。  

 私、農業勤続41年目でございます。この間24年間、村の議会において農業振興を唱えてそれな
りに頑張ってまいりましたが、日ごとに農業は私どもの足下は荒廃しております。いま申し上げま
したように元気がないわけですから、村外に農地が流出をするわけであります。この形をとってい
きますと、もともとうちの村の農業は虚弱体質ではありません。全然希望も何もないです。そういう
状況でありますから、やっぱり一円たりとも高いところに農地が流れていくという、こういう現象が
顕著になっております。そういう意味でまず農業の持つ食料自給率が明示されなければ、経営形
態のこともありますけれども、まずやっぱりこれほど体力の弱った農村を、また農業者を救うには、
なんとか基本問題調査会で取りまとめてもらいまして、自立できる農業の姿、自ら力がないもので
すから、株式会社参入なんてこと以前の問題でして、あるべき姿をやっぱり国民的合意を取り付
けるのが最も大事なんじゃないかと私どもの立場で申し上げたいとこう考えるわけであります。  

 ２点目は、いまも話がありましたように、80％の国民の方々が世論調査でとにかく食料を守れと
こう言っておりますが、私もちょうど10年間、消費者と提携をして産直の運動に関わってまいりまし
た。新潟県全域にネットワークを作ってやっておりますけれども、こういう動きについて行政からの
支援態勢はまだ少のうございます。全くないと言ってもいいかとも思います。こういう地域が自立す
るという、食べる側と作る側の関係を、ひとつなんかの形で応援願えればなと、こういうことをお願
いしたいと考えます。  

 いずれにしましても限りなく65歳が後継者であり、新規就農者はございません。農業では飯が食
えないものですから限りなく他産業に従事をして、そして暮らしを支えているわけでありまして、ま
さに11戸で示されますように、どういう形の営農形態がいいのか私にはわからない部分がありま
すけれども、私がいま考えているのは、やっぱり個人完結の形の営農形態もあってはいいとは思
いますけれども、地域指導型と言いますか、地域営農型を進めていかないと、うちの村はもうどう
にもならないのではないかなと。まず元気を起こすためにどういうことが考えられるのか、精一杯
国民の合意を取り付けるなかでひとつ考えていただきたい、こういうことをお願いする次第でござ
います。  

 先ほど言いましたように、私の家にいますと新潟市のネオンが見えます。夜になるとチカチカと
見えます。そうしますと本当に近いところにうちの村の農地がありますが、日ごとに農地を手放す
農家がどんどんと増えているわけでございます。この流出現象を止める方法はなんとかないもの
かなと。どういうことかと言いますと、そのことが、農地を管理する、保全する、このことに合意を取
り付けるには非常に難しい側面があります。集落の機能、農業の農村の機能が、そういう部分か
らまず崩れているということの現実は、より身につまされるものがありまして、そこに住んでいる者
にしかわからない、そういう現実をどうかひとつ具体的に、新潟県広うございますけれども、うちの
村は蒲原平野のど真ん中です、潟東村というのは。まさに平坦な米しか穫れない、米で生きてき
た村でございますから、米が駄目になれば農業者が駄目になると、これが結果になってきておりま
して、本当に今年は春耕を前にして元気の声が一つもありません。どうかこの今日の調査会、非
常に権威のある調査会だと認識をしております。北海道から沖縄まで農業者がいます。農村・農
業問題、大きく国民的な課題の中にありますが、どうぞひとつそういう点では皆さん方の英知とま
た地域の声を精一杯汲み取ってもらいまして、地域が自力でできる、いま地方の時代ですから、
村あって、田んぼあって国栄える。例えば米が余計穫れればこれを宝の山として、資源の乏しい
国なんですから、せめて日本で穫れる食料は、米ぐらいは宝の山として、余剰米とかそんなことに
すること自身が私どもの立場から見れば大間違いなことをやっているんじゃないかと。精一杯米は
大いにやっぱり宝の山と積み上げて、困っている国があればそこに届けていく、こういう関係の国
際的、アジアと言うのでしょうか、そういう関係の約束事なんかもやっぱり考えられるんじゃないか
と考えております。そういう意味では減反政策はことほどにやめてもらいまして、日本に穫れる、せ
めて自給できる米だけは精一杯宝の山とすることが農業者が生きる道と、私はこんなふうに思っ
ておりますが、よろしくお願いしたいと思います。  

   



５ 意 見 交 換  

   

木村座長  

 ありがとうございました。10人の方々から意見陳述を頂戴しました。比較的時間をお守りいただ
きまして、ありがとうございました。  

 大事なポイントをそれぞれのお立場からお述べいただいたわけですが、これからあと、３つの点
について、３つの点と申しますのは食料と農業と農村、それぞれ20分程度意見の交換をしたいと
思っております。こちら側から皆さま方にいろいろご質問とか、あるいはご意見などを申し上げて、
またそちら側からもそれに対してまたご意見を頂戴する、そういう形にしたいと思っております。  

 まず食料政策の問題でございますが、どうぞ、こちら側どなからでも。  

   

伊藤専門委員  

 今日はいろいろな話を聞かせていただいてありがとうございます。  

 今日は川上から川下のという話ですが、今日は川下のほうからちょっと質問をさせていただきた
いのですが。特に増田さん、私と同じことを考えていらっしゃるなというふうに思っております。今日
いろいろ質問があるのですが、ポイントを絞らせていただきますと、ここのパンフレットで、両論併
記のところで一番後ろのところなんですが“目標の達成には、国民の食生活をコントロールする必
要があるが、それは困難”というふうに書いてあります。ですから皆さん目標を作ったほうがいいと
いうご意見が多いわけですが、それについては国民の食生活をコントロールしなければならない、
こういうふうに考えて、これは調査会の委員が全部考えているわけではないんですが、こんなふう
に表現されているわけです。本当にそのようにお考えでしょうか。私は先ほどおっしゃったように、
これはコントロールではなくて、目標を挙げても、それを食べる側が上手な選択をしていくことによ
って達成できるのではないかというふうに思っているんです。国がコントロールする必要はなんに
もない。そのためには先ほどおっしゃった、具体的には原産国の表示などがあって、それから先ほ
ど三善さんもおっしゃいましたし今野さんもおっしゃいました、消費者がちゃんとした選択ができる
ような食に対する理解と意識の向上が、一番私は大切だと思っているんですが、そういうものがき
ちんとできていれば、コントロールは必要ない。目標を作って、目標に向かって国民が動く、これで
いいんではないかと思っておりますが、その点について、増田さん、いかがでしょうか。どういうふ
うに、ここに書いてあることに異議ありか、なしか、お願いします。  

   

増田まさ子 意見陳述人  

 異議なしなんです。そして国民だけがそうするんじゃなくて、政府側と申しますか、お米の場合で
すとそこの中間マージンを取っている方たちの流通のやり方だと思うのです。私は、米の消費が少
ない、少ないと言われますけれど、日本全体で見ましたらほとんど小家族になってきているので
す。でもお米の売り方というのは５㎏、10㎏、それが大半でございます。せいぜい３㎏、２㎏なんで
す。その小さい３㎏、２㎏をなぜ買わないかというと、価格的に割高になっているのです。そしてお
米というのは、ほとんどの家庭がそうだと思うのですけれども、パンと米食の併用だと思います。  

 それで私のところでも核家族というより夫婦二人ですから、本当に申し訳ないんですけど、毎日３
カップ炊くだけなんです。それで米は、やはり人間としては安く買いたいと思いますけど、売方次第
でもっと消費率は上がります。この自給率というのは、それは生産者のほうに自給率、ことにお願



いしたいと思います。そして私どものほうは、それは農政側のＰＲによって私たちはほとんどの人
がそれは文句なしに国産がいい、国産がいいと言います。食料品にしたって国産がいい、国産品
がいいと言います。でもそれは本当に日本の米が主食であるから私は米は国内産に限りたい、そ
ういうことを言っているんでありまして、もっと売り方を上手にしたら米の消費量って大きくなると思
うのです。だからそれは消費者だけの問題じゃないと思います。  

   

伊藤専門委員  

 じゃあここに書いてある、国民の食生活をコントロールしなきゃならないということではない、これ
は国民と流通と全部でそういう……。  

   

増田まさ子 意見陳述人  

 はい。  

   

伊藤専門委員  

 もう一つ、このコントロールの問題で、もしこういうふうにすると何々先生が政策、政治に使うとい
う話がよく出てくるのですが、この点についてはどなたか、そう思いますか、思いませんかというの
を教えていただけます？  

   

木村座長  

 今は、意見陳述人のご意見についての質問にしてください。あまり広げると大変になってしまう
ので。  

   

伊藤専門委員  

 わかりました。じゃあそういうことにいたします。  

   

中村委員  

 論点を整理するために、私は敢えて、いま伊藤さんが言われたことの反対を実は考えているも
のですから、そういう視点でちょっとご質問をしたいと思うのですけども。  

 つまりいまコントロール云々とおっしゃいましたけど、コントロールというのは一つの言葉で、一番
自給率を下げている要因は食肉なんですよね。食肉用の家畜の餌が足りないから 2,000万㌧も外
国から買ってこなくちゃいけない。そういう現状のなかで、自給率を例えば50とか55に上げて、そ
れを政策目標にするとすれば、どうしたって一番の大きな要因である餌の輸入を少し減らすように
頑張っていかなければいけないと。そうするとなんたって食べないということが一番肝心ですから、
そうすると例えば日本有機農業研究会なんかがおっしゃってるように、肉は食べることを最小限に



するというふうなことをはっきりとご提言で書いておられるわけですね。そういうことが本当にできる
ならば、私は数値目標としてそれを掲げることに、それは別に反対はしませんけども、まずそんな
ことはできないだろうと思うから、それで先ほどおっしゃったようなお考えには、あまり乗れない、組
みし得ないという立場なんですよ。ですからたまたま、伊藤さんと私から今自給率の設定について
賛否両論の意見が出たたので、これについて先ほど自給率に触れられた方に、私実はほんの一
言ずつでいいんですけど伺っていきたいと思うんです。  

 小倉さんはいまの、どう思われますか。先ほどはきちんとした自給率の目標を設定したほうがい
いというふうにおっしゃったと思いますけど。  

   

小倉正一郎 意見陳述人  

 具体的なパーセントというものはちょっと申し上げませんけれども、私は目標は絶対に要る。言う
ならば食料安保とかそういう意味ではありません。私やっぱりものすごく大事だと思うのはね、日
本はもちろん武器は輸出しませんけども、しかし平成５年のお米が足りなくなったときに、世界中
あっちこっちお米くれ言ってね、例えばタイあたりでお米の値段が倍になったりというふうなケース
があったと思うのです。大変迷惑かけたわけです。そういった時点というものをよく見極めていた
ら、多少の余剰米があったって、それはやっぱり国の責任において蓄えておいて、それを助けてあ
げる側に使うという考え方。これまで食料法があったから、食管法があったからそれはできなかっ
たわけですけども、そういう考え方というものを思い切って導入したらいいと思います。そしてそう
いうなかで最低限度の買い支えと言いますか、農業を支持する力ですね、買い支える力、そういっ
たものが非常に大事だと思います。僕はお米の他にやっぱり欲しいと思うのは、やはりある程度
の小麦と大豆。大豆なんか特に味噌、醤油がなくなったらパニックになると思いますけども、これ
はかなりこれからあと心配な状態の年が出てくるかもしれないと思うので、そういった面もやっぱり
ちょっと見直していただきたいなと思いまは。  

   

中村委員  

 そうしますと食管制度のほうがよかったと、こういう感じですか。  

   

小倉正一郎 意見陳述人  

 お米でもおいしいという市場性というか、そういったものを考えたときに、どう言いますかね、おい
しいお米と言っても……。だからそういうなかで次第にある程度僕はお米というものは淘汰されて
くると思う。これから農業後継者の問題から見ても、お米については決して楽観的な情勢ではない
と思うんです。余る余るとか、そんなこと言ってる人が沢山いらっしゃいますけども、もうあと10年た
った段階でどういう状況になるかということを考えたら、本当に恐ろしいことになるから、やっぱりお
米をちゃんと自給自足できる、ある程度自給自足できる態勢というものをもういま考えておかない
と、後継者の問題から見たら本当に大変なことになると思うのです。そういう長い目がやっぱり要
ると思うのです。それがなかったら、その時になってまた平成５年と同じことをやらなきゃいかんの
ではないかなと思います。  

   

中村委員  

 もう一人だけいいですか。何人もすると長くなりますから、三善さんも自給率の政策目標のことを



おっしゃいましたけども、いま伊藤さんと私が申し上げた意見をご自分で聞き取られて、どんなふう
に思われます。  

   

三善万里子 意見陳述人  

 いろいろな調査から、例えばここのパンフレットに総理府の調査が出ておりますけれども、日本
の国の将来の食料事情に不安を持つ消費者というのは非常に多い。それから国内生産を中心に
して自給率を上げたいという国民が多いわけですね。  

 しかし実際の食生活の行動というのは、いま中村先生がおっしゃったように、肉食はどんどん増
えていって自給率が下がって。結局、消費者に対して総合的に判断するような情報提供がなされ
ていないんだと思うのですね。断片的な情報はいろいろ出てきています。しかし世界の食料事情と
か、日本の食料事情とか、農家の状況とか、健康とか、栄養とか、食生活とか、そういったあらゆ
る関係する情報を与えたうえで、総合的に考えたうえでないと、自分の問題として意識づけして行
動を変えるというところにはいかないと思います。  

 国民の大半は、国内生産を中心にして自給率を上げたいと考えている人が非常に多いわけで
すから、これからもっと総合的な適正な判断が下せるような情報を、今までのような断片的な情報
を与えるんじゃなくて、もっとじっくりと考えるような、例えば学校教育ですとか、あるいは生涯教育
とか、社会教育とかというのがいま一生懸命やられていますけれども、そういったところでじっくり
考えて適正な判断が下せて、普段の暮らしのなかに活かせるような提供の仕方、そういう場を与
えるということが必要だろうと思っています。そのうえで自然にその方向に私は流れるんじゃない
かと思います。  

   

甲斐委員  

 いまの三善さんのご意見に全く賛成なんですね。先ほど今野さんがおっしゃられたように、都会
の人間が一番困るわけです。生産地じゃないんですからね。農家の方はいざというときも土地を
持っておられれば、自分の食べる量だけは作れるというふうになりますね。  

それで都会の人間から一言いわせていただきますとね、これだけのアンケートで80％ぐらいの方
がそう言いながら、なお消費ではそうなっていないということは、情報が足りないんです。そして皆
さんのお手元の大きいほうの何ページかにあるんですけど、いま男女共同参画社会ですか、そう
いうことを目指すようになってきておりまして、これからも女性が外へ出て行くことはどんどん広が
っていくと思います。そうしますといま私たちの食べ方といのうは、農産物を農家から直接の形で
食べるよりも、食品産業さんのお世話になって食べてる部分が沢山あるわけです。食の外部化と
申しておりますけれど、食堂も入れて、それから果てはきんぴらごぼうなんかも都会では切って晒
して売ってるんですよね。核家族とか年寄りの一人世帯も増えておりますので、逆にそういうもの
のお世話になる率はこれから先減るとは思えないのですね。そういたしますと、そういう食品産業
さんが、まず農家から言ったら一番広く大きな買い手なんですね。ですから消費者ニーズ、消費者
ニーズと言われましたけれど、そこのニーズも込めて本当に国産のものを使っていただけるのか
どうかと。  

 先ほどどなたかちょっとお名前がわからないんですけれども、白崎さんですか、提携してとおっし
ゃいましたね。それが食品産業の方に言わせるとね、日本の農家から、どういうものを作ったらい
いでしょうかと積極的に聞いてくるよりも、外国からのほうが聞いてくるっていう声を聞いているの
です。外国の農家のほうがずっと熱心だって、そういうことに。やはり日本の農家の方々がやっぱ
りそういうところへどんどん、どこが、どういうものを作ったら買ってくれるのかということへも積極的
に自分で目を向けていく必要があるのかなと思います。私は食品産業とか、中間の産業、流通も



あるのですけど、そういうところでもって買ってる方たちの意識と、私たち本当の消費者が買い支
えたいという意識がある程度一致してくるようにして国産品の自給率を高めていきたい。高めてい
くのは、買って食べなきゃ高められないので、自給力さえあれば、買う方の側と作る方の側が一致
してくれば自給率は上がるというふうに認識しております。  

   

木村座長  

 いま甲斐さんのほうから流通加工の問題が出て、本当にこれが抜けているんですね。産地直送
の話ばかり出てくるのですが。  

   

横川専門委員  

 ちょっと私が申し上げたいことを甲斐さんがかなりの部分を代弁をして下さったのですけれども。
先ほど白崎さんもちょっと触れておられましたけれども、われわれが消費者サイドに立って食の外
部化の部分のお手伝いをしているわけですが、そういうところでやはり一番大事に考えています
のは、国産のものを使いたい。価格と品質とそれから安定供給ができれば、絶対に日本の国産の
ものを使いたいとそういうふうに考えております。しかし一般的には外食産業とか食品産業はすべ
て輸入に頼りたがっているとか、輸入に主力をおいているように誤解をされておりますけれども、
決してそんなことはありません。フードサービス協会というかなり大きな協会がありますけれども、
そこでは農家と親戚づきあいをしたいということがもう10年来のテーマになっているわけです。  

 それでいま何をしているかと言いますと、現実には一部の県、一部の農協さんと提携をして、そ
して一体われわれが何を欲しがっているか、どのようにしたらそれが買えるかということについて
取り組んできております。そして現実に、例えば有機米などでは、私ども今年２万㌧使うお米のう
ち８割は低農薬、ないしは有機のお米を確保するようになりつつあります。  

 先ほどちょっと知事さんが新潟県のお話しをなさっておられましたけれども、流通問題で非常に
悩みがあるとおっしゃってますのは、例えばコシヒカリについて言いますと、非常においしいし、評
価が高いわけです。そうしますといろいろな需要があって、なかなかまとめて買ってもらうというこ
とが難しい。またわれわれのほうから見ても、人気が高すぎて若干値段も高くなっていく。したがっ
て私どもでは栃木県と組むというふうな形になっているわけです。いま一種の戦国時代にあります
けれども、これは産地と消費者と、われわれ中間の立場にある者とが一緒になって解決をしていく
ことができる方向だというふうに思っております。目標を50％、自給率50％とかそういうふうに言っ
てみても、現実に動かなければ何もなりません。私はそういう目標を作ることも大事ですけれども、
どうやって現実からまず取り組んでいくかというふうなことを、いまは情報が非常に不足しておりま
すので、このへんは是非農協さんに間に立っていただいて、双方を情報でまず結んでいただきた
いと、そんなことを考えております。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。坂本さん。  

   

坂本委員  

 今日は農業政策に関するご意見が大変出るんじゃないかと思って、私、期待してきたんですけど



も。皆さん、食料、農村のほうが……、まあ触れてはいらっしゃいますが、中心だったのですが。そ
れでちょっとお尋ねしたいんですが。吉崎さんが、いま株式会社の問題、そして担い手問題に触れ
られたと思うのですが、その中で地域営農型とおっしゃいましたね。これ、もう少しどういう姿かとい
うのを聞かせていただきたい。  

 それと増田さんの米の転作の問題に触れられたと思うのですね。日本は瑞穂の国で、私もいろ
んな仲間と会うために全国を歩くのですが、日本列島みんな米だ、米だと、もうすべての県がおっ
しゃっているような状況をどうするのか。日本は米なんですね。  

 そのなかで私も転作という発想はもはや時代ではないと思っておりまして、この転作をどう活か
していくかというような発想で、いまトウモロコシとか麦とかおっしゃいましたけれども、これなかな
か水田転作では経済効率が上がらないのですよね。それは私たちよく体験しているんですけれど
も、そのへんで何か皆さんのなかで転作田をどう活かしたらば、ここが一番行財政改革で大変なと
こなんですよね。大変なお金を使っているのですね。これをなんとかすれば自給率は一気に上が
っていくと私は思っているので、そのへんの何かアイデアがあったら教えていただきたい。  

 皆さん、私も農業者ですので、皆さんのおっしゃことは全部、私のために今日お話しいただいた
ような気で、ありがとうございました。  

   

木村座長  

 食料のほうの時間がないんですけども、何か皆さま方……。堀井さん。  

   

堀井 修 意見陳述人  

 食料問題について１点だけ申し上げたいんですけれども。やはりコントロールすべきだと考える
んです。なぜかというと、いまこのままいきますとほとんどインスタント食品に……、子供たちは今
ほとんどそういうものしか食べていません。私の息子もそんなものを食べて困っているんですけれ
ども。やはりそれを変えていかないと環境ホルモンだとか、いま盛んに問題になっている問題点を
見過ごすことになるんじゃないかと思うわけです。ですから、それは肉を食うのはやめるとかそうい
うことじゃないんですけれども、いまの子供たちが「きれる」というのも、一定程度食生活にあるの
ではないかと思いますから、やはり家族、私もそんなことは人に言えませんけど、団らんの問題と
か、それらの問題からひとつ議論をしていけば……。やはり私は一定程度このままいったら日本
民族は変になるのではないかとか、精子が半分になってるとかなんかいろんなことがデータとして
出ているわけですから、やはりそういう視点からも是非皆さんからご議論をいただきたいと思いま
す。  

   

木村座長  

 どうぞ。  

   

中村委員  

 時間がないらしいので簡単に言いますけど。コントロールするというのは、さっきどなたかおっし
ゃったように、情報を公開して、それでみんなが判断する。もう一つは、ガイドライン的なものは私



はそろそろ考えたらいいと思うのですよ。それは私、別の会合でそういうことをやっているのですけ
ども。だからそれに、おっしゃったようなそれに該当するジャンクフードみたいなものは該当すると
思うのですが、いまコントロールの議論をしているのは、つまり自給率をどうするということであり、
ジャンクフードは自給率全然でもないけど自給率に関係ないわけです。自給率のことを考えたとき
に、コントロールすることが、つまりさっき私がご紹介したように肉を最小限に食べろと、国内の畜
産はせいぜい豆腐かすとかね、それから大家畜は自給飼料で飼えるから、そういうもので経営し
ていって、それで輸入の飼料は極力もう入れないとか、そういうことなんです。  

 そのためにどうするかと言えば、スーパーマーケットに並ぶ肉については、国の権限で例えば消
費税を20％にしますと、肉だけは。そうすればみんな買いにくいから、どうしたって肉の消費は落
ちますよね。その代わり魚は食べてもらいたいから、こっちのほうはむしろ補助金を付けて大幅に
安くする。そうすれば多少嫌でも魚にいくじゃないですか。そういうことが可能かどうかという議論
なんです。ジャンクフードがどうこうとはまた別の私は議論だと思う。  

 ですから私は、三善さんがさっき言われたようなことを考えていくときに、私自身がそろそろそう
いうガイドラインみたいなものを、これはアメリカにもちゃんとあるし、ヨーロッパにもあるんですよ。
アメリカはあるけど守っている人は少ないので滅多やたら肥満が多くなっているんですけど、だか
ら日本もそろそろそういうことを考えなきゃいかんだろうとは思います。それは堀井さんがおっしゃ
るとこと部分的にはつながるんですけども、それはちょっと別な分野なんです。  

   

吉田専門委員  

 木村先生、よろしいでしょうか。私は日ごろ大学で若い女性に食べ方を基本として健康を維持す
るという形での教育をしているわけでございます。  

 先ほどの自給率とも関係いたしまして、食べ方というお話しが大分出ておりますけれども、この
食べ方をみんながどういうふうにしていけばいいか、一つの目標ができた場合に、それをどのよう
に普及できるかということなんですね。例えばあるテレビの番組で、ブロッコリーが健康にいいとな
るとわーっとそれを買いに行く。しかしそれはその日だけ。ココアがいいとなるとココアを買いに行
く。そういう主婦が非常に多いというのが現実のようでございます。  

 先ほど来、甲斐さんとか伊藤さんがおっしゃってるような主婦の方というのは、おそらく私は一握
りであると思います。それから今日いらっしゃってる皆さまの中で女性以外の男性も含めてですけ
れど、そういう意識を持っている方はこういうところへいらっしゃってる方にはあると思うのですけれ
ども、例えば生涯学習をしても、出席する人は意識のある人。しかし出席しない多くの人に、どの
ようにそういう食べ方を指導したらいいのかということをいつも考えております。つまり生産された
ものを、食べる側が賢く食べるということができなかったら、これは自給率につながらないことでご
ざいますので、そこのところの教育と言ってはいけませんけれども、子供から大人も含めてみんな
で考えていくということを、これから具体的な方法として考えなければいけないというふうに思って
おりますので、一言述べさせていただきました。  

   

望月委員  

 私は山梨県で桃とぶどうと、それからバラの花を栽培しております。農家のお母さんの代表でご
ざいます。  

 調査会へ来まして一番驚いたことは、農業＝お米だったということです。ここのお米の産地の方
たちにお話ししたいんですけど、山梨県では、私が嫁いだ38年頃は、稲作と養蚕と、それからわが
家でも牛を５頭ほど飼っておりました。循環型の農業をしてきましたけど、現行の基本法で効率を



上げろ、上げろということで、家畜をほとんど飼わなくなって、それで有機栽培ができなくなって化
学肥料と農薬に頼る農業になってきました。  

 いまここで私が言いたいことは、自給率じゃなくて、自給力を高める方向へ国民の皆さんに大い
に考えていただいて、自給率じゃなくて、力を付けるように農家の方たちに力をもっと与えてもらえ
るような政策をとっていただきたいということです。それからわが家では息子が農協へ勤めており
ましたが、就農しました。私は３人子供がいるのですが、３人とも農業をしております。農家の暮ら
しというのは家族の一番あるべき姿があるということで、私は委員の皆さま方に、農家ってすばら
しいんですよということを一生懸命言っているのですが、たったの２名ですのでね、なかなか声が
届きにくくって……。  

 私が思うのですが、転作の問題ですが、適地適作でもっといっぱい研究機関に考えていただい
て、山梨県でもお米作りからなんで果実地帯になったかというと、お米では私どもの山梨県では耕
作面積がすごく少ないんです。わが家でも85㌃しかないんです。それでバラの花と果樹園に切り
替えたんです。山梨県はそういうことで果樹園にほとんどなったんですが、もっと研究機関にいっ
ぱい考えていただいて、適地適作で転作の方向へ、どうしてもお米が余っているのであれば考え
ていただきたい。自給力を皆さんに考えていただきたいということを言いたいと思います。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。  

   

西村専門委員  

  先ほどの議論をお聞きしておりまして、意見を述べた方々の意見のほうに私は賛成なんですけ
どね。実は食料部会等でもそういう議論が随分出されていまして、どちらかというと大勢は自給率
を目標として設定することは困難ではないかという意見が多いわけですね。ところが現実に、それ
は先ほど中村先生がおっしゃったように、国民の食生活をコントロールできないのじゃないかとい
うお話しでございますが、ご案内のように戦後50年かけて日本の食生活の構造というのはガラッと
変わってきたですね。ガラッと変わってきて、肉、油を多用するようになって現在の構造ができあが
っているのです。  

 そういう傾向も最近の数値を見ると、大分落ち着いてきているわけですね。これから画期的、劇
的な変化というものはなかなか予測しないような状況になって、こういう時期でこそ自給率を考え
る意味があるんじゃないかということを一つ申し上げたいということです。  

 それから将来世界的に食料が逼迫するかもしれないという懸念のなかで、できるだけ国内で物
を作っていきたいということで、ご案内のように農地というものは耕していないと農地たる価値は失
ってくるわけですから、一般に壊れると復元は容易じゃないわけですから、できるだけ日本農業を
維持するため、そのことが日本の自然なり環境を守っている道だということを考えるならば、できる
だけ日本のものを維持するために考える必要はあるのではないか。そういう意味合いで一定の食
料の自給の構造の落ち着きのなかで、いま42％まで下がって、まだ下がるかもしれないというな
かで、少なくともここに歯止めをかけ多少でも上げていくというような政策というのは是非必要じゃ
ないかというふうに私は考えています。以上です。  

   

木村座長  



 ありがとうございました。いま西村さんのほうから、国内農業生産の問題が初めて出ました。大
体これについては大勢はご賛成ということのように思います。時間がえらい過ぎておりまして時計
ばかり見ておるのですが、次、農業政策の問題に移りたいと思います。株式会社の農地の権利取
得を認めるかどうか。あるいは環境保全型農業をどういうふうに維持していくかですね、そういった
問題について委員の先生方からまた質問とか、ご意見とか。  

   

坂本委員  

 すみません、さっきの吉崎さん、株式会社のことはよくわかったのですけれども、地域営農型とお
っしゃいましたね、それちょっともう少し具体的にお聞かせ願いたい。  

   

吉崎春治 意見陳述人  

 私どもの村そのものは潟東というところです。農地面積のことは申し上げましたけれども、非常に
限りなく第二種兼業でございます。それで専業が帳面上は11戸となっておりますけれども、ほとん
どの方が米以外で働き場所を持っていて、朝と夕餉、この時間帯で農作業をやっていると言っても
過言じゃないです。  

   

坂本委員  

 単位を聞きたい。11戸ぐらいで集落として営農できるかどうかということ。  

   

吉崎春治 意見陳述人  

 そこで面積は、トータル数字では大きいのですけれども、個々の耕作面積は非常に零細です。２
町５反ぐらいとちょっと。あと自由委託やっている人でそれなりに面積作る人もいますけれども。  

 集落でみんなが出せるものの力を出して、そして生産体制を作って、組合でも何でもいいでしょ
う、そういう形で努力している営農型を考えてもらって、そこに応援をしてもらうと、行政なり制度的
にもね。もちろん幾つかの経営形態はあっていいと思います。もちろん法人組織もあってもいいと
思いますけれども、限りなく現場は就農する場所も少ないです。条件のいいとこありません。農地
が誘導しきれてないんですよ。しかしいざ困れば、先ほども話しましたように新潟から土地あさりが
入り作で来ます。これはやっぱり価格的に全然破格の違いがありますから、だから倍ぐらい違うわ
けですからね。やっぱり自然と高値のところに田んぼが流れるというのは、これは自然の原則で
す。経済の原則です。しかし、今も言いましたようにそういう入り作が三条方面とか、新潟方面と
か、近くではさまざまなところから入って、二百十何人と言いましたけども、それらの人々がその地
域で張り付いているのですね、耕作をしながら。そういう状況になっているものですから、集落的に
やらなきゃ駄目だとこういうことです。  

   

坂本委員  

 私はそれは非常に重要なことだと思うんだけれども、私、法人というのがですね、これが農業生
産法人なり法人というものもいま大変僕は重要だと思っておる１人なんですが、これは家という単



位の時代から、個人という単位の時代にもはや子供たちはなっているんだと、次の時代は。そこが
ポイントということです。  

 転作について誰かからいい知恵がほしいのですけどね。転作でいかにこれからすばらしい生産
物にしていくかというのが、とにかく皆さんのアイデアが聞きたいのですけどね。  

   

佐藤 功 意見陳述人  

 今ほど転作についていろんな意見が出てますけども、やはり田んぼはお米を作るのが一番合理
的だと思うのですね。今ちょっと例を挙げますけども、この加工米の中で日本の米は一番高いで
す。小麦のお菓子にやられたり、いろんな輸入物にやられて、結果的に業界としては多用途米を
作ってくれということで、62年から餅米で約３万 3,000㌧作っております。これは約半値で供給をさ
れてます。ただし減反枠から別枠として減反の枠外で農家は作ります。ですからこういう形で限度
枠を作ったわけですけども、その年は３万 1,000㌧集荷しました。翌年は４万 3,000㌧で３万 8,000
㌧。こうしながら平成５年には４万 5,000㌧がゼロになりました。そこから先ほど言った国外から外
米の粉が十数万㌧も入ってくるわけです。その翌年は３万 4,000㌧を国が割り付けました。農家が
作ったのは２万 3,000㌧です。７年は１万 6,000㌧の枠に対して作ったのは１万 3,000㌧です。翌年
こんどは新食料法になりましてなんと１万㌧の枠です。作ったのは 9,500㌧です。  

 こういう形のなかで皆さんが、いや転作だとか大豆を作れとかいろんなことを言ってますけどね、
米すらも作らないで何を言ってるんですか。ここを私は申し上げたいとこです。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。私も米の飼料化というのは神の冒涜かもしれませんが、ここはわれわ
れのこれからの課題だと思っているもので、ありがとうございました。私も賛成なんですけどね。  

   

甲斐委員  

 米政策大綱というのが昨年の秋に出てたと思うのですけど、現場の方もご存じかと思うのです。
先ほどもどなたかからかお声の出ていた、休耕田みたいなところへ、それこそ日本では米以外は
輸入しているんですから、何でもいいから作ってみてほしいというようなことで、少しずつ動き出し
ているかなと思いました。これに 6,101億円という予算が付いたはずなんですね。普通でしたら消
費者は、いつも農業予算なんか透明じゃなくて今まで幾ら幾ら注ぎ込んでも目に見えて効果が上
がってこないと言ってたわけですけど、私どもこの 6,101億円の予算は大変いい方向だというふう
に思っていたんですけど、現場のほうではいい方向だと受け取って動いていらっしゃるかどうか、
一言どなたかお聞かせいただけますか？  

   

木村座長  

 声なしですね。会場は。  

   

小倉正一郎 意見陳述人  



 根本的に今の話も関連するんですけど、私、目標というのはこれまでの考え方というのは上から
与えられた目標という考え方をやっておったら、これは絶対なんぼやったっても同じなんです。ある
程度誘導策によってですね、例えばお米なんかでもそうですよ。南北戦争をずっとやってきたわけ
ですね。結局、適地適作から農業という問題は始まる。天候の問題もあるわけです。そういう中で
ある程度淘汰していかなければいけない時期がきているわけですから、無理して例えば越山にの
ぼるとかああいうふうなことがあるような無茶苦茶なことをやらないように、やっぱり誘導策。目標
値というのは誘導策のなかでやっていって、このへんまで来ておるから、これでいいだろうなと。例
えば何が何でも達成せないかん目標値となると、こんなことやっとったら昔の戦争と同じなんで、
やっぱり誘導策の中で考えていっていただきたいなと思います。いま例えば転作の問題でもいろ
いろあるのです。みんな知恵絞って、ものすごくいいことを言っていらっしゃる人は“楽しまなくちゃ
損や”という。農業を楽しまなくちゃ損だと。だから例えば10haぐらいでいろんなものを組み合わせ
て１億くらい上げている人、いま石川県の中でもいらっしゃいます。例えば酒米だけやるとか、種苗
だけやるとか、いろんな考え方。その間を田んぼを遊ばせておくのはもったいないからもっとフル
に活用しようとか、そんときは女性の手が要るとか、そういうふうな形でね。だからそういう知恵に
対して誘導策するとかね。そういうとこにお金を、そんなでっかい金は必要ないと私は思う。そうい
うところにお金を出して上げてほしいなと思います。  

   

中村委員  

 目標値というのは減反の目標値ということですか。いまさっきおっしゃった目標値、どっちのこと
ですか。  

   

小倉正一郎 意見陳述人  

 例えばね、いまお米ですと、このまま残って市場経済でまかせていけば、ある程度いったらだん
だん作らなくなってくるところが出てきますよ。自然淘汰されていきますよ。だからそれはある程度
長い目で見ていかないとしょうがない。だからあるとこでプツンと切れますね。切れたときに、その
時に目標が全然なかったらストンと大きく切れる場合があるわけですね。その時は最低限やっぱ
りこれぐらい要るという時には、それをテコ入れする、そういう施策というものが要ると。  

   

中村委員  

 つまり、米の生産量ということですか、目標値というのは。  

   

小倉正一郎 意見陳述人  

 目標値というのは、これはもちろん質もありますし量もありますけれども、一番基本的なことを言
うと、やっぱり最後の線は量ということになると思いますけども。  

   

中村委員  

 ですから米ですか。いろんな物ですか、農産物。  



   

小倉正一郎 意見陳述人  

 だから例えばね、いま私が小豆とか大豆とかそんなことを言ったのは、やっぱり少なくともこれく
らいのものが最低限度自給できたらいいだろうという、そういうガイドラインがあればですね、それ
に対して誘導策というか、助成策と言いますか、国が、これをこんだけ作ったらこんだけ補助金あ
げるという考え方は、やっぱりこれはやめてほしいということですね。だからこれも地域的によって
ですよ、どこで何を作るかということは。ある程度のまとまったところに対しては、それで助成してい
くというふうな形、そういう形に変わらないとなかなか農業という問題は難しい。  

   

中村委員  

 要するにこれからの議論の参考にさせいただきたいので詳しく伺ったのです。つまり米とか小
麦、大豆とか一応のそういう数値みたいなものを決めて、ただしそれは押しつけじゃなくて地域でう
まくそれをこなしていけるような策にしたらどうかと、こういうことですか。  

   

小倉正一郎 意見陳述人  

 はい。  

   

木村座長  

 三善さん。  

   

三善万里子 意見陳述人  

  6,101億円が使われているかどうかわかりませんが、私どもの支部の一つが農村部にございま
す。消費者協会会員がほとんど農業を営んでいるというところなんですけれども。  

 平成元年ころから、安全なものを食べたいということから自分のところで作っていた大豆でもって
お味噌作りをしました。そしてそれを自分のところで食べるとともに、出身者の方に送ってあげた
り、産直のお米に付けて都会の方に食べていただいたところが大変おいしいと、そして安心して食
べられるということで大変要望が多くて、今度、平成10年度の町の転作奨励品種に大豆を作りま
して、いま遺伝子組替等の関係で大豆については国内産というのが非常に消費者から渇望され
ておりますので、大豆を作って、そして町が単独予算化をして、今まで使っていた農業管理センタ
ーの加工場、保健所から許可が下りて、商品として作れるような形に改良して、平成10年からは
地元でもって転作奨励で大豆を作って、それをお味噌加工して商品化をして売っていくという、一
つの取り組みが始まりましたので、ご紹介させていただきました。  

   

木村座長  

 国産の大豆で、海の水で豆腐を作ると、最高においしいものができますね。ありがとうございまし



た。望月さん、なんかおっしゃることがあるんじゃないですか。この問題、女性の立場から。農地と
か。  

   

望月委員  

 農村で暮らしておりまして、一生懸命言ってるんですが、農村ではさっきの「切れる」とか子供た
ちの問題とかいろいろあるという、いま本当にそれを思っているんですが、農村政策でいいです
か。  

   

木村座長  

 いま例えば農業の嫁の来てがないとか、いよいよ爺さん婆さんになっちゃうとか。それに対して
女性の側から。  

   

望月委員  

 農村部会に所属しております。食料とか農業とかちょっと難しすぎて、私は農村で暮らしているの
で農村部会に入れて下さいということで農村部会にいるのです。私は日ごろ思うのですが、山間
地でとってもまだ穏やかな暮らしをしている人たちのところへ、山村留学とか、都会の学校の人た
ちと山村で提携して山村留学などを沢山取り入れてもらいたいということを委員会で言っているん
ですが、皆さんにそのへんのご意見を伺いたいなと思うのです。ほかの委員の中でも大賛成だと
言ってくれてる人もいるのですが、農水省だけでなくて文部省のほうへも働きかけて、そうすると活
性化になるんじゃないかなと。そうすると“農村て、いいんだな”ということで就農する人も増えるん
じゃないか。  

 中学校とか、昨年文部省で高校教育の専門校ですね、それの講師になれということで私行った
んですが、そこで高等学校の先生方がこんなことを言ったんです。「望月さんは、農業をしているな
かでどこが一番楽しいですか」って言われたんですよね。そして子供たちに農業というか学習させ
ると、みんな暗い顔になるって言うんですね。おっかしいことを言うなと思ったんです。私たちは例
えば農繁期でも暑い時間は休みますよね。それが学校教育となると、もう時間に割り当てている
ので暑い時間にするので、とってもそれは子供が嫌になるんですよね。そういう枠にはまりきった
教育をしているから駄目なんだなと私は思ったのです。私たちは朝の涼しい時間に収穫はします
よ。暑い時間は休んで、また夕方涼しくなってから収穫もしますよ。ただ大変な農繁期の時はそれ
は日中も働きますよということを言ったんですが、もっともっと山間地へ都会の子供たちを呼んで、
そして山村留学をしてもらいたいなと私は思っていますが、よろしいですか。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。だんだんと時間も迫ります。いま農村政策の３番目の問題に入っており
ますので、そちらのほうを、いまの２番目の問題も含めながらご質問いただきたいと思います。こ
れからの観光というと木を植える観光とか、植えてもらう、あるいは種を蒔いてもらう観光とか、そ
ういうのもいま始まっているので、お金を取れるんです。農業を教えるのがですね。どうぞよろしく、
どちらからでもお願いします。中村さん。  

   



中村委員  

 農村政策で先ほどご発言なさった、ほかにもいらっしゃるかもしれませんが。涌井さんが、条件
不利地域に二、三千億ですむだろうから、そういう配慮をしたらどうかと。それから堀井さんが中山
間地のことを言われました。  

 もう少し伺いたいのは、涌井さんは２段階ということをおっしゃいまして、最初は市町村とか集
落、その次が農家レベルということをおっしゃいましたが、例えばどういうことをするから金をよこせ
というのか。つまり私も基本的には地域でお金をある程度裁量を持って使うというのは賛成なんで
すよ。あまりこの金はこういうものに使わなきゃ駄目だといって渡すというのは、あまり賛成じゃな
いんですけど。しかしそれにしてもおそらく行政としても金をプールするときに、大体こういう方面に
これは使う、何がなんだかわからないけどとにかく 3,000億用意しろといってもなかなか大変だと
思うから、中山間地としてどういうことがしたいのか。  

 それから同じく堀井さんにお伺いしたいのは、先ほどおっしゃった２番目の空気の浄化とか、谷
川とか、山里とか、３番目の生物の存在は大事だとか、これはもう結論出ているんですよ、そのと
おりなんですよ。もう誰もこんなこと反対してないわけですよ。だから改めてこんなことをおっしゃる
までもなく、これは既にある程度の合意ができてるわけです。そうではなくて、その時に例えば空
気の浄化、谷川をきれいにする、国土保全のためには、例えば私は川崎で水道にある程度のお
金を上乗せして、それを払っているのです。わずかなお金です。言ってみれば水源利用金みたい
なものですね。税じゃないですよ。だからそういう考え方が必要なのかとか、そういうふうにちょっと
指摘していただくほうがよろしいんじゃないかと思います。そうすれば次の本答申のときに、そうい
うニュアンスが込められてくると思うのですよ。  

   

湧井九八郎 意見陳述人  

 先ほど木村先生のほうから２番の問題も含めてというお話しがありましたので、若干３番の問題
にも関わることですので話させていただきたいと思うのです。  

 近年、ようやく農業サイドでも農事組合法人とか、有限会社という組織化が急速にというか、積
極的に推進され、また進んできたわけでございまして、そういうなかで実際私ども中山間地におり
ますと、用・排水路管理とか、農道の維持補修とか、土地利用とか、そういう面におきましては農
業者のみならず地域全体で現実にやっているわけでございまして、そのなかにおいて株式会社の
農地取得云々があるわけですけども、なかなか中山間地サイドから見ると、入っては来たが、結
局採算が採れないから荒らしてしまったと、多目的に利用してしまうというような問題が確実に出
てくるんじゃないかというようなことが私どもからは考えられますので、当面は農地取得というのは
適当じゃないというふうにまずお願いをしたいと思います。  

 それから先ほどの２段階方式と言いますのは、実は私も例のふるさと創生事業１億円、継続して
いただきましたけども、随分活用させていただき、現実に全国的に私どもの町も温泉も掘りまし
た。ただその温泉も地域で株式会社を作って、いま管理をしております。そういう意味で市町村と
しましては、あの１億円は非常に価値がありましたし知恵を絞ったと思います。今度はそれを集落
まで降ろして、地域に当分は任せてもらえないかということで、第１段階というふうなお話しを申し
上げました。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。  



   

堀井 修 意見陳述人  

 今ほど２番目、３番目の問題ですけれども、私どもはいまこう考えているんです。かつて自然が
非常に豊かだったころ、1960年ぐらいを考えて、それと今はどのように変わったんだろうか。特にそ
のなかで、先ほどちょっと申し上げましたけれども、トンボだとかカエルだとかといろいろの、それ
は昔の郷愁に陥るということじゃなくて、それを具体的にどのように変わったのかということを一定
程度数値化することによって、やっぱり私はそれに対するカウントが可能だろうと。実際にほとんど
メダカはいないとか、じゃあそれをどのような形で戻す方法論があるのか。山に行けばまだまだい
るわけですから、これらをどのような形で保持をしていくのか。そこを私どもはもう少し真剣になっ
て全国的に調査をしたうえで、それを地域に降ろしていくという一つの方法論としてはいま考えは
持っています。  

 もう一つ、先ほど中村さんがおっしゃったジャンクフードですけど、一つだけ申し上げます。胃は１
つしかないということだけはひとつ承知しておいて下さい。それだけです。  

   

吉崎春治 意見陳述人  

 農業法人の会の会長坂本さんですよね。私は農業の形態というのはいろんな形があっていいと
思うのです。しかし、今までのうちの近くの、うちらの近くと言ったらいいのでしょうかね、２本足、こ
れはニワトリですね。大体は法人でやってました。いま現在、みんな立ち行かなくなって、飼料メー
カーの方に経営権が渡っているのが実際です。  

 それから四つ足、酪農。これは最も農業を肥沃に、有機、安全、いろんなことを考えたときに有畜
農業そのものが基本だと思ってます。しかしさっき肉の話が出ましたね、肉食そのもの、またスナ
ックというのもありますが、これもわからんわけではないんですけれども、そういう意味では今まで
の経過を見たときに、日本の農業のおかれた立場って非常に個々が弱いんですよね。そこでやっ
ぱりいろんな力をお借りしながら法人化していって、いま現在どうかと言えば、卵のことについて
も、四つ足の肉、酪農についても決してそんないい思いをしているような状態じゃないと思ってま
す。  

 これが例えば多角経営に言えば、果樹のことも話を聞かされています。稲作も法人化経営がこ
れから進むところもあるんでしょう。しかし絶対多数はやっぱり家族農業。さっき言いましたように
家族農業が基本です、新潟県の場合は。そうしますと力がないわけです。後継者がいないんじゃ
ないですね。そこで飯が食べられるような条件を整えるという一つの姿がなければ、これまで私41
年間やってきましたけれども、前回の農業基本法、36年から始まってずっときました。またやっぱり
中間とまとめ、非常に評価するものが高いと思ってます。しかしこの先について、やっぱり展望が
どうなるかという大事なところへいくと両論併記になっていて、私は繰り返して言うことになります
が、地域集団で、私は集落と言いたいのですけれども、そこでやっぱり稲作をやるなかで何かを組
み合わせるとか、そういう本来農村の持つ農村社会が機能するという形にしてもらわないと、点が
栄えてもこれは駄目だと思うのです。種を蒔く仕事をする農業者の数がある程度必要だと思うので
すね。適正人口というのでしょうか、農業者というのでしょうか。それがみんな世の中の隅っこに行
っているものですから、みんな親の背中を見て、実際にはみんな去って行ったわけでしょう。農業
すれとは言えない状況に新潟県はなっていると思います。ここから脱却するには、今回のこの新し
い皆さん方の調査会の今度の答申に期待するわけで、おそらく今日ここに大勢の方が来ていると
思いますが、新潟県の農業、元気のある農業などということ、誰も言ってないと思います。気象条
件について適地適作という話がありました。新潟県はいい意味での雪国なのですね。これはやっ
ぱり越後山脈が日本を砂漠から救っているのですよ。そういう意味ではものすごい浄化能力を持
っている水田の機能ぐらいはやっぱり水田を基軸にした農業政策の発展があっていいと思う。こ
れを無視したものは考えられない。さっきちょっと水質の汚濁の問題とか、胃袋の中に入れる話が



出ましたけれども、日本一長い長河が信濃川です。これは全国で一番名高い信濃川ですけれど
も、ここに美田が、越後平野があるわけですけれども、ここが農業として立ち行かないというような
この現実をなんとか新しい農業基本法の中では展望が開けるような姿を提示してもらわないと、
自前でやれというが元気がもうないのですよ、国策として位置付けてもらわないと。ここをひとつや
っぱり私は皆さんにお願いしたいと、こう思います。国策としてある一定のものを打ち出してもわら
ないと、自前で努力せいといってみても、市場原理の中でやれといったって、そんな力がないのが
農業者の実態なものですから。新潟には、信濃川という母なる川を持ってますけれども、非常に水
も汚くなっております。これは農業者が加害者ですよ。農業者が加害者であり、もちろん被害者で
もあります。私は常に言うのです。入って行くと、「お宅の水、一杯ください」。水が下へ行けば下へ
行くほど、水をつくるのにいろんなものを使ってますから、真水ではないですよね。やっぱり自然を
守るためにも新潟県はやっぱり雪と水、緑、さっき中山間地のことを言いましたけれども、蒲原平

野  

……。  

   

坂本委員  

 私に質問だから、ちょっと答えていいでしょうか。吉崎さんのおっしゃるとおりであって、今までの
農業を法人が引っ張ってきたんじゃないですよ。われわれの責任じゃないということは申し上げ
る。今まで誰が引っ張ってきたか。法人が農業の地域農業のすべてを賄う、そんなことできませ
ん。だから法人、家族経営、兼業農家がどうそれを役割をし、また、これから税金の問題があるの
ですよ。すべて価格政策できたんですよ、あなた今まで。それをどうあなたは、何が原因でそうなっ
たかというのをむしろ聞きたいですね。それが法人と言ってもらってはちょっと困る、今日は。そう
僕らは引っ張ってきてないから。  

 ここでわれわれ法人の仲間で考えているのはそういうことであって、これからいろいろな役割を
果たすなかで、要するに経営政策、あるいは所得補償というデカプリングと、そのへんをどう線引
きできるか、農地においてね。なかなかみんな保護してくれ、保護してくれ、自分で自立した農業
やるという手が挙がらないのじゃないかという委員の先生の皆さんのご心配があるからなのです
ね。「よし、おれがやっちゃう」と、だからちょっと保護してくれというような言葉も出る、みんなそうい
うことを日本列島全体で言い出すと、価格政策になるということもちょっと気になるから、いまこうい
うふうに議論しているということで、答弁をする気はないのですけど、大変大事な意見として伺って
おきます。  

   

木村座長  

 そろそろ会場からでよろしいですか。あと15分になりましたので、会場の方でご意見をお持ちの
方、ご発言求められる方、長くは困るので、１、２分程度でご意見なりご質問なりしていただければ
幸いです。どなたからでも手を挙げてください。  

   

矢野氏（安塚町、町長）  

 新潟県安塚町の矢野と申します。町長をやってます。  

 中山間地の議論の中でご提言を申し上げたいわけでございますが、中山間地の現状は先ほど
いろいろお聞きしたり、あるいは先生方はご承知のとおりだろうと思います。そういうなかで一番問
題になりますのは耕作放棄地のこれからの増加の問題でございます。そこで株式会社が農地を



取得するという問題については私は絶対反対の立場で申し上げます。それにもっと議論を深めて
いただくこととして先ほどから議論がございます集落営農とか、あるいは自立をしてほしいというよ
うな問題につきまして、私は市町村が直接農地が取得できるように、一時保有でなくてですね、そ
ういう制度改正、あるいはまた農地法の改正等についてご議論をいただきたい。そういたします
と、私どものような中山間地では先ほどの地域の自立とか、あるいはいま産地、あるいはいろいろ
な農業の良さ、こういうものを行うのに、例えば都市等の交流とかいろいろございますが、それは
まちづくりとか、地域づくりの発想のなかで議論していけば中山間地はまだ成り立つという観点か
ら、そういうものに直接手を下せる、あるいは市町村長、あるいは議会が直接責任を持って農地を
管理保全する、そして農家の方に直接売買、賃貸もできると、そういう市町村に対して責任を持た
せていただくような、そういう農地管理の手法を編み出してほしいというのが私のご提言でござい
ます。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。大変大事なご意見、頂戴いたしました。ほかいかがでしょうか。  

   

石井氏（北蒲原郡安田町、農林業）  

 北蒲原安田町の石井と言います。農林業。私たちは昭和２年生まれですが、産めや増やせ、食
料増産の真っ直中に青年時代を終わりました。いま70歳になってみて、いま独り暮らししてますけ
れども、本当に尊い山林と田んぼというのは人に作ってもらっているわけですが、子供たちはみん
なそれぞれ大学教育終わって就職しているわけです。おばあちゃんは「白鳥荘」へ行っている。特
別老人ホームへ行ってます。兄弟はみんな東京へ行って小さな社長をやっております。高齢化と
きて一番農村のあんにゃたちは本当に死に騒ぎとか、結婚式とか、みんなかぶっているわけで
す。米は安い。私たちも愛国の情熱に燃えてもう少しでおかくれになるところでしたけれども、運良
く長生きしております。日本の将来を、いくら終戦の結果、平和憲法がつくられたけれども、国を守
ることと、教育と、食い物と、外交とか、これは国の責任だと思います。農林省は農民の味方であ
り、日本の国土の大事な農業の指導者であるべきだと思います。聞くところによると、非常に農協
まで五十何人という役人がいるというようなことを聞いております。水田はなぜかというと 290万
ha。90万ha減反の分を全国の各町村に宅地に利用させれば、宅地問題は消化するし、米問題も
それで間に合うというようなことを聞いております。それで農村には嫁がいないと、スリランカの嫁
さんが来て、子供を生んでは帰って行ったりしております。本当にこれから農林省はどうする。希
望を持てる農業指導をしてもらいたいということでございます。それと先ほども提言ございました
が、何年か前に、92年、94年とかけて定期借地法というのが制定されております。市町村あるい
は農協に米野菜だけでなくとも、そういう定期的な借地法を利用して自由に田んぼや畑を所有し
ながら別な方向に、効率のある事業の方法をしたらどうかと、こういうことを私念じております。田
んぼや山であればせがれや子供はいないけれども、おやじがカニの入るようなアパート造れば入
るよというのがたくさんいるそうでございます。とにかく生活に金がかかる。日本の国は大事に守ら
なければならないと思います。以上であります。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。もう一方おいでになりませんでしょうか。  

   

片桐氏（農業改良普及センター）  



 農業改良普及センターにおります片桐と申します。一般公募の堀井さんは先輩でいらっしゃいま
すが、堀井さんがやられている場面を初めて見て、なんか面白いなと思いました。いろいろ女性の
方の意見もあったんですけども、情報公開ですとか、教育という部分もあるのじゃないか。特に吉
田先生も意識を持って来ていらっしゃる方はいいけども、来ない方どうしたらいいか。そちらの人の
ほうが数的には多いですし、コンセンサス、国民的合意をとるというのは、つまりその人たちをどう
いうふうにするかというところじゃないかなと思いました。私は実は農家の出身でもないのですが、
ただ職業として農村の方、特に女性の方、望月さんのおっしゃることはいちいちそうだなと思って
伺っておりましたが、やっぱり農家の方の話を聞いて、ただうんそうだねというふうに聞くだけの立
場じゃなくて、今日こうやって公聴会に参加させてもらいまして、やっぱり選択するための情報をも
ちろんたくさん得るのもそうですけれども、自分でどうやって、やっていったらいいかという判断力
をつける訓練というのも、時間表どおりに、暑いとき我慢して農業体験をさせるのじゃなくて、やは
りそういう部門にも農業・食料問題というのを反映させていただくような政策を望みます。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。  

   

堀田氏（富山市、農業公社役員）  

 富山からまいりました堀田と申します。立場は農業公社の役員をやっております。中山間地問題
でご提案を申し上げたいと思います。  

 やはり平地よりも中山間地がかなり放棄率が高うございます。生産性も上がらないし、担い手も
いないと。そこで私どもの県でもそれをどうにか保全するために耕作を維持すべく農業公社とか第
三セクターをつくって維持してくれという要望を農協と市町村にしておりますが、赤字が出て採算
が合わないということで、なかなか応じません。そこで、第三セクターでそういう農地の保全をする
場合の保護対策を国も県もやっておりますが、合わせてやれるようにすれば国土の保全、それか
らまた農地を守るということからもいいのではないかと、かように思っております。  

 もう一点、公社でも担い手対策をやっておりますが、担い手というのは新規参入者は担保力が
ほとんどございません。例えば何かを開始しようと思っても、いまの金融機関は担保がないと金を
貸しません。農林省は低利なＳ資金なりＬ資金はたくさん予算枠つくりますが、担保がないと借りら
れません。この担保を無担保融資するべく市町村なり県が財源基金をつくって担保しております
が、国もこの際、そういう担保するような基金をつくっていただきたい。そうすれば有効に活用する
のではないかということ、この２点をお願いしておきます。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。それではこちら側で今のご意見に対して、中村さん。  

   

中村委員  

 いまのご意見と言いますか、ほとんど最後みたいなので、ちょっと感想めいたことと、それから私
自身がこれから本答申に向けてどんな心構えでということを、先ほどのご発言にちょっとひっかけ
て申し上げたいのです。吉崎さんのお話しの中で半分くらい、例えば地域でやっていくというような



ことは私よくわかったんですが、ちょっとその前の段階で、地域の中に元気な声は全くない、この
会場に来ておられる生産者の方もおそらく元気な人は誰もいないという発言が、ものすごく私、気
になりました。それは例えば先ほどまた吉崎さんがおっしゃったように、ほとんどが第二種兼業農
家で、お勤めしながら米を作っている。当然、経営面積は小さいでしょう。でもそれは経営じゃない
ですもの。サラリーマンなんだから、それを選択しているわけでしょう。だから、それはそういう選択
のうえに立ったということであって、むしろサラリーマンとして元気かどうかということをその方々は
考えなければいかん問題ですよね。それで農業として例えばさっきおっしゃった地域営農的なこと
でもし元気がつくのであれば、それは私はそういう方向で行くという形で、例えば将来の担い手問
題を考えるという位置付けにしたらいいと思う。そのときに米が基軸であると、新潟は。おっしゃる
とおりですよ。私も新潟にしょっちゅう伺ってますけども、来る度にそういうことを言ってますが、そう
したら国の減反政策が例えばガイドラインが何％であっても、ニーズがあるならば、売れる自信が
あるならば米をお作りになったらいいのではないかと私は思うのです。それは全国的にほかの地
域もそういうふうに考えていくと、結果的に米は過剰になっちゃうから、それはだけど国がどうこう
する問題じゃなくて、農業者自身が、例えば農協なら農協が間に立って調整していくべきものでは
ないかというふうに思うのです。そこにさっき……、それもまた非常に気になるのは、国策が要る
と。国がちゃんと明示してもらわないとやっていけないと、これが私には理解できない。全く理解で
きないですね。国はお手伝いはしたらいいと思います。そこに事務方いますけど、だけど主体は私
は一人ひとりの生産者であり、地域であるべきだと思いますよ。国がなんか指導の方針を決めて
やったらろくなことはないですよ。例えばいま銀行、証券会社見たらそうでしょう。  

   

吉崎春治 意見陳述人  

 地域から発信したものについて応援してくれと、こういう意味なんで、上からこうせいと。自給率
の目標については、それは定めるということについて基本ですけれど、あと地域から発信する、考
えるものについて応援する、こういうふうにという意味です。  

   

中村委員  

 そうですか。それはだから国策とはいわないですね。  

   

吉崎春治 意見陳述人  

 この法律の中と言えば国策ですよ、法律作るのですから。  

   

中村委員  

 支援をしてほしいという意味で。  

   

吉崎春治 意見陳述人  

 そういう意味です。  

   



中村委員  

 三分の二ぐらいわかりました。もう時間ありませんから私の感想は終わります。  

   

木村座長  

 ありがとうございました。そろそろ終わりなんですが、本日大変大事な意見が出ました。いまの町
長さんでしたか、市町村による農地の所有の問題も大事な問題ですし、それから教育の問題も出
ましたですよね。これまた今日はあまり触れられませんが、でも国の文部省とか、あるいは地域の
教育委員会ですね、これのこれからの農業の大事さとか、あるいは親しんでいただく役割を大い
に果たしていただく、これも大事なことですし、それからあまり今日出ませんでしたけれども、女性
が単に家の嫁ではなくて、これも主体ですから亭主との間に契約を結んでちゃんと自分の持ち分
もはっきりさせるということ。これまた大事なことで、田んぼは家のもので男のものだという意識で
は、やっぱり元気出ませんよね。女の人は、男は元気出なくても女は元気がいいのですから。  

   

望月委員  

 ちょっと皆さんに報告したいと思います。今、全国の女性農業経営者会議というのがありまして、
まだ点の状態です。この新潟県にも新発田市にお友達がいますが、昨日も一緒に勉強いたしまし
たが、もう６割が女性が担っているということで、農地もお父さんとの一緒の共有名義にしてほしい
という運動が出てきてます。その勉強会をもう３回しました。昨日もしたんですが、ぜひ遊休農場を
なくす意味でも、お母さんたちが例えば企業を起こしたくても何も自分のものは無いわけです。相
手方に財産の提示をしなさいと言われても、預金もわずかしかなくて財産の提示なんてできない
わけです。それで、何もお母さんが農地の権利をもらって、それを売るというわけじゃないのです。
そういうことじゃなくて、自分の農業していることに誇りを持ちたいので、例えばサラリーマンのお父
さんがいて、お母さんが農業していても、名義はお父さんの名義だ、農地はお父さんのものだ、名
前だというようなことなので、これから点の状態の全国女性経営者会議のメンバーたちが一生懸
命勉強してまして、パートナーシップ法というのを作っていただきたい。パートナーであればそれを
お父さんと一緒に農地を共有名義にしてもらって、もっともっと農業を頑張りたいというお母さんた
ちがいますので、そのことをちょっと報告しておきます。すみませんでした。  

   

木村座長  

 ということでございますね。それで最後に一言ですが、いまロンドンのソーホー街では60メートル
の巨大回転ずし屋が登場いたしまして、 125席あります。これが大繁盛です。ロンドンっ子がやっ
てます。日本人じゃありませんですね。飲み物を運んでくるテーブルも自動ロボットになって、これ
また評判でありまして、４台の大型テレビを備えて、すし握っている場面を常時中継しているわけ
ですね。こういうところには日本の米は高く売れます。つまり、すし米ですね。いま全世界に日本の
すし米の要求が高まっているわけです。コロラドのような山の中でもすしだったら毎日食いたいと、
私の知り合いの教授夫人は言っておりますし、ハンガリーみたいなまた全然海のないところでもす
しパーティーならやりたい。ぜひ目を世界に開いていただきたい。一人ひとりがあまり国を頼り
に……、まあ国もわれわれも国でやっているのですが、国も大事なんだけども、同時に目を開いて
いただければ必ず活路はあるはずです。  

 しかもそう言ってはなんですが、岐阜の白川郷とか、富山の五箇村とか、そう言ってはなんだ
が、最も遅れたところ、ここがいま世界遺産条約の遺産に登録されて、ぱっと光が当たってたくさ
んの人が来るようになりました。それぞれの地域、村、なんか取り柄があるはずなんで、人間と同



じでなんか取り柄があるはずです。今までのことも大事だが、しかし新しい視点をぜひ自分で見つ
けていただければ幸いでございます。  

 それにいたしましても、今日この委員の人間同士が必ずしも意見が一致してないということがよく
おわかりになったと思います。なんとかこの８月頃までに意味のある答申をしたいと思いますの
で、なにとぞ今後ともご助言、ご助力賜れば幸いでございます。  

   

６ 閉 会  

木村会長  

 私どもも本日いただきましたご意見、これを十二分にこれから尊重してまいりたいと存じておりま
す。まことにありがとうございました。  

   

                                （以 上）  


