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１ 開会  

○荏開津座長 時間になりましたので食料・農業・農村基本問題調査会の東海地方の公聴会  

をはじめさせていただきます。  

 天気の悪い中にもかかわらず大勢の皆様方においでいただきまして誠にありがとうござい  

ます。  

   

２ 委員、専門委員及び意見陳述人紹介  

○荏開津座長 私はこの公聴会の司会を務めさせていただきます荏開津と申します。よろし  



くお願いいたします。  

 それでは、最初に本日の公聴会に出席されておられます調査会の委員をご紹介させていた  

だきます。私の右側の方々から御紹介しますと  

  渡辺文雄会長代理でございます。       

  岩田三代委員でございます。         

  淺田健太郎専門委員でございます。      

 次に左側の方々でございますが、        

  坂本多旦委員でございます。         

  富山和子委員でございます。         

  大泉一貫専門委員でございます。       

  船田宗男専門委員でございます。       

 続きまして、皆様の代表と申しますか、意見を述べていただく意見陳述人の方々を紹介い  

たします。本日は、本調査会が去年の１２月に公表いたしました中間とりまとめに対しまし  

て広く国民のご意見を伺うという目的で、いろいろな方から意見を伺っているわけでござい  

ますが、本日は東海地方の有識者５名の方と一般公募に応募いただきました大勢の中から５  

名の方、計１０名の意見陳述人の方からご意見を拝聴いたします。  

 まず有識者として、                    

  農事組合法人若竹理事の窪田清一さんでございます。    

  岐阜地区市民生活協同組合顧問の後藤玲子さんでございます。  

  中日新聞社論説顧問の田村新次さんでございます。  

  東海総合研究所代表取締役社長の水谷研治さんでございます。  

  名古屋青果代表取締役社長の吉田春樹さんでございます。  

 続きまして、一般公募で応募された方々でございますが、  

  日本グリンシステム代表取締役の上田耕三さんでございます。     

  日本交通公社中部国内旅行企画販売部企画課長の佐藤徹也さんでございます。  

  愛知県立農業大学校学生の三輪昌尚さんでございます。   



  主婦の森島 桂子さんでございます。            

  博報堂中部支社マーケティング部部長の吉野琢生さんでございます。      

 以上が調査会からまいりました委員、意見を述べていただきます意見陳述人の方々でござ  

います。  

   

３ 中間取りまとめの紹介  

○ 荏開津座長 意見を述べていただきます前に、私の方からお話をさせていただきます。  

 まず、この調査会が設置されました背景といいますか、これまでどのようにしてやってき  

たかということでございますけれど、現在、世界の経済も我が国経済社会も大変大きな変革  

の時期にあることは皆様も日々の新聞、テレビ等でご承知のことと思いますが、その中にお  

きまして我が国の食料・農業・農村も非常に大きな問題を抱え、いろいろな意味で変わって  

いかなければならない。こういう状態に置かれております。たとえば食料の自給率が非常に  

低い。世界でも一番低い状態になっているという問題でありますとか、あるいは農業をやっ  

ておられます方がだんだん年をとられて、昭和１ケタの方が相当今でも日本の農業を支えて  

おられるわけでございますけれど、皆さん７０歳に近くなってこられているようなこと。そ  

れに伴いまして、  

農地、日本には非常に乏しい面積しかございませんけれど、その乏しい農地が作付されない  

ままに耕作放棄されて荒れていっているということなど、いろいろな問題がございます。  

 ２１世紀も間もなくまいるわけでございますけれど、世界全体としましても人口・食料・  

地球環境・エネルギーといった問題が、グローバルな観点、地球全体からも問題になってい  

るわけでございますけれど、日本の食料・農業・農村の問題もこういったグローバルな問題  

と無関係ではない。２１世紀を迎えて、こういった大きな背景の中で日本の食料・農業・農  

村問題を考え直す。２１世紀にはどうやっていくのかという新しい方針を出さなければなら  

ない。そういう時期に来ておると思います。  

 このようなことから昨年４月、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た。これに似たような調査会がありました。昭和３０年代の初めでご  



ざいますから、３０何年前でございます。現在、農業基本法という法律がございますが、そ  

のときもこれと似たような調査会の議論を反映しまして、昭和３６年、１９６１年にできま  

したのが現在の農業基本法でございます。  

 この調査会は４月に発足しまして、昨年１年間、春から秋まで議論を行ないまして、１２  

月に中間取りまとめを公表いたしました。皆さんのお手元に資料が配付されていると思いま  

すが、「考えよう明日の食料・農業・農村―食料・農業・農村基本問題調査会中間取りまと  

めの概要」という資料でご説明させていただきたいと思います。  

 中間取りまとめの内容も簡単にご説明いたしますが、この中に調査会で議論をいたしまし  

てなかなか議論が一致しない部分、まとまらない、対立する論点、意見の分かれる論点、重  

要なことについて意見が分かれているところがございます。これを皆さんにご紹介した上で  

各方面のご意見を伺いまして、本年夏頃までに調査会としての最終答申を取りまとめたいと  

考えているわけでございます。  

 皆さんのご意見を広く伺うということで調査会におきましては昨年１０月、中間取りまと  

めをまとめる前に札幌、仙台、岡山、熊本の４カ所で地方公聴会を開催いたしました。  

 そして、１２月に中間取りまとめをまとめたわけでございますが、取りまとめと申しまし  

ても結論が出ていない、意見が対立している論点もございます。こういった点につきまして  

皆さんのご意見を伺いたいということで、東京、新潟、名古屋、京都の４カ所で開催するこ  

ととしたわけでございます。  

 本日はこれらの点につきまして、後ほど意見陳述人の方のご意見もいただき、また委員と  

の間で意見交換もさせていただきたいと思っております。  

 本日の進め方でございますけれども、最初に意見陳述人の方々からご意見をいただき、そ  

の後で調査会の委員との間で意見の交換をしていただきたいと思っております。また、時間  

の許す限り会場の方々のご意見もいただければと思っている次第でございます。  

 今回、非常に多くの方から意見陳述人の申し込みがございましたけれども、時間の都合で  

先ほどご紹介しました５人の方々に絞らせていただきました。申し込まれた方々には誠に申  

し訳ございませんけれども、時間の制約もございましたのでよろしくお許しいただきたいと  



思います。  

 なお、本日は農林水産省から大臣官房企画室の伊藤参事官が出席しておられます。  

 まず「考えよう明日の食料・農業・農村―食料・農業・農村基本問題調査会中間取りまと  

めの概要」というパンフレットをお開きいただきたいと思います。これはごく簡単に取りま  

とめたものでありまして、最初に左側に「食料・農業・農村を考える基本的な視点」と書い  

てございますが、こういうような点から物を見なければいけない。１つは、人口とか食料は  

環境、エネルギーなどと並んで地球全体として考えなければならない問題である。日本の農  

業・農村は地球全体から見れば小さな部分でありますけれど、こういう全体の問題を背景に  

置いて考えなければいけない。  

 その次に、２１世紀は持続的社会の形成が求められると書いてございます。つまり、日本  

は今は景気は停滞しているわけでございますけれど、ずいぶん長年に渡って大変な経済成長  

を遂げてきたわけでございますが、これがこの先どういうふうになっていくか。安定して伸  

びていくことができるかどうか。持続性という問題でございます。食料につきましては特に  

２１世紀になって食べる物がないというようなことにならないようにということが大変大事  

な問題でございます。  

 農地や森林、水というものは日本人の生活する国土にとって非常に重要なところである。  

こういったようなことが書いてございます。  

 中間取りまとめの内容はいろいろございますけれど、幾つかの対立する点について簡単に  

ご紹介させていただきたいと思います。「日本の食料は大丈夫？」というところがございま  

すが、２１世紀になって日本人が食べ物に困るようなことはないかどうか。これが食料政策  

の根本でございますけれど、この点につきましては日本人の食料は国内で生産することがど  

れくらい大切であるか。外国から安い物を買ってもいいか。外国から買う食料にどの程度依  

存していいか。これらが一つの論点でございます。これについて、今の平和な世の中である  

から自由貿易原則に従って外国から小麦その他の食料を買っていいのだという考え方と、で  

きる限り農地を活かして日本人の食べる物を生産すべきであるとする考え方があります。  

 これに関連しまして、食料自給率をどう考えるか。非常に低いわけでございますけれど、  



どう考えるかという観点がございます。これについては後ほどご議論があろうかと思います。  

 もう１点は、「これからの農業の目指す道は？」というところがございますけれど、農業  

をやっている人がだんだん年をとり、数も少なくなって、農地が荒れていく。こういうよう  

な状況の下で、やはり大規模な経営を育てていかなければいけない。熱心に農業をやる人に  

農業に入ってきてもらわなくてはならない。こういうことがあるわけでございますが、これ  

に関連しまして一つの大きな論点は、これまで日本の農業は家族経営、農家が農地を持って  

経営するというスタイルでございますけれど、だんだん会社経営ということにもなってまい  

ります。  

 その中で、株式会社は農地を持ってはいけない制限があるわけでございますけれど、株式  

会社が農地を持ち農業を経営するということをどう考えるか。これを株式会社にも大いにや  

ってもらいたいとこのように考えるか、それとも特に農家経営、家族経営を基本にして考え  

るかというところに一つの論点がございます。  

 最後に、農村はこれからどうなっていくのかという問題でございますけれど、愛知県にも  

ございますし近畿圏、岐阜県、三重県など、過疎化していく山村をどうするのか。これにつ  

いて、そういう所には政府がお金を出して、中山間と言いますけれど、条件の悪いところの  

農村社会を維持していった方がいい、そのためにお金を出すべきだ。その出し方についてい  

ろいろ議論がございますけれど、そういう意見。それから、必ずしもそういうふうにはしな  

い方がいいという意見とがございます。また、お金を出すことには賛成であっても、出し方  

をどうするかというあたりについて意見の分かれがございます。  

   

４ 意見陳述  

○荏開津座長 これらの点につきまして、これからまず意見陳述人の方々にご意見を述べて  

いただきたいと思います。  

 それでは、時間が限られておりまして１人５分ということで、短い時間でお願いしてござ  

いますので、要点を簡潔に述べていただきたいと思います。まず有識者５名の方々からご意  

見をいただきまして、続いて一般公募の方々からご意見をいただきたいと思います。  



 それでは、窪田さんからお願いいたします。  

○窪田清一氏 ただいま紹介いただきました若竹の窪田です。私たちは水稲、麦、大豆を９  

名で２００町歩ほどやっている生産農家であります。  

 今日は２つの提案をしにまいりました。まず１つは、自給と低コストにするためにはとい  

うことで、転作面積の渡し方。毎年１１月過ぎに私たちの方に面積が来るわけですけれど、  

それを５月までに私たちの所に来ていただければ生産向上、１０アールあたりの収量が上が  

りますし、１０アール当たりの収量が上がればコストも下がります。ですから、遅い転作面  

積の割り当てではなく、早い時期の転作面積を与えていただければ私たちはもっと自給率の  

向上と、低コストになっていくと思います。  

 もう１点ですけれど、私たちは農業は企業に大きな貢献をしているものだと思います。と  

いいますのは、田畑を耕すことによって、会社に働きにいく人たちが行き帰りに田圃を見る  

ことによって、会社に行ってからもこういう形になっているのかということを心の中に置き  

ながら仕事をやっていただければ生産は上がってくると思います。これがもし輸入に頼って  

いきますと、私たちも農業を続けることができません。そうすれば農地は当然荒れてきます。  

荒れてきた中を会社員の人が行けば、どうしても「こんな荒れた所を通ってくるのか」とい  

うことを思って通勤されると思いますので、ぜひとも農地を荒らさない。それによって環境  

も守られますし、国土ということに対しても保全という、これを強く私たちは希望しており  

ます。  

 ですから、コメが余っているから輸入すればいいという甘い考えでなしに、やはり企業と  

密接につながっているのだということを常に考えていただきまして、これからの農業を進め  

ていっていただきたいと思います。以上であります。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。それでは、続きまして後藤さんお願いいた  

します。  

○後藤玲子氏 あまり時間もありませんので端的に申し上げたいと思いますけれど、まず、  

この４つの論点は本来相互関連があることですから、１つ１つ、あれはあれ、これはこれと  

いったように切り離して考えることはできない問題であろうかということを思っております。  



 その中で特に、私は２４年間、消費者としていろいろな活動をやってきました。そういう  

立場から申し上げたいことは、食料の自給率についてまず申し述べたいと思います。  

 食べるということは簡単に言えば生きることの基本だと思っておりますから、食料そのも  

のは生きることの基本だという視点で考えますと、結論を申し上げれば自給率は政策目標の  

基本に据えられるべきものではないかと思っております。生きていく上で、私は一方で家庭  

の主婦でありますから、食料が見通せることはやはり大きな安心感といいますか、生きてい  

く上で一番大切な安心感を得ることだと思っております。  

 ただ、この中で言われております問題点、いろいろ云々されているようですけれど、私は  

いろいろな活動の中で知り得たことの範囲で言えば、食べることの満足の要素というのはい  

ろいろあるのですけれど、たとえば農業との関係で言えば身近な所で作られる状況がわかる  

物、作る人の顔がわかること、地域とのいいつながりができる。たとえば水、環境、緑、い  

ろいろなことがありますけれど、それによって地域関係が持続できるといったことまで思い  

致したものが、もうひとつ大きな満足感につながっているのではないかと思いますと、これ  

からと言いますか、満足の価値観も多少変わってきているのではないかと思います。  

 たとえば自給率の問題にしても、大きなことで考えますとなかなか難しいのでありましょ  

うけれども、たとえば県といったような範囲で身近な目標を作ることで消費の可能性をきっ  

ちり見ていくことができればいい展望が開けるのではないかと思ったりいたします。  

 私ども実は、１５年ほど前なのですけれど、岐阜県産の大豆でお豆腐を作っておりました。  

非常に高い支持率を得ましてやってきたのですけれど、ちょうど７、８年前、岐阜県産が非  

常に生産減になりまして、それが不可能になりました。そういったことで国内産に切り替え  

ておりますけれども、今でも生活協同組合の事業の中での取り組みでも、価格は１対２．５  

くらいの割合で、月々大体６万丁くらいの注文があるというような大切な商品に今でもなっ  

ております。これは国産ということでやっておりますけれど、そういった意味では安心の価  

値というものを、私たちは消費者といえども再生産していくべきではないかということを思  

っております。つまり生産の現場と消費の現場を近づけることがそれを可能にしていく元で  

はないかと思っております。  



 そういった意味では、１番にあげられております国内農業生産を基本として基本法のなか  

に位置づけられて作られていくべきではないかと思います。農業そのものについては、たと  

えば工業に比べまして経済社会がどう見ているかということでは確かに今までは低かったか  

もしれませんけれど、一方で消費者も選択をする人になっていたのではないかということを  

反省する、現場から遠ざけられたということもあるのですが、そういったこともあると思い  

ます。  

 しかし、今、消費者も生産を考えるところに来ているということは大方の見るところであ  

りますし、私どもも作る現場を通して、事例を通して生産の喜び、悲しみ、怒り、そういう  

ものを実際の事例を通して感じることで、もっと大きな可能性としての発展をしていくので  

はないかと思っております。以上でございます。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。続きまして田村さんお願いいたします。  

○田村新次氏 私は中間取りまとめの抜粋を読ませていただいた感想のようなことを述べた  

いと思います。こういった問題を考える場合の考え方の問題ですけれど、３つに分けて観と  

学と術、観というのは世界観、国家観、国土観の観でございます。学は経済学、農学、社会  

学といった学。術は技術、テクニックの術です。  

 この観点から言うと、一番問題としてなぜ両論併記になるかということは観のところでな  

る可能性が大きいと思うのです。右肩上がり時代が終わって右肩下がりになるのは、資産イ  

ンフレがつぶれたということもありますけれど、原因のかなり大きな部分が人口の偏在、２  

０世紀後半の高度経済成長によっていわゆる工業化社会が進むにつれて人口の大移動があっ  

た。その結果、首都圏に３５％の人間が集まるとか、あるいは関西圏に２５％集まるという  

ことになって、７５％が都市人口になった。そういうことから人口が偏在する。人口が偏在  

すると核家族化、核家族化のために少子化を招く。少子化のために個人消費が伸びない。少  

子化がどんどん進行中であります。  

 それに伴って、教育の問題も、最近の荒れる中学生、ムカつく、キレるというのは、あれ  

は都市の学校の話で、私は岐阜県の中山間部あるいは三重県の中山間、愛知県の三河の中山 

間を歩いて、３０代のお母さんに話を聞いてみますと、大体子供の数は３人が普通です。３  



人以上、４人、５人の方もいらっしゃいます。都会では一人っ子あるいは２人です。  

 そういった中山間がどんどん過疎化してまいりました。挙家離村、家を挙げて村を離れる。  

国土庁の予測調査によりましても５年後、１０年後と、どんどん中山間の集落が消えていく  

ということです。１軒や２軒残ってもおれないということです。１０年後には２，０００集  

落が消えるという話であります。  

 そういったことを、アダム・スミスの言う、経済というのは見えざる手に導かれて収まる  

ところに収まるのだ、心配することはない、それでいいのだ、市場原理で結構なことじゃな  

いかと、そういうことでいいのか。これを防ぐにはやはり国として手を打つ必要がある。  

 それから、中山間部の大きな悩みはお嫁さんが来てくれない。お嫁さんは岐阜県などの場  

合、中山間部で聞きますとフィリピンのお嫁さん。青森県のリンゴ農家に行くとロシアのお  

嫁さんというようなことで、こういうところから、中山間部とか農村から国際化が始まって  

いる。そして、少子化、人口の減少も、あるいはこういうことによって歯止めがかかるのか  

なと思ったりもいたします。  

 農業というのは一体何なのか。あるいは、農村あるいは山村、そういうものは一体何なの  

かということを考えますと、大規模が必ずしもよくない。平地だけの話で、山間部では林業  

とか農業がモザイクのような生き方をしなければ生きていけないと思います。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。それでは、続きまして水谷さんにお願いい  

たします。  

○水谷研治氏 東海総合研究所の水谷でございます。  

 私は、食料は最低限を自給すべきであると感じています。そして、そのためには国内の生  

産活動を活発にしなければいけない。  

 そのためには、農業をもっと自由化した方がいいのではないかと考えております。食料の  

安定的な供給ということを言われるのでありますけれども、安定の基準は何かと申しますと、  

かなり贅沢な程度での安定ということは必要ないと思っておりますが、現状この程度の自給  

率は最低限を下回っていると私は思っております。国際環境にもしものことがありますと、  

輸入が途絶いたします。それでもやっていかなくてはいけません。やっていけないとなりま  



すと、国際的な取り引きの場におきまして食料の問題で大きな妥協をしなければならないと  

いうことも出てくるのであります。それは好ましいことではないのでありまして、最低限必  

要な分はどの程度かということになりますと、私は今の自給率をもっと上げるべきだと思っ  

ております。  

 それが供給されるためには生産活動がもっと活発でなければならない。そういう意味で、  

農村の集落の問題が出てくるのでありますけれども、しかし、それと直接関係をさせない方  

がいいのではないかと私は思っております。農業の活発化のために農業従事者の保護という  

ことに重きが置かれ過ぎたのではないかという感じを持っております。生産の維持向上のた  

めに直接支援するということがかえって合理化の意欲を失わせるということもございまして、  

結果的に生産性の向上を阻むということがございます。  

 そして、この地域におきましての農業を見てみますとかなり活発にやっている、実際に農  

業が成り立っているという分野がたくさんございます。規模の問題も一つはあります。それ  

から、規制の問題があると思います。その意味におきましては、ここで言われますところの  

いろいろな規制を撤廃いたしまして、規模的にももっと大きな規模でやるということになり  

ますと、かなり違ってくるのではないだろうかと思います。  

 にもかかわらず、それでもなおかつ確保できないということになりましたら、その次に考  

えるということはあるといたしましても、従来の農業政策は農業従事者の保護にあまりにも  

力が注がれていたために、自らの意欲をそぐということになったといたしますと、本来の目  

的からはずれてしまうのではないかという感じがするのであります。農業は、農業従事者、  

それから集落の問題がございまして、おのずから社会的な施策というものと結び付きます。  

結び付き過ぎるのではないか。それによって焦点がぼけているといたしますれば、今後の日  

本国民の食料供給にとって大変な問題である。そういった観点から根本から考え直す必要が  

あるのではないか。このように考えております。ありがとうございました。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。それでは次に吉田さんにお願いいたします。  

○吉田春樹氏 名古屋青果の吉田でございます。私も皆さんと一緒に勉強させていただきた  

いという気持ちで来させていただきました。  



 意見真っ二つということでございます。それだけ深いテーマであったということかと改め  

て思ったわけでございますけれど、位置づけに関しては私は無制限の輸入増大は反対である  

という意見の持ち主であります。  

 市場原理だけを農業に取り入れますと国内の野菜は３分の１、果物においては２分の１が  

輸入になると聞くわけでございます。まして生鮮産品以外の加工品、ドライフード、ジュー  

スといった輸入食品はより大きなウエイトを占めていることは皆さんご案内のとおりであり  

ます。  

 このパンフレットにもありますように、世界的に人口が増える、そして経済も発展する。  

中国が２０１０年には、今は輸出国であるけれど、輸入国になる。いわゆる中国の需給バラ  

ンスが逆転するわけでありまして、輸出国から輸入国になるという話を聞いております。い  

くら外交を進めても、やはり自分の国が食料不足になりますと自分の国を中心に考えるとい  

うのが常でありますから、輸入に頼り過ぎるという形を今から持ち続けることは大変リスク  

があるという意見を私は発表させていただきたいと思います。  

 確か昭和４８年、大豆の輸出をアメリカが日本に対して迫ってまいりました。日本のお味  

噌、醤油に大きく影響したことは皆さんご存じのとおりであります。一般の物づくり、工場  

においての市場原理の中で効率を考えることによって、輸入の部品メーカーから調達して安  

いコストで作るというメカニズムがあると思いますけれど、食料品、我々の生活の糧である  

ものに関しては市場原理で効率だけを考えてもいいものだろうかと私は考えるものでありま  

す。  

 確かに国民負担が大きくなるわけでありますけれども、リスクを伴わないようにするため  

にはそうした考え方がぜひ必要であると思います。自給率に関しても、米と麦といもと魚だ  

けですと自給率は７０％と聞くわけであります。果してどれだけの消費生活、カロリーを下  

げることによって、いわゆる安全保障、有事のときに自給率をキープしていけばいいのか。  

こういう平和なうちに皆さんの意見を聞きながらガイドラインを決めて、それに対する体制  

の準備だけはしておくべきであろう。ただし、自由経済ですから、我々がこれだけのリッチ  

な食生活をしている以上、大変大きなテーマであり、ゆっくり考えなくてはいけない。ただ  



し、基本的には輸入を無制限に増やすことはいけないのではないかということを皆さんと考  

えなければいけない重要な点であります。  

 それから、株式会社の話であります。株式会社と申し上げましても、トヨタ自動車、新日  

鉄という超大資本の株式会社から零細企業、町工場まで株式会社です。今、農業界で法人化  

をした、こういう成功をしたということを聞きます。しかし、大きな株式会社の世界から見  

ますと完全なる零細企業です。株式会社というのは名ばかり。それが土地を持ち大資本が参  

入してくる。悪く言えば営利だけを追求する資本家が農業に参入したら、まして外国資本が  

入ってきた場合どうなるか。今、一生懸命農業をして、法人化までして、そして小さいけれ  

ど新しい発想で明日の農業、そして専業農家として生きていこうという若い芽、新しい芽が  

出ているものを真っ先につぶしてしまうのではないかという危険を持っております。  

 そういう意味において、放っておきますと野放図になってしまうという感じがするわけで  

あります。４番目の問題は機会があったらお話しさせていただきたいと思います。以上であ  

ります。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。以上５人の方々がこちらからお願いいたし  

まして、各界を代表してご意見をいただいたわけでございます。  

 次に一般の方々から応募していただきまして、ご自分のご意見を述べていただく５人の  

方々にお願いしたいと思います。上田さんからお願いいたします。  

○上田耕三氏 上田耕三と申します。どうぞよろしくお願いします。水耕栽培のミツバを中  

心に水稲も作っているわけですけれど、今日は両論併記の３番目、吉田先生も言われました  

が、株式会社の農地権利の取得については私は賛成であるということで発言させていただこ  

うと思っております。  

 農家の立場で私が考えることなのですけれど、農業は家族経営の形態が多く、相続のとき  

に農地の売却が必要になり、経営基盤の農地の減少を余儀なくされることがあります。しか  

し、会社形式であれば相続をする必要はない。そういう観点なのですけれど。  

 経営を継続して続けていける。こういう大きなメリットが会社組織にした場合は出るので  

はないかと思います。意見としてすでに出ておりますが、他産業から農業に参入してもらう。  



その場合、他産業の持つノウハウを農業の分野で活かしていただければ農業全体のレベルア  

ップになるのではないか。このように思っております。  

 それに、株式会社では優秀な人材が集まると思います。家族に後継者がいない場合であっ  

ても、家族以外の人に経営を任せることによって継続していくことができる。株式会社の経  

営はそのようなことで望ましい考え方ではないかと思っております。  

 他産業が入ることで土地利用制度の充実とか農地転用制度の強化などを図っていただきま  

して、参入規制をするということは適当でないと思います。  

 農業は自然相手でありまして、我々農民は水の管理とか環境面で自然との闘いを心得てお  

ります。他産業から参入した場合は、地域とのコミュニケーションを図り、地域への貢献を  

念頭に置いた活動をしていただく必要があると思います。  

 もう１点ですけれど、農業の担い手不足ということがありまして、高齢化による遊休農地  

の貸借の推進などの施策が必要ではないかと思います。貸借もちょっと突飛な考えなのです  

けれど、農家同士ではなくサラリーマンの方が土地を持たなくても農業ができる環境、窓口  

とか機関の設置を図っていただければもっと農業が活性化して、農業が面白くなってくるの  

ではないか。このように考えております。以上でございます。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。それでは続きまして佐藤さんにお願いしま  

す。  

○佐藤徹也氏 日本交通公社の佐藤でございます。私、旅行業に従事する者としまして、今  

回のテーマの事項でいきますと４番目の中山間地域における直接所得の補償、ないしは振興  

ということで意見を述べさせていただこうかと思います。  

 まず、旅行の傾向ですけれど、ヨーロッパを中心としましてもろもろの体験ツアー、皆様  

ご存じのエコツアーですとかソフトツーリズムというものが普及してまいりました。日本に  

おいても休日が徐々に増えております。余暇の増大ということで、特に都市に住まれる方々  

におきましては農業体験、たとえば田植えですとか、リンゴですとかミカンの植林、ないし  

はそれの収穫。こういったものへの興味は徐々にではありますけれども増加する傾向にある  

と思います。  



 とはいうものの、それに対しての受入先と言いますか、実際にお泊まりいただく施設。こ  

れについてはまだまだ不足をしております。ということで、農家の方々に民泊、俗に言う民  

宿等のインフラ整備をしていただく。特に農閑期に体験用プログラムを作っていただくとと  

もに、そういった民泊の条件整備をしていただければおのずと農家の方々の所得の増加にも  

つながるのではないか。このように思っております。  

 ただし、そうはいうものの、そんなに簡単なことではないと思うのですけれど、これだけ  

旅行が身近なものになってきますと、我々がよく言うのは人間に必要なもの、衣食住は当た  

り前と言われていますけれど、その次に最近は旅行というものが来ているかと思います。そ  

の中でも、旅行をされる方々におかれましては一般的な旅館ないしはホテルにお泊まりいた  

だく方が多いかと思いますけれど、あまりにもそうした施設が身近になり過ぎてしまったた  

めに、たとえば１週間体験されるうちに毎日、こういった言い方は失礼かもしれないですけ  

れど、民泊をさせていただいて体験するということでは若干心残りになるかなということで、  

たとえば最終泊には大浴場があって、お膳のお料理が食べられる。要は１週間いろいろな体  

験をして最後に、ご苦労様ということでのんびりしていただく。こういった施設の存在も必  

要ではないかと思います。  

 ということで、特に行政の方々への依頼事項ということになるかと思いますけれど、体験  

のこういったプログラムをお作りいただくとともに、受け入れしていただく農家の方に統一  

的に周知徹底をしていただければと思います。というのは、たとえば田中さんの家に泊まっ  

たときには非常に懇切丁寧にご指導いただいた。ところが佐藤の家に行ったら、勝手にやり  

なさいと、時間になったらお食事を出していただいて何をやったかよくわからないというこ  

とになってはいけないと思いますので、ぜひともこういった対応については統一的な周知徹  

底をお願いしたい。合わせて、先ほど申しましたように最終泊には少しのんびりしていただ  

くということで、そういった受入施設の設置をご検討いただければと思います。合わせまし  

て、こういったプログラムを組み立てていっても、正直申しましてなかなか一般の方々に浸  

透するには時間がかかるかと思います。  

 ということで、ぜひとも、我々エージェントということになりますけれども、皆様が旅行  



する際にはやはり旅行会社のパンフレットをご覧になって旅行に行かれる方が多いかと思い  

ます。ということで、こういったパンフレットをご活用いただくために、ご提案がありまし  

たらぜひ、諸々の情報を極力前広に、というのはこういったパンフレット類を作るにも半年  

近くの時間がかかりますので、前広に、なおかつ柔軟なご提案をいただければ一般の方々に  

ご紹介ができるかと思いますので、ぜひともお願いしたいと思います。以上でございます。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。続きまして三輪さんにお願いいたします。  

先ほどもご紹介いたしましたが、愛知県立農業大学校で学んでおられます学生さんで、本日  

一番若い方のご意見でございます。  

○三輪昌尚氏 人口増加に伴う食料不足は世界中のあちこちで毎日のように報道されていま  

す。その中でも、アジア、アフリカといった発展途上国は深刻な状況下にあります。一方、  

日本では年々子供の数が減少し、高齢者が増加しています。この原因は１つは医療技術の進  

歩、もう１つは日本の飽食があります。  

 先進国である日本は、富の力を使い他の国から多くの食料を安く仕入れます。そして、１  

日３食食事をします。そのため、貧しい国々では飢餓を強いられ、毎日のように倒れていき  

ます。日本はすべての食料を自給することは、環境や気候上無理ではありますが、今の状況  

から自給率を上げることは可能です。経済大国であるが故に、他の先進国並みに国内自給率  

を向上させるべきです。  

 日本の農業で唯一、自給率１００％を超えている食料があります。それは水稲、米です。  

ここ４年連続豊作で、昨年１年だけでも３７０万トンもの米が倉庫に眠っています。また、  

昨年は食糧法施行２年目で、自主流通米の価格も大幅に低下させました。政府は国内産の米  

の在庫を２００万トンまで縮小し価格低下に歯止めをかけるため、転作目標面積の拡大、い  

わゆる生産調整政策を今年も行なうことにしました。そして、農家は全国とも補償制度への  

加入が必要になりました。この全国とも補償制度は、生産調整１００％を行なった生産者に  

転作面積に応じて助成金を支給する制度です。この制度はＪＡが中心となって、地域農業の  

振興に一番重点を置いています。そのため、私の住む海部郡立田村船頭平地区でもこの全国  

とも補償制度加入についての話し合いが先日ありました。結果はまだ出ていないのですが、  



今のところ地域加入ではなく個人加入の方向で話し合いが進んでいます。  

 我が家は毎年、水田を転作し、ピーマン、ホウレンソウなどを栽培しているので、全国と  

も補償制度に加入しこの土地を充てたいと考えています。まだ我が家のように専業農家は転  

作をし作物を栽培することができます。しかし、兼業農家では転作する手間がありません。  

全国とも補償制度の中には兼業農家でも安心して転作できるように、調整水田とするか、ヒ  

マワリ、コスモスなど土地改良通年施工や保全管理とするかの選択ができるようになってい  

ます。そこで、このような休耕田を都会で農業をやりたいという人々に貸し与えてはどうか。  

そして後継者を育成してはどうかと思うのです。  

 ここで、私が１つ疑問に思ったことがあります。それは、とも補償制度の話し合いの中で  

中心となっているＪＡ関係者の方々が１人も参加しなかったことです。関係者が１人でも参  

加していれば地域加入の方向で話し合いが進んでいたかもしれません。また、私の住む立田  

村は全国でも三本の指に入るレンコンの産地です。最近では中国から安いレンコンが輸入さ  

れるようになりました。それを迎え撃つ手立てとして全国とも補償制度を使うことにより地  

域農業の振興を図ることができます。最近少なくなってきた農業後継者の育成をすることも  

できます。  

 我が家は個人で栽培・出荷をしています。自分たちの意見も言えずに、勝手にやってくだ  

さいと言わんばかりの態度です。最近、有機農業という言葉をよく耳にします。数年前から  

消費者は、安価なものから良品質のものを求めるようになってきました。我が家の栽培して  

いるホウレンソウも低農薬を売り物にしています。だからといって急にできるものでもあり  

ません。それには堆肥を入れ、土を肥やすことです。これは環境保持、土壌保持につながり  

ます。私の住む立田村でも畜産農家が数多くあります。最近では住宅が建ち並び、臭い等の  

苦情が後を絶ちません。そこで畜産農家と協力し、田畑に堆肥を入れることによりリサイク  

ルができ地球にも優しくなります。我が家でもホウレンソウ栽培、水稲に堆肥を使い、冬で  

も水田が青々としています。  

 輸入の増加は経済の安定につながります。しかし、私たち後継者の国内生産意欲を減退さ  

せるだけでなく、国土の悪化にもつながります。環境保全の面からも国内農業生産は大切で  



す。個人経営をしているとなかなか自分の意見を他人に伝えることができそうでできません。  

そして、行政と農家との距離をとても長く感じます。農家の意見を伝える機関を作ってほし  

いです。個人経営者の中には夢やロマンを求めて手間暇かけて経営している人たちもいます。  

私の父も脱サラの一人で、夢やロマンを追いかけてこの職に就きました。今後の農業者育成  

のためには、もっと学校教育の中で農業関係の知識を教育することも必要ではないでしょうか。以
上です。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。続きまして森島さんにお願いいたします。  

○森島桂子氏 平凡な主婦がこんな所に立ちまして非常に緊張いたしております。何も知ら  

ないことは恐ろしいことだとさっきおっしゃいましたけれど、そんな何も知らない主婦とし  

て私なりに思っていることを述べさせていただきます。まとまりがなくお聞き苦しい点もあ  

るかもしれませんが、どうぞお許しくださいませ。  

 私は国内農業生産を基本として位置づけるべきであるという意見に賛成しております。理  

由としては、世界の人口が毎年７千万人ずつ増加している現在、やがて食料不足に陥ること  

は目に見えています。また、世界の総人口の２割が世界の食料の８割を消費しているという  

現在、そして退化していく土壌は毎年５０万から７０万ヘクタールと言われています。  

 このような中で、食料輸出国が供給不足となり輸出をストップしてしまうことが考えられ  

るということで、豊かな食事に慣れてしまった我が国民が容易にその生活習慣を変えること  

は難しく、過去のオイルショック、先ほど吉田さんがおっしゃいました大豆のストップ、米  

不足のときのようなパニック状態は目に見えていると思います。  

 国際協調の時代だからと言って、発展途上国の経済を乱すような買い付け方は非常によく  

ないと思います。先ほど言いました米不足のときに、米の輸入を急激に増したためにアジア  

諸国の国内供給のバランスを乱れさせ、挙句の果てにそれまでして輸入したお米を抱合わせ  

販売で無理やり買わされて、口に合わないというので公園の隅にこっそり捨てられていたと  

いう話も聞きました。そういう態度は非常に恥じなければならないと思います。捨てるまで  

して食料を輸入する変な国ということも聞いたことがあります。  

 また、農業に生き甲斐を見出し、これまで苦労してきた人々が安価な輸入品に太刀打ちで  

きなくなられて農業を放棄されるというようなことも非常に恐れております。安い人件費と  



農地を求めることで、海外で農産物を作ることは工業の空洞化ならぬ農業の空洞化となって  

しまい、国内の自然の荒れる元となると思います。一度荒れた土地は元になかなか戻りませ  

ん。農業技術も継承されていかなければ途絶えてしまいます。農業経営の安定化が望まれま  

す。  

 輸入物に比べ国内生産はコストが高いということがありましたが、作っている人が見える  

という満足感ということを後藤さんがおっしゃいましたが、やはり食物汚染とかいろいろな  

ことを考えますと作っている方が見える減農薬農法とか品種改良によって病害虫に強い品種  

づくりに取り組んでいらっしゃる農家の方が生産されたものを安心して求めているのが私た  

ち消費者です。  

 私は農政モニターとして過去に岐阜県大垣市のアイガモ農法とか、岐阜県のちょっと覚え  

がないのですけれど、害虫の性ホルモンを利用してトラストに集めて駆除しているという低  

農薬農法のキャベツ畑なども見せていただきました。必要な食料全部を国内で賄うことはと  

ても無理なことだとは思います。でも、できるだけ我が国が自立できるよう、消費者である  

私たちが農業に対する姿勢を変えていかねばならないと思います。  

 ここに来てらっしゃる富山和子先生がおっしゃっていますように、私たちは誰に養われて  

いるか謙虚に考えなければいけないと思います。農地が荒れたり自然が荒れたりしないよう  

に、そういうことをしっかり考えてこれからの農業を私たち消費者も皆さんと一緒に考えて  

支持していかなければならないと思います。そして、家庭の主婦としてできることは物を粗  

末にしない。安いからといってたくさん買い過ぎて冷蔵庫で眠って廃棄処分にするのはゴミ  

問題にもつながります。そういうことのないように、必要なだけの食料をもったいないと先  

輩たちが言いましたが、そういう精神を子供たちに植え付けていけるように家庭生活の中で  

もしっかり考えていきたいと思います。以上でございます。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。それでは、最後になりましたが、吉野さん  

の方からお願いします。  

○吉野琢生氏 博報堂の吉野でございます。私は毎日いろいろなクライアントの方と、マー  

ケティング戦略とかコミュニケーション戦略といったことを仕事にしているものですから、  



そういった戦略みたいなことで考えてみたいと思うのですけれど、今まで皆さんのご説明に  

あるように農業の話はいろいろな問題があってよくわからない。よくわからないからこそ今、  

明確な方向を求められているのではないかと思います。  

 食料安保と言われますけれど、明確な方向ということで考えていくと、ここで考えなくて  

はいけないのは農業の行政であるとか政策であるとかいうことではなくて、ぼくが博報堂と  

いうことではなく日本の一市民として考えるのは、日本の農業戦略がどうなっているのかと  

いうことで考えないといけないのではないかと考えます。  

 そういった戦略ということで考えていくと、戦略には１つは目的というか、方向性、それ  

と指標とレベルという３つのことが非常に大切であって、そういった意味で言うと食料の自  

給率みたいなものもきちんとやっておかなければ、戦略がどういうことを達成したかという  

レビューもできないのではないかと思います。  

 そういった意味で、先ほど４２％が高いのか低いのかという話ですが、それをどこまで持  

っていけばいいのか。６０にするのか８０にするのかということで、やらなければいけない  

ことが変わってくるのではないか。そういう中でいろいろな議論をしていかなければいけな  

いのではないか。レベルを明確にするということも大切であろうと思います。  

 もう１点は、指標という面で言うと、食料自給率といったときに他人事に思ってしまうの  

ですね。生産の方がどれくらい作るかということでしか見えてこない。食料の問題は国民み  

んなの問題である、生産と消費者の問題であるということを考えていくと、食料自給率の中  

味をもっと考えていかなければいけない。単純に何パーセント自給しているということでは  

なく、先ほど後藤さんのお話の中にもありましたけれど、たとえば安全な安心できる物を自  

給するという、ある種のソフトな部分の考え方を入れていかないと、いわゆるある種の部分  

での論議に終わってしまうのではないかと思います。  

 そういった意味で、自給率ということをもう一度コンセプトをきちんと考え直すことが大  

切ではないかと思います。  

 最後に、戦略ということが国民１人１人にしっかり伝わっているのか。実は私、農業の方  

の関係の仕事をやらせていただいたことがあるのですが、ある種断片的な情報しか出ていか  



ない状況とか、あるいは非常に対症療法的な情報発信、それとある種センセーショナルな報  

道があったりとかということで、非常に戦略が見えにくいということが一つのポイントにな  

ってくるのではないか。そういった意味で、戦略情報のディスクロージャというか、そうい  

ったことをもっと積極的にやっていかないとこの問題がある種政策の話になってしまって、  

日本における戦略ということになっていかないのではないかと感じるわけです。  

 具体的に考えてみると、やはり戦略ということを考える中で４つの問題がどう扱われるべ  

きなのかということをもう一度考える必要がありますし、もう１つは、戦略ということとビ  

ジネスということは切り離すべきなのではないか。戦略の方向が決まった中で、その中でビ  

ジネスは自由に行なわれるべき。１００％安全な物を求める人もいれば、そこまでという人  

もいるわけですから、その中でいろいろなビジネスが成り立っていくのではないかというこ  

とで、戦略とビジネスということをしっかり切り離さないと非常に難しい問題が出てきて、  

わかりにくいのではないかというのが私の意見です。以上です。  

   

５ 意見交換  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。以上で意見陳述人の方々からのご意見を終  

わります。お聞きいただきましたように、本日意見を述べていただきました方の中にもさま  

ざまな見解がございますが、これからしばらくの時間を使いまして、調査会の委員と本日の  

意見陳述人の方々の間で意見交換をさせていただきたいと思います。  

 最初に食料の問題に関しまして、委員の方から本日のご意見に対してご質問をお願いした  

いと思います。どなたでもご発言ください。  

○大泉専門委員 吉野さんにお伺いしたいのですが、食料に限らない戦略ということでおっ  

しゃったのだと思うのですが、一応食料戦略ということに理解をさせていただきまして、そ  

れとビジネスは別だという話がございました。私ども、たとえば国家戦略ということを考え  

るとビジネスとして展開できるような中で、会社、企業体、農家というものがフリーに活躍  

できる条件が形成されているのかいないのか。そういう中ではなかなか切り離すことができ  

ない。むしろ国家戦略として、行政手法としては抱え込まなければいけない部分が出てくる  



と思うのです。そこで吉野さんがおっしゃる、国家戦略とビジネスは別だとおっしゃる含意  

を教えていただければと思いますが。  

○吉野琢生氏 言葉が足らなかったのではないかと思うのですが、戦略の中ということでは  

なく、農業に対していろいろな動きが出てきて、たとえば集合化してある流通と結び付いて  

しまうとかいろいろな形態が出てきているわけですけれど、そういう１つ１つの問題点をチ  

ェックしていってもしようがないのではないかという意味で、ビジネスとは切り離すべき。  

その中では自由に、自分たちが農業に対してこういうビジネスをやっていきたいという、そ  

の辺の自由さは１００パーセント持っているべきであって、そこには市場原理がしっかり働  

くべきではないか。逆に言うとあまり行政の方がコントロールしてほしくないというか、し  

ない方がいいのではないかと思うのです。あまりそれが見えてきちゃうと、今いろいろ叩か  

れているような、そういう状況になってしまうのではないかといった意味のことでございま  

す。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。国の基本的な戦略と個々の経営のビジネス  

としての自由さをどう両立させるかということはなかなか難しい問題ですけれど。他にどな  

たか食料の問題に関しまして。  

○淺田専門委員 多くの方から自給率の問題でご意見をいただきました。大変参考になるご  

意見でございます。いずれのご意見も共通しておりますのは、現在の４２％というカロリー  

ベースの自給率が低過ぎる。これでは日本の将来の食料政策がきわめて危ういという点では、  

ほとんどの方が同じ認識をしていらっしゃる。  

 問題はその後の展開のところですが、自給率が低い、よってこれは駄目なのだ、だから高  

い自給率、わかりやすい自給率を政策目標に掲げるべきだということで、それをどうやって  

というお話が欠落しているご意見もありましたし、それから、しかし自給率を高めるといっ  

ても、自給率が低いのは何によってきたのかということも睨んで、そしてそのためにどうす  

ればいいのか。たとえば最後の吉野さんのご意見にもそういうことがございました。  

 有識者の窪田さん、後藤さんからは、自給率は低過ぎるということで、もっと高い自給率  

を政策目標にすべきだということで、あまり解説がなかったのでお聞きいたしたいのでござ  



いますけれど、現在自給率が４２。これが低過ぎるというのは私も全く同感でございますし、  

何としても上げていかなくてはいけないという気持は全く同じでございますけれど、なぜそ  

んなふうに下がっているか。かつて何年か前までは１００％近かった。それが７０になり６  

０になり、そして現在は５０を切ってしまった。なぜなのか。いろいろな理由がございます  

けれど、何も人口が爆発的に増えたわけではございません。日本人が過去に比べて無茶苦茶  

たくさんカロリーを取るようになったわけでもございません。それはなぜかといえば、端的  

に言えば１つはお米を食べるのが大変減ってしまった。その代わりに動物性のたとえばお肉  

であるとか、あるいは油なんかを食べるのが非常に増えてきた。特に動物性の油脂なんかに  

なりますと、動物を飼育するためにその餌を輸入しなくてはならないということで自給率が  

どんどん下がってしまった。  

 他にもいろいろありますけれど、そういう食べ方ということが原因している部分が多いの  

ですが、自給率を高めるとなるとしたがって日本人の食生活を変えていかなくてはならない。  

こういうことになってきます。その辺のところを指摘なさっているのが吉野さんであり、水  

谷先生からもそういうご意見があったと私は解釈しているのですが。ただ単に自給率が低い、  

だから高い数値を設定すべきだということで議論を終わらせないために、窪田さん、後藤さ  

んに補足していただきたいと思います。  

○荏開津座長 いまのご質問に対して窪田さん、後藤さんの方から何かご回答はございます  

か。  

○ 窪田清一氏 私いつも思っているのですが、米が余っているとよく言われますが、私た  

ち米を作るものは一生懸命おいしい米、私たちの所では除草剤しか使ってないお米を毎年作  

っているわけです。それで、私の考えですと、古い米ですとかそういうものを混ぜながら消  

費者に配っていれば当然消費量は下がってくるのではないかと思うわけです。一生懸命生産  

者がおいしい米を作っても、途中でおいしい米からだんだん消費者に嫌われるような米にな  

っているのではないかということを思っております。  

 ぜひとも私たちが一生懸命作った米が直接消費者に渡れば、もっと消費は大きくなるので  

はないかと思っております。  



○荏開津座長 どうもありがとうございました。生産されたいい米が消費者の所にうまく届  

かないのではないかというご疑問でございますが、他にご発言がございますか。  

○坂本委員 森島さんがお話しになったことと吉田さんが触れられた、私は自給率について  

は農業者でございますし、ある程度方向が必要であることは当然だと思っておりますし、で  

きることなら自給率を示すという方向を考えている者ですが、気になるのが今日触れられた  

生ゴミをどうするか。主婦の方も反省してますとおっしゃっていましたけれど、食品産業か  

ら出る生ゴミは、ある量販店さん、大手の方ですが、年間１，２００トンくらいの生ゴミが  

出る。合理化というシステムの中で、食べられる物を時間がくると捨ててしまう。これはシ  

ステムとして必要なことなのでしょうけれど、その後の再利用ということがこれから非常に  

重要だと思うのです。大変な量だろうと思うのです。  

 ここをどうするかということが重要だと思いますので、もう少し吉田さんなり、主婦の森  

島さん、私はこうしたいということに触れられましたのでお聞かせいただければと思ってご  

質問したいのですが。どなたでも結構ですが。  

○荏開津座長 いまの質問は、自給率が低いというけれど、国内生産も十分に利用されてな  

い、消費者や食品産業が無駄なものを出してしまう。出してしまったゴミが有効に利用され  

ないといういろいろな問題がございますが、森島さんの方から。  

○森島桂子氏 主婦としましては先ほど申しましたように、買い過ぎないということが一番  

大事だと思います。今日はバーゲンだからといってたくさん買って、冷蔵庫にいっぱい詰め  

てしまうとやはり食べ残しというものができます。  

 それと、農薬なんかの問題で外の葉を捨てた方がいいという考えも浸透していますので、  

安心できるというところはわからないのですけれど、普通に売られているキャベツなんかは  

外の葉をだいぶ取って使った方がいいということがありますので、そういうのをできるだけ  

減らすためにはやはり田原農協だったと思いますけれど、やってらっしゃる低農薬の物がだ  

んだん浸透してくればと思います。非常に広いキャベツ畑でしたけれど、周りから一歩間違  

って侵入されると全滅してしまうようなこともおっしゃってらした。やはりそういうのが浸  

透していくといいかなと思います。  



 とにかく、無駄な物を買い過ぎて、それを消費しているために輸入を増やさなければなら  

ないということだけは避けたいと思っております。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。吉田さん、流通の方からお考えになって。  

○吉田春樹氏 ゴミの問題が大きな課題であることは事実です。お答えになるかどうかわか  

りませんけれど、大量生産、大量消費の頃は大量のゴミを出すことはゴミの量イコール経済  

の発展、パワーの指数であるという時代が昨日まであったと思います。  

 こういう機会に皆さんと一緒に考えたいのは、ゴミの量、質が変わることが文化の指数で  

ある、国民水準の指数であるという時代が来るであろうし、またそういう時代でなくてはい  

けないと思います。  

 今ご指摘の食料、スーパーから出るゴミ、それ以上に産業から出てくる廃棄物、公害問題  

も大きな問題であります。そういうことから、ゴミの問題は我々の域を脱した中でいろいろ  

な機会を捉え、いろいろなモデルを作って考えなければいけないという認識を私は持ってお  

ります。よろしくご指導をいただきたいと思います。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。他に委員の方から。失礼しましたどうぞ。  

○田村新次氏 自給率の問題について私が日頃考えておりますことを述べてみたいと思うの  

ですが、自給率というと日本人は「米の飯とお天道様は」ということで、米の飯ということ  

をずっと昔から大事にしてきたわけですけれども、お米の１人当たり消費量は昭和３８年頃  

をピークにどんどん下がってきてる。下がった理由はどなたかおっしゃいましたけれど、動  

物性タンパク食品を摂るようになった。それもありますけれど、工業出荷額が伸びるにした  

がって農業と工業との所得格差もあるし、輸入をなぜ増やしたかということを考えますとや  

はり価格問題、内外価格差の問題。  

 今日は農業・農村なのですけれど、関連がありますので申し上げますと、たとえば林業、  

中部地方の中山間部は林業と農業を一緒にやっている所が多い。ところが、林業が駄目にな  

ったためにそこに住めなくなってしまった。なぜ林業が駄目になったかというと、南洋材を  

はじめとしましてアメリカ、カナダ、かつてのソ連材、こういう安い外国材をどんどん輸入  

したために国産材は売れなくなった。価格競争で負けたということです。その結果として、  



おそらく世界中で国有林をこんなに持っている先進国はないと思うのですが、その国有林の  

収支が３兆６千億の赤字を抱えている。３兆６千億の赤字というのは国民の借金ですから、  

国民の借金ということは、安い外国材を買って国民負担が減ってよかった、安い物を買って  

よかったけれども、３兆６千億の借金になっている。つまり、安い値段プラス３兆６千億の  

木材であったということです。  

 木材で話をしましたのは非常にわかりやすいからです。農産物も同じなのです。安い農産  

物を買って、そのときはいいけれど、そのために農村が疲弊し、労働人口が移動し、そのた  

めの国土保全とか人口再配置とかにかかるコストを考えますと大変高いものを買っているの  

ではないか。水産物につきましても、かつては日本は水産王国であったのです。水産王国ニ  

ッポンが今や凋落しまして、どんどん下に落ちてしまっている。なぜかといいますと、我々  

がスーパーマーケットで買う魚はドーバー海峡のカレイを食べ、オランダのアジを食べ、ノ  

ルウェーのサバを食べているのです。こういうことは日本近海にそういう資源がないわけで  

はない。なぜそういうことになるかというと、やはり安いから。しかし、その結果どうなっ  

たかというと、日本全国津々浦々と言いますけれど、漁村が村たたみの時代になっている。  

村おこしじゃないです、村たたみです。２０トン未満の漁船に乗っている人たちの平均年齢  

は６７歳です。そういう状況でいずれ漁村の灯は消える。中山間部の灯も消える。  

 これは、消費者の指向に任せておけばそうなってもしようがないじゃないかということで  

済むのか。私は農業だけではなく、林業も水産業も含めて農林水産省ですから、そういった  

ことで全部関連がある。それから、学校教育にしましても、中山間部の学校に行きまして校  

長先生に聞きます。生徒はムカつきますか、キレますか。キレません、ムカつきません。そ  

れから、体力は町の子に比べて強い。文部省の調査によりますと、１０歳から１８歳までの  

体力テスト、どんどん体力が低下しています。体力が低下しているから立っておれない。立  

っている体力がないから地べたに座るジベタリアンということになる。そういうことで、今  

本当に子供は危機的状況なのです。  

 それは日本の食料自給率の低下と子供の体力の低下が平行して起きている。そういうこと  

を考えますと、これは単なる食料安保の問題とかそんなことではない。大変なことなのだと  



いうことを申し上げたい。終わります。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。  

○坂本委員 たびたびすみません。水谷さんに質問させていただきます。時間がなくて触れ  

られなかったと思うのですけれど、最低自給率についての水谷さんのお考えと、自給率を向  

上させるべきとおっしゃいましたが、ある程度数値的に水谷さんはお持ちでしょうか。あり  

ましたらお聞かせ願いたい。  

○水谷研治氏 私は最低供給量と申し上げたのは、安定供給といった場合に現在のような大  

変贅沢な消費者に安定的な供給となりますとこれは大変なことでありまして、むしろ生きて  

いくための最低限でいいのだ。そこまでは何とかしなければいけない。こういう意味であり  

ます。  

 そのための方法といたしまして、私は生産性の向上がいると考えております。生産性の向  

上のためには生産性を全体として上げなくてはいけないということで今まで取ってきたのは、  

すべての人の生産性を向上させるための施策が中心に取られてきたのではないかと思ってお  

りますが、一生懸命やっても生産性が上がらない地域とか部分がございまして、それらにつ  

いて一生懸命やるために全体の生産性が上がらないということが問題なのではないか。こう  

いう感じを持っているわけです。  

 したがって、ある程度は見切らなければならない点は出てくる。たとえそういうのは見切  

っても、国内の最低限の食料供給は確保してほしい。こういうことでありまして、そのため  

の規制の緩和というのは相当やらなければならないのではないか。やりますと、その結果と  

しまして弱い所がやっていけなくなります。強い所が生き残ります。このようにして生産性  

が向上するのはやむを得ないのではないか。それまでしてでも最低限だけは確保したい。こ  

ういう考えでございます。  

○岩田委員 食料自給については、消費者も生産者も皆さん伺っていたら、やはり最低限国  

内で賄えるようにしなければならないというお話で、そのレベルをどこに置くかというとこ  

ろでたぶんかなり違いがある。それをどうやって確保するかというところでまた違いがある  

ということだと思うのですけれども、先ほど水谷先生が農業の活性化と農業従事者の保護は  



違うと、これまで農業従事者の保護の方に力点が置かれてきたがために戦後農業は若干おか  

しいことになっているのではないかというお話があったのですけれど、確かにそれはありま  

すし、納税者から見て農業に対する予算の使い方に消費者サイドから、非常に不透明である、  

わかりにくいという批判が出ているのは確かだと思うのです。ですから、水谷先生のおっし  

ゃったことは非常に納得できる部分もあるのですが、ただ、私ども委員会でもいろいろ話し  

てきて、効率、合理化で語れる部分と農業というのはそれでは語れない部分があるという議  

論が随分出ました。  

 たとえば中山間地域の農業は、規模拡大といっても限度があるだろうし、どうやって生産  

性を上げるかというところで非常にネックがある。ただ、それではそこを放って山に戻せば  

いいかというと、農業には環境という問題が絡んでくる。国土保全とか環境の問題が絡んで  

くる。ですから、これまで使ってきたような農業予算を今後どういう所に配分して使ってい  

くかということも大きな問題として残ると思うのですが、水谷先生はそのあたりをどのよう  

にお考えでしょうか。  

○荏開津座長 水谷さんちょっとお待ちください。いま岩田さんのご発言、それから先ほど  

からのご発言も、食料の問題から農業をどうするかということに移ってきておりますので、  

今度は農業あるいは農業経営という問題に入っていきたいと思います。  

 水谷さんの方は最低限の食料を自給することが大事だ、そのためには規制を緩和して競争  

して生産性を伸ばせというご意見ですが、岩田さんも言われたように必ずしもそれだけでは  

いけないという意見もあるわけでございますけれども、水谷さんご発言ください。  

○水谷研治氏 私は中山間地域ではとうていやっていけない地域がかなりあるのではないか  

と考えています。それを残すための犠牲はあまりにも大き過ぎるのではないかという現実論  

を申し上げたいと思います。  

 私は、農業は高度な知識産業だと思っております。ものすごく多くの深い知識がいるので  

ありまして、それは種を播けば生えてきて、やがて実るということではないと思います。種  

を播いても出てきません。出てきたら虫に食われてしまいます。そして、台風が来たら取り  

入れはないのであります。地域によってすっかり違います。それらの知識がないとやってい  



けないのでありまして、そのような知識を１人あるいは２人の知識でやりこなせるかと申し  

ますと、私はむしろ大勢の力で分散した知識を利用するという意味で、最低１００人くらい  

の単位でやらなければ本当の生産性は成り立たないのではないか。生産性が向上しないので  

はないだろうか。こう思っているのであります。それぞれがかなり専門的な知識を利用して  

やるとなりますと最低１００人くらいいる。  

 そのような農業が今、本当に考えられているのだろうか。そうしないと国際的にも太刀打  

ちできないのではないか。逆に言いまして、そこまで行くなら太刀打ちし得るのではないだ  

ろうか。少なくともそういう点が出てくるのではないかということを考えております。  

 ところが、もしそういうことになりますと、後から出てきます株式会社との関係も出てき  

まして、実際の農民を収奪するという問題に来て頓挫してしまう。もうそこは割り切らなけ  

ればならないのではないか。という具合に考えています。  

○荏開津座長 水谷さんは株式会社も当然農業に入っていいというご意見になりますか。  

 農業の問題はいろいろな問題点がございますが、１つの大きな意見の分かれるところは株  

式会社が農地を所有し農業を経営することをどう考えるかということで、先ほどの意見陳述  

の中でも、賛成であるというご意見と反対であるというご意見がございます。これについて  

委員の方から質問なりご意見がございましたらどうぞ。  

○大泉専門委員 食料自給率の問題からこっちの方に移るときに質問したかったのですけれ  

ど、そういう流れになったので結構なことだと思っておりますが、食料自給率を考えるとき  

に後藤さん、森島さんは、消費者運動の方から、つまり運動として自分たちの食のあり方を  

考えることによって自給率に貢献したいというようなことですね。それは私も自給率を高め  

る上で必要だろうと思うのです。  

 しかし、それに対して吉田さんは国家のガイドラインを作る。これは私は実はあまり賛成  

してないのですが、ガイドラインを作るという考え方をお伺いしたい。  

 それから、せっかく農業の問題に移っていますのでそれに関連して言わせていただきます  

と、水谷さんがおっしゃるように、生産サイドで食料自給率を高めるためにはどうしたらい  

いか。規制緩和だと。実際規制緩和は何か、先ほどからお伺いしたかったのですが、参入し  



た方がいいという問題であります。これに対して、吉田さんは全く反対のご意見、株式会社  

は参入しない方がいい、外国の資本にやられてしまうと問題であると。  

 それから田村さんもそのようにお見受けしたのですが。つまり、市場原理をある程度働か  

せる、モザイク模様とおっしゃったのですね。市場原理と現在の……。  

○田村新次氏 モザイクが必要なのは中山間の話です。平地では株式会社にして飛行機で籾  

を直播きをして機械で刈り取る。つまり背広を着ていて米づくりをやるというやり方を愛知  

県でもやっている所もありますから、これは可能なのです、平地では。１枚の田圃が１０町  

歩というようなやり方も平地ではできる。  

 もう１つ私が株式会社について言いたいのは……。  

○大泉専門委員 お伺いしたかったのは、株式会社では駄目だと。実は僕はどちらかという  

と、農業構造改革でやらなければいけないと思っているのですが、構造改革をやる際にたと  

えば米価が下がると地域がなくなるとか農家がなくなるとかいろいろなことを言うけれど、  

本当にそうなのかという疑問がありまして、一体株式会社が参入するとどこがどういうふう  

に駄目になるという懸念をお持ちなのかということを吉田さんにお伺いしたいのと、それか  

ら水谷さんには規制緩和、株式会社以外のところでの規制緩和が考えられることがありまし  

たらお伺いしたい。  

○荏開津座長 それでは最初に株式会社参入問題について、吉田さんの方から具体的なお話  

がありましたらぜひ伺いたいと思います。  

○吉田春樹氏 お話を続けようとしましたらチンとベルが鳴りましたものですから、誤解を  

生むので時間が与えられれば発言しようと思っていたポイントです。大事な問題だと思いま  

す。また、論議が２つ、３つ、４つに分かれると思います。  

 賛成・反対というのではなくて、前提条件があるわけであります。基本的には水谷先生以  

下おっしゃるように株式会社、農地といえども法人化して大規模に云々、国際競争力を付け  

る。これは私も賛成なのです。  

 ただし、条件付きだということを申し上げたかったわけであります。具体的に申し上げる  

と、今農事法人が幾つかありまして、小さな人格でも大きなニュースになりまして、農業も  



こういう団体で、こういうグループで、このようにやっていくとこういう効率のいい農業が  

できる。小さな現象が大きく報道されております。この芽を摘ませたくないのです。こうい  

う形が、株式会社であろうが有限会社であろうがグループであろうが、この人格の問題はい  

ろいろな方法があると思います。私ではわからない域で考えていただきたいと思います。そ  

の芽を摘みたくない。  

 何も大企業が悪いというわけではありませんけれど、そこに土地を大企業、大資本が持っ  

た場合、そういう芽を摘んでしまう危険性があるということを私は嫌うわけでございます。  

 ですから、その危険性と可能性の狭間をどのように、農業に限ってということは過保護か  

もしれませんけれど、その芽を生かすために、また最悪のリスクをなくすために、危険性を  

回避するために、どう乗り切っていったらいいのか。どういう策があるのかということを、  

ぜひ考えていってほしいという意味であります。基本的には、株式会社というか法人化をす  

ることは賛成であります。  

○水谷研治氏 規制緩和は株式会社化以外にもあるのかというご質問でございますが、私は  

いろいろな規制があると思っております。そのいろいろな規制がどこから来ているかと申し  

ますと、多くのものは補助金から来ているのではないかと思っております。農業関係の補助  

はかなり手厚いのでありまして、それはお金が出るだけではなくて、いろいろな指導育成と  

いうような面がございます。  

 補助金というのは最終的に税金で賄っているわけでありますから、国民の税金をそこに投  

入するのは、好き放題やっていただくために補助金を出しているわけではございません。目  

的があるわけであります。目的に沿わなければならない。目的に沿わないことをやってもら  

っては困るのであります。したがって、補助金を出している限り、好きなだけ儲ける、儲け  

たいだけ儲けるというわけにはなかなかいかないのでありまして、あれはやっちゃいけない、  

これはやっちゃいけないという制約を付けての補助金になります。これは当たり前の話でご  

ざいます。この制約が現実的に、自由にやろうとする場合にかなり束縛になるのではないで  

しょうか。  

 私はその意味におきまして、ここにいらっしゃる上田さんもそうだと思うのですが、農業  



者が自由勝手におやりになるとかなりやれるということを考えておりまして、むしろ行政が  

手厚くやろうとするために手足を縛ってしまう。結果として自由奔放にということができな  

い。自由奔放にできないところに若い人が行くはずがない。そして、農業は儲からない儲か  

らないと言っていたら、ますます見捨てられるのでありまして、逆だと思います。農業は儲  

かって楽しくてしようがない。こういう具合に行かなければ嘘です。そのためには、もっと  

儲からなければいけない。普通の中小企業でも相当儲けなければいけないのです。農業は変  

動が大きいのであります。天候に左右されるのであります。したがって、通常のときはかな  

り儲けられるようにならないと嘘だと思います。  

 補助金を出して結構です。うんと儲かるくらいの補助金を出すなら結構です。しかし、国  

家財政から申しまして、そんなことはあり得ないのでありますから、むしろそういうものか  

ら切って自由にやらせるという方が生産性の向上につながるのではないか。こういう具合に  

考えております。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。窪田さんは株式会社には反対というご意見  

だったと思いますけれど、何か付け足しておっしゃることがございましたらどうぞ。  

○窪田清一氏 私たちの地域は豊田市内ですので、企業が土地を持つことによって本当に生  

産する土地であれば別にいいと思うのですが、一時的な生産ということで後に転用して他の  

ものに変わるという心配がありますので、その心配さえなければ、いろいろな企業でいろい  

ろな能力を発揮していただいて、それで我々と共存して高い生産性を作るようなことを教え  

ていただけるなら、そういうことに対してなら私は賛成していきます。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。他にご発言がございますか。  

○田村新次氏 農業の企業化というのは、何を作っているかによって違ってくると思います。  

米づくりの場合は広い平地でないと企業化が難しい。けれど、花づくり、果樹園芸の場合は、  

むしろ会社の方がいいのではないか。ミカン農家が１３軒集まって農事組合法人を作った蒲  

郡のオレンジパークというのがございますが、これは１３軒の農家の息子たちが「おれが継  

ぐんだ」と言って後継者争いをやるくらい、面白くしようがない。  

 それはなぜ面白いかというと、工業と農業のドッキングなのです。愛知県のこの地域は工  



業出荷額が２０年くらい連続日本一です。工業出荷額日本一はトヨタがあるからではないの  

です。中小企業、工作機械もあります。工作機械は今非常に好調なのですけれど、それだけ  

ではなくていろいろな技術の集積、それから発明、特許、実用新案、意匠登録、そういった  

面でも非常に高い比率を持っているのです。そういう伝統の技術の集積と農業とをドッキン  

グさせる。オレンジパークの場合、伊勢湾地域、三河湾地域は、年間日照時間が２，２００  

時間。東京湾、大阪湾は２，０００時間に足りないのです。年間日照時間が断トツに高い地  

域で、いかにして農業生産性を上げるかというと、土地を２倍に使うのです。  

 蒲郡オレンジパークの場合、たとえばイチゴ栽培を２段ベッドにして回転させるのです。  

そして、上のベッドも下のベッドも回りながら太陽に当てていく。そのために普通の土地の  

面積の２倍の収量を上げる。これは工業技術と農業のドッキングです。こういうことが、東  

海地域だから可能なのです。  

 こういったことで、私は１次産業、２次産業、３次産業と分ける時代ではない。２１世紀  

は１次も２次も３次も、あるいは４次まで一緒になった企業もあり得る。そういうことの実  

験ができるのは日本ではここだけではないかと思っております。私は、２０世紀はストーリ  

ー、物語を際限もなく単語に分化した時代で、２１世紀はもう１回その単語を物語、ストー  

リーに復元する時代だと思うのです。単語にしたというのは、コストダウンを図るために単  

語に分解していった。そのために人間性を失った。環境を悪くした。今度は元に戻して、物  

語に戻していく。その実験のできる地域がこの伊勢湾地域だと思っております。  

○荏開津座長 坂本さんから。  

○坂本委員 これは私の意見なのですけれど、法人化、株式会社について、水谷さんから１  

００人という数字が出てきてちょっと興味を持ったのです。私も６５人の仲間といろいろや  

っているのですが、僕が３０年間、法人経営を進めてきた中で感じることは、とにかく環境  

と相手が生命体であるということが非常に重要であって、それを忘れて企業化とコストダウ  

ンのみを論点に、法人化すればコストがどんどん下がっていくのではないかという、あまり  

にも軽率、短絡的な期待をさせることは危険である、ということなのです。  

 私は、経営の複合化、環境問題ですね。それから経営の多角化。一番大切なことは担い手  



問題であって、新規に農業をしたい人がなかなか１軒の農家になれない。となると法人が果  

たす役割は大きいので、皆さんにぜひお願いしておきたいのは、必ずしも株式会社イコール  

コストダウンになるというのは、これは大変問題を起こします。なぜかといいますと、一番  

コストがかかるのは１００人を超えますと組織管理費なのです。意思伝達、会議、記録、デ  

ーター。法人ですから。このコストが今までの家族経営では生活費で吸収されていた。価格  

形成に国民理解が非常に低い。ここをどうしていくか。むしろ逆にコストアップの可能性も  

ありながら、皆さんで議論して将来、担い手の問題を含めて地域農業も含めて議論すべきと  

私は思っております。  

○岩田委員 これだけ高齢化が進んでいると、先ほど上田さんからもご意見が出ましたけれ  

ど、家族経営だけでは限界がある。土地を持ってないサラリーマンで農業に就きたいという  

方が最近大変増えている。そういった方をいかに吸収して農業を活性化していくかというこ  

とを考えなくてはいけない時期に来ていると私自身思っているのですけれど、若い方のご意  

見として三輪さんあたり、今後株式会社化あるいは法人化といったようなところを若い方は  

どういうふうに捉えていらっしゃるのか。もしご意見があれば伺ってみたいと思います。  

○荏開津座長 三輪さんは農業の株式会社経営ということについて、あなたを含めて若い人  

はどう感じているか。もし何かお答えがありましたら。ちょっと難しいですか。これは非常  

に難しい問題でございますので。  

 それでは、淺田さんどうぞ。  

○淺田専門委員 くどういようですけれど、株式会社の問題について水谷先生に教えていた  

だきたいのですが、詳しくは存じませんけれど、スケールが大きな規制緩和をしていくとき  

に、それを達成するためにそれに従属する小さな規制を場合によっては強化しなければなら  

ないというケースがあるのではないかと思います。実は株式会社の問題について、先ほどご  

発言があったのですが、株式会社化して生産活性化して生産効率を上げていこうという考え  

方、いろいろな手法、先ほど先生がおっしゃったように開発から研究から販売から、あらゆ  

る機能を株式会社という仕組の中でやっていけば効率が上がるのではないか。  

 ところが、それに対して反対するわけではないのだけれど、それはそれでいいのだけれど、  



しかし農地の転売であるとかそういうようなことが行なわれる恐れがあるわけです。それが  

きっちり押さえられるならばいいのではないかという、先ほどそういうご意見だったですね。  

したがって、株式会社の参入を許すという規制緩和をやるときに、農地の転売という農地法  

の一部分、この規制を場合によっては強化する。こういうことについて水谷先生はどうお考  

えでしょうか。  

○水谷研治氏 自由化の場合、いろいろな支障が出てくる。ご指摘のようにいろいろな問題  

が出てくると思います。それについて全部網をかけて出ないようにすることは無理であり、  

そういうことはすべきではないと考えておりまして、いろいろな問題が出てくるのでありま  

すけれども、大勢として必要であればそれは目をつむる。たとえば農地の転用という問題を  

出しましょう。場合によっては農地は農地でない方がいいかもしれません。百姓をするため  

に農地を買ってみた。しかし、とても合わないということになって転用する場合もあり得る  

と思います。そういうものが出てくる場合もある程度目をつぶらざるを得ない。そうしませ  

んと自由化にならないと思います。一切網をかけてやっていくと今と同じことになるのでは  

なかろうか。  

 ですから、私は自由化をした場合は必ず悪い点が出ると思っています。悪い点は、あまり  

悪くてはもちろん問題なのですけれど、ある程度のものについてはやむを得ない。でも、自  

由化をした方が全体として、あるいは将来の日本の食料生産という意味で必要である。こう  

いうことが多いのではないかと思っています。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。株式会社問題その他農業経営の規制緩和の  

問題がまだ他にもたくさんございますが、最後にもう１つの論点、特に農村の中で非常に条  

件の悪い中山間の山村あるいは漁村、これについてすでにいろいろな意見が述べられており  

ますけれど、このまま放っておけばいずれは誰も住む人がいなくなると思われるような集落  

も東海地方にも少なくないわけでございますが、こういう所に対して直接政府が何らかの形  

でお金を出して、その集落、農村社会を維持していった方がいいのか、そういう政策は取ら  

ないで自然の成り行きと申しますか、そういうものに任せた方がいいのかという大きな論点  

がございます。これについてご意見、ご質問があればどなたからでもどうぞ。  



○富山委員 農村の問題に移る前にちょっと今までのご議論について若干私の感想を申し上  

げたいのですが、株式会社の問題。これは法人というのと株式会社というのがかなり混同さ  

れるような受け取り方でのご議論になってしまっているような気がいたします。これは全然  

違うので、今は時間がございませんが、私なりのご紹介をいたしますと、ある法律学者がこ  

ういう言い方をなすった。農業というのは生き物産業である。株式会社はそうではない。生  

き物産業から死に物産業に移るか移らないか、平たく言えばこういう問題であると。確か  

「ジュリスト」の論文でございましたが、言い得て妙だなという思いがして私はそういうふ  

うに受け取っています。  

 この問題はよほど気をつけないと、どなたかが農奴化するという表現をなすったけど、こ  

れも言い得て妙な表現だなと思います。これは私の意見でございます。よほど慎重にしませ  

んと、今日までこんな厳しい中で辛うじて日本の農業がとにかく持ちこたえてきたのは、農  

地法で株式会社の参入が拒まれてきたということが、農地がその程度まではがっしり守られ  

てきたからだと思っております。  

 農村の問題に入らせていただきますが、今まで大規模農業はとにかく頑張って儲ける、一  

生懸命それをやっていた。過疎地の農山漁村のどうしようもない所はやむを得ないというよ  

うなご議論がかなり出てきたように伺っております。ですが、１つ欠落しているのはたとえ  

ば下流の大規模にやれる農業でもベースは土ですから、長い年月で見ますと、どんなに土づ  

くりに努力しても、コストを切り下げて生産を拡大しようと思うとかなり土をいじめ、無理  

が出てきて、持続可能なという大前提がどこまで持つか。そういう視点でも見なければなら  

ない。  

 それから、何よりも水。農業には水が不可欠でございます。ですから、今は果物にまで水  

をやるようになっております。その場合、水は誰が作っているのか。降った雨がそのままと  

いうわけにはいかないので、川の水、地下水、灌水する水だけではなくて地下水位というと  

ころまで考えますとやはり上流の山村というものが視野に入らないわけにはいかなくなる。  

森林ですね。私はそう思っております。  

 それから、先ほど農業は大変高度な知識産業であるというお話がありました。そういうこ  



とで言えば山村の林業はまさにもっと高度な知的かつ伝統の技術の必要なものでもある。そ  

れがないと下流の農業の水一つが恩恵を受けなくなってしまう。まして平成６年の渇水でご  

承知のとおり愛知用水は水源がゼロになった。ダムがゼロになったわけで、その水をどうし  

たかというと、これは農業だけではなく知多半島の水全部ですが、木曽川の農業用水からも  

らっているわけですよ。農業用水が苦労して愛知用水にあげている。それで東京の野菜もそ  

う暴騰しないで済んだ。そういうようないきさつもあるので、水ということを抜きにできな  

いのですが、先ほどの田村先生に伺いたいのですが、漁業と林業をまさにミックスして考え  

なければいけないと言われました。その辺で水ということを視野に入れて、下流の大規模な  

農業が恩恵を受けているのだという視点で、つまり単なる国土保全、山を大事に、漁村の景  

観を大事にというだけではなくて、下流の農業まで関連があるのだという視点でもうちょっ  

と先生のお考えをお伺いしたいのでございますが。  

○田村新次氏 富山先生のおっしゃるとおりで、たとえば養殖漁業の場合、これは有名な話  

ですが、カキの養殖には分水嶺の水源地の森から流れてくる養分がカキを育てる。したがっ  

て宮城県ですか、カキ養殖の業者が植林をしているという話もあります。それから、都会の  

人たち、あるいは工業用水、生活用水も含めまして水源の森を守る、水源の集落を大事にし  

ようということで、たとえば愛知県では自動車のトヨタですけれど、豊田市では水道料金に  

水源地に還元するお金を何パーセントかプラスして水道料金を取って、それを上流に返して  

いるということもございまして、水というのは上と下と中いずれも命の血流でつながってい  

る。そういったことも考えて中山間の問題、もし人がいなくなると水源の森も守られない。  

私、森を歩いて思うのですが、本当の原生林というのは日本にごくわずかで、中部地方でも  

富山県と岐阜県の県境の金腐川の周辺に少し原生林が残っている。あとはほとんど２次林３  

次林であります。２次林３次林というのは手入れをしないと駄目なのです。無精髭を生やし  

たような森になって、どうしようもない。やはり手入れをして、そして守っていくというこ  

とが中流、下流の人たちにも、あるいは工業、漁業、農業はもちろんですが、関連している  

ということです。  

 ですから、平地の農業だけ大規模で儲かる農業をやれば儲からない農業はやめたら、とい  



うのはおかしいのではないかと思っています。  

○富山委員 ありがとうございました。今のようなご意見を参考にされながら、私も同じよ  

うな意見をいつも申し上げているのですが、たぶん消費者の方々もそういうような話をお聞  

きになったり議論なさることがあると思うのです。その場合に、私などは安全な食料を確保  

   

するためにも、さらには水とか国土の環境、まさに命ですよね。環境といっても。今日明日  

の命に関わるような問題をきちんと守っていくためにも、どうしても農業、林業、漁業も単  

なる外国との競争ではなくて、相当のテコ入れをしてバックアップをしていかなければなら  

ないということを私などもいつも申し上げているのですが、おそらく消費者の皆様も少々高  

くてもやはりわかればそちらを選ぶという方が結構いらっしゃると思うのです。  

 その辺で、消費者の皆さんが何をお考えになってらっしゃるか、もう少し、お２方女性の  

代表者がいらしていらっしゃいますし、たとえば私の家の下にスーパーがありますが、納豆  

だけでも１０種類来ております。１０種類の納豆が全部無農薬、生産地はいろいろですが、  

無農薬大豆。国産もあるし、「国産」とあってもただ「国産大豆使用」もあれば「国産大豆  

１００％使用」と書いてあるのもある。どちらが売れるか気をつけて見ているのですが、消  

費者の代表でもいらっしゃる後藤さんと、その後森島さんにお話を伺いたいのですが。  

○荏開津座長 では後藤さんお願いいたします。  

○後藤玲子氏 先生のご質問に答えられるかわかりませんけれど、先ほど来お話のありまし  

た例えば水の問題などで言いましても、私は岐阜県に住んでおりますので岐阜県の山間地の  

農業、あるいは中山間地の農業の実態は普段の生活の中で身近にあるわけです。そういう意  

味で言いますと、岐阜県といいますと長良、木曽、揖斐の水源を持っておりますので私たち  

は自分たちの生活としても、伊勢湾に到る水の道をどうきれいに保っていくかというのは生  

活のテーマでもあると思っております。  

 その中で、たとえばこんな実態があるということを私たちは認識しているのですけれど、  

一番奥の水源に近いところの山林の状況がどういうふうにあるかといいますと、比較的村有  

林とか町有林ということで手入れが確保されているところに関して言えばかなりいい状況に  



ある所が多いのですけれど、そこに在住されない所有者の山が非常に多くの面積を占めてい  

る。岐阜県は８２％が山林だものですから非常に大きな問題なのですけれど、そういったこ  

とがあると聞いております。  

 そういう中で、地域に住む人たちは村有地であろうとなかろうと、自分たちの責任の範囲  

として手入れとかそういったことを考えておられるということを見聞きしております。そう  

しますと、私たちは同じ地域に住む人間として何を手伝えるだろうかということで、もっと  

行動的に問題提起をしてほしいということで、私どもは協同組合間の提携などをしておりま  

して、もちろん行動に到るようなことをやっていかなくてはいけない。たとえば人手がなく  

てそれができないなら、そういった間伐に到るような手伝いはできないだろうか。そういう  

意味で言いますと中山間地の農業も、先ほど株式会社云々の話がありましたけれど、実態と  

しては人手が足りないというところで、どういうところで消費者そのものが作業に関われる  

かということも模索していかないといけないと思っています。言うだけでは駄目。やはり行  

動に移すことが必要なのが中山間、山間地の農業ではないかと私たちは今感じています。  

 ですから、そんなに事例がたくさんあるわけではありませんけれども、私たちはできると  

ころでサポーターとかヘルパーの仕組を作りつつあります。実態としてどのくらいの役に立  

つかはわかりません。ですけれど、そのことが結果として緑を守るとか水を守るとかいうこ  

とに一方でつながり、一方でやはりそれに感謝しながら、先ほどの森島さんじゃありません  

けれど、自分たちが消費している物をしっかりと見て、使っていくということを考えたい。  

そういうことをしなければいけないと思っています。お答えになるかどうかはわかりません  

が、そんなふうに考えておりますが、その対策が４番目にあります個人の所得補償としてい  

いのかどうかについては、私は正直言ってわかりません。ただ、集団として山村をどうして  

いくかということは今、求められている問題だというふうには思っております。以上です。  

○荏開津座長 森島さん、中山間の問題でご発言がございましたら。  

○森島桂子氏 中山間部のお話は体験としてはたまたま足助の奥にウォーキングなどで出か  

けましたときに、自然が残っていてほっとする状態を感じるわけです。この自然をいつまで  

も残しておくためには、やはりそこに住んでいる人たちだけではなく私たちも、いま後藤さ  



んがおっしゃったように何らかの形でボランティアのような形でお手伝いできるものならし  

たい。ただし、それをどのようにやっていくかというのはちょっと個人のあれではわかりか  

ねますが。  

 そして、水をきれいにするということは、私たちが生活用水で出しているもの、それを極  

力、何もかも捨ててしまうのではなくて、フィルターにかけてゴミなどを処理するとか、米  

のとぎ汁なんかは最初に１回捨てれば後は割ときれいだとこの間ＮＨＫの番組でやっていま  

したけれど、そういう努力を重ねてやはり大勢が少しずつ努力することによって水がきれい  

に変わっていくのではないか。それが大切な命を守る元になるのではないかと思っておりま  

す。お答えになるかどうかわかりませんが、以上でございます。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。公聴会は大体３時半を終了予定しておりま  

すが、最後に会場にいらっしゃいます皆さん方からご意見、ご質問がありましたら、２、３  

人しか時間がございませんけれど、お伺いいたしたいと思います。ご発言をなさりたい方は  

手を上げていただきたいと思います。できるだけ簡潔にお願いいたします。  

○会場傍聴者１ 意見をお聞きしまして感想だけ述べさせていただきますけれど、農業基本  

法制定以来３６年たって云々。しかし、私はわずか３６年じゃないかという気がするのです。  

陳述人の方のお話を聞いておりましても、やはり食べ物は自分の国で作るという基本は３６  

年では変えてはいけないのではないかという気がしております。  

 輸入云々という話もありましたけれど、ミカンでは人間生活できないので、穀物など人間  

が生きていく上で必要な物は自分の国で作るという基本を、国自身の政策としてきちんとし  

た上で株式会社とか法人化の話が出てくるので、全部平場にさらけ出してさあどうだとやる  

と意見があちこちに行ってしまうのではないかという気がしております。  

 何が何でも自給は絶対に守っていく、引き上げていくという立場に立っていろいろなこと  

をお進めいただきたいと思います。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。  

○会場傍聴者２ これから先、研究が進みまして具体的に法の改正という格好で出てくると  

思いますが、理念的に述べている部分については大きな問題はないのですが、個々具体的な  



農業に関わってくるいろいろな法律がありますが、それとの関連性の中でものすごく調整が  

必要になってくると思うのです。そういう部分、農林省が管轄するところの農業という法で  

はなく、たとえば建設省が扱うようなところの土地に関係する、つまり具体的に農業云々と  

いうことを言ってくると最終的には土地の規制という何らかの格好で現われてくるのですが、  

そこが他の法との関係はどうなのか。先ほどもパネリストの方がしゃべっておりましたけれ  

ど、補助金という格好で規制的になっている。ぼくも農業をやっているわけですけれど、規  

制があって困るわけです。なくなった方がいい。名古屋市内で小さな農業などばかばかしく  

てやっていられない。だけど、農業振興地域にかかって米を作っている。２，４００トン余  

り、７００ヘクタールくらいが農振地域にかかって、市街化調整区域になって地元の人が百  

姓をやめたいと言っているけれど、だけど百姓をやってもらわなくては困る。あえて農業で  

はなく百姓という言葉を使いますけれど。  

 そういうところの考え方、法の規制のあり方。自給率が云々ということを言ってくる前の  

問題がたくさんある。環境保護でもそうですけれど、環境保護ということを言ってもらった  

とき、農地所有者が義務として負うわけじゃない。権利として構成されたらかなわない。山  

林を持っている方たちでもそうでしょうけれど、環境を保護するために、誰か知らない人の  

ために山林を維持しているわけではないです。業として維持している。そのあたりの考え方  

が抜けてしまったら、何もならないのではないでしょうか。社会主義じゃないですから、自  

由主義の中で行くのですから、競争の中で市場原理に基づいて行くのではないでしょうか。  

そうしますと税制の問題とか何とかいっぱい出てくるのではないでしょうか。そのあたりの  

考えが中間報告にもありませんし、もうちょっと税制はどうなるのか。具体的にはそういう  

ことではないでしょうか。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。  

○会場傍聴者３ 自給率の安全性だとか食べ方の問題については皆さんがおっしゃってらし  

たのであえて言いませんけれど、私たちが食べるという問題だけではなく、この計算の中に  

も飼料として分けられる部分によってコスト高になっているという話があります。ですから、  

飼料から国内で作っていくということを考えれば転作にする対策も、もっと考えられていい  



のではないかと思います。お米も、いいお米を作るだけではなく、飼料としてのお米、素材  

としてのお米の作り方もあっていいのではないか。そういったアイディアをもっと膨らませ  

た対策をどんどん作っていくことが必要ではないか。そのことによって自給率の膨らませ方  

も違ってくる。  

 それと、グリーンツーリズムみたいなことが日本では単純に観光の問題、あるいは村おこ  

し的なこととして考えられていますけれど、ヨーロッパではやはり環境、それから地域の伝  

統とか農業、地方・地域を守るという対策の中で考えられています。あまりに日本は言葉と  

して取り上げられていないか。もっと深いグリーンツーリズム、ホワイトツーリズム、ある  

いはブルーツーリズム、そういった形で地域の産業あるいは伝統、そこで生活する人々を大  

切にする。そのことによって町の人たちがそこで活性化するための長期の休みを滞在するよ  

うな、フレッシュにさせてくれるような対策の中でお互いに町に住む人々とその地域に住む  

人たちがいい関係を作っていく。こういったことも本当に考えられないと、日本の国土、子  

供の問題、トータルな問題として根本的に考えていくべきことではないかと思います。  

 ですから、非常に限定された食料・農業・農村ということではなくて、日本の国土の問題  

すべてを含めて考えていただきたいと思います。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。他にございましたら。  

○会場傍聴者４ 先ほど先生方のお話を聞いておりますと自給率を上げるということは言わ  

れますけれど、具体的に米とかそういうものは１００％だとしても、肉にしても野菜、果物  

にしても、どれくらいの数字、６０％にするとか７０％にするという数字を言わないと国民  

はなかなか納得できないのではないですかね。  

 それと、先ほど言われました農地の問題があります。実際に、サラリーマンですと春闘で  

１万上がるとかおっしゃいますけれど、今米は１俵１万６千円とか７千円という数字です。  

１反やりましても１０万円ちょっとです。１０町やってやっと１千何百万という数字になる。  

それにはもちろん農薬もいりますし肥料もいります。したがって実際に農家の収入は、それ  

ほど多くないですね。野菜にしましても同じようなものだと思います。  

 自給率を上げろとおっしゃるなら、少しは外国から入れる物を規制してでも国内の物を使  



うようにしないと駄目ではないかと思います。小学校でもパン食を一切やめて米を食べさせ  

るというくらいにしないと、国内のそういうものは維持できないのではないかと思います。  

以上です。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。それではもう１方どうぞ。  

○会場傍聴者５ 市場原理とか自由主義社会の行き方で行くと水谷さんのおっしゃったこと  

が本当ではないかと僕は思っているのですけれど、相手が自然ですので生命に関わることで  

人間のご都合に合わせてくれないわけですね。逆に人間が自然の方に合わせていく行き方に  

転換する必要があると思います。今日出たいろいろな問題点は、そういう市場原理がそこか  

らいろいろな問題が発生しているのではないかと思っています。  

 先ほど土の話が出ましたけれど、土の中にもたくさんの生命が住んでいますし、水の中に  

も多分そうだと思います。ですから、このことを考えることは全世界の人類とか動物とか生  

命とかそういったものとともに生きるという視点からもう１度人間の生き方を見直さないと  

いけないのではないかと思いました。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。  

 それでは、そろそろ時間になってまいりましたので……。  

○富山委員 すみません。今日の一番お若い三輪さんに質問があるのですが。さっき農業者  

の声を聞いてくれる場所がほしいということを言われたのですね。具体的にどういうことを  

言いたいのか、どういう機関がほしいのか。その辺が私も気になっておりまして、ちょっと  

伺いたいのですが。  

○三輪昌尚氏 農家として仕事をしているとなかなか自分の意見が言いにくい。農家の意見  

を言っても、上の方というか、政府の方、そっちの方の話だけで、なかなか下のものの意見  

が通じないといいますか。下の方の人の意見がなかなかそういう所に採用されないといいま  

すか。そういうのがあるものですから、できればそういう機関を、具体的には僕もわからな  

いのですが、機関を作ってもらえれば多少でも通るのではないかという意見で先ほど言いま  

した。  

○荏開津座長 農協はどうですか。  



○三輪昌尚氏 農協も確かにいいのですけれど、私の住んでいる立田にも農協があるわけで  

すけれど、農協に対して自分たちの意見を言ってもやはり人数には勝てませんので、そうや  

って直接言える所がほしいという意見をさっき言いました。  

○荏開津座長 どうもありがとうございました。それでは、先ほど会場からいただきました  

ご意見に対して、これは私の個人の考えでございますが、２点だけお話ししたいと思います。  

 １点は、現在の農業基本法、できてから３０数年、まだそれだけしかたってない、食料自  

給という根本は変えるべきではないというご発言がございましたが、実は現在の農業基本法  

には食料の国内生産であるとか自給ということはあまり表に出ていないのが実情でございま  

す。なぜかと申しますと、現在の農業基本法ができました昭和３０年代には今のように外国  

からたくさん食料を輸入するということがなかった。食料自給率が非常に高かったのです。  

そんなことは考える必要がなかった。今はそれを考えなければならない時代に、３０何年の  

短いか長いかは人の考えようでございますけれども、時代が変わって検討せざるを得ないこ  

とになっている。こういうふうに私は理解しております。  

 それから、基本法の理念だけではなくて、関連するいろいろな法律、特に農業関係以外の  

いろいろな法律についても検討する必要があるのではないかというご発言がございましたが、  

私も全く賛成でございます。そのように考えております。新しく２１世紀に日本の食料・農  

業・農村がどういう姿になっていくかという理念に基づいて具体的な制度や政策をどう新し  

く仕組み、どういうふうに変えていくかということが大切であると考えております。この調  

査会に課せられた課題がそういうことについての基本的な考え方を出せということでござい  

ますが、それに基づいて新しい仕組や制度が作られたり変えられたりしていってもらいたい。  

こういうふうに私個人としては強く望んでおります。  

 本日は悪い天候の中、皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございました。ま  

た、意見陳述人の皆さんからも大変貴重なご意見を賜りました。先ほど申しましたが、夏頃  

までに調査会は何度か会合を重ねまして、本日伺いましたご意見も十分に盛り込みますよう  

に努力をいたしたいと思います。  

   



６ 閉会  

○荏開津座長 本日は本当にありがとうございました。  

 これをもって閉会といたしたいと思います。  


