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１ 開会  

   

○祖田座長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から食料・農業・農村基本問題調  

査会の近畿地方公聴会を開催いたしたいと思います。  

 本日は、年度末のたいへんお忙しいところを、このようにたくさんの方にお集まりいた  



だきまして、ありがとうございます。意見陳述人の方、また委員の方、そしてフロアから  

も活発に御議論いただきたいと思っております。  

 私は、本日の公聴会の祖田座長を務めさせてさせていただきます祖田です。よろしくお  

願いいたします。  

   

２ 委員、専門委員及び意見陳述人紹介  

   

○祖田座長 それではまず、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  

門委員を御紹介したいと思います。私の右側の方々から御紹介いたしたいと思います。  

 鈴木勝利委員でございます。前川盛太郎専門委員でございます。中村壽美子専門委員で  

ございます。  

 次に、私の左側の方でございます。細川久米夫委員でございます。望月みつ子委員でご  

ざいます。吉田一義専門委員でございます。  

 次に、意見陳述人の方々を御紹介したいと思います。本日は、本調査会が昨年12月に公  

表いしたました中間取りまとめにつきまして、幅広く国民の御意見を伺うという目的で、  

意見陳述人の方に御参加いただいております。有識者５名の方と、一般公募で応募してい  

ただきました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、御紹介いたし  

たいと思います。  

 まず、有識者といたしまして、コープこうべ理事、伊藤潤子さんでございます。有限会  

社京都ファームの梶谷和子さんでございます。関西大学法学部教授、竹下賢さんでござい  

ます。社団法人大阪工業会専務理事、西田鶴男さんでございます。株式会社西利代表取締  

役社長、平井義久さんでございます。  

 続きまして、一般公募で応募していただきました方でございます。法養寺営農組合副組  

合長の上田栄一さんでございます。営農指導研究所所長、古東英男さんでございます。有  

限会社コーワ統括部長、株式会社ニッコー総務部長さんの廣田彰啓さんでございます。主  

婦の宮本敬子さんでございます。フレッシュ衣料ムラタ社長、村田正夫さんでございます。  



   

   

３ 調査会の検討状況等の紹介  

   

○祖田座長 それでは議事に入りたいと思いますが、まず最初に私から、本調査会が設置  

されました背景や経緯につきまして、若干の御説明をさせていただきたいと思います。  

 現在、世界も我が国経済社会も、たいへん大きな変革の時期を迎えておりますけれども、  

その中にありまして、我が国の食料・農業・農村は、食料自給率がたいへん低くなってい  

ること、農業の担い手が高齢化し、減少していること、農地も減少したり、耕作放棄地が  

増えているということなど、急速に変化しております。また同時に、深刻な問題を抱える  

ようになっております。21世紀に向けまして、人口・食料・環境・エネルギー等々の問題  

が地球的規模の課題となります中で、我が国の食料・農業・農村のあり方をどういうふう  

に考え、これに対してどのような施策を構築していくかということを考えることが重要な  

時期となっておるように思われます。  

 このため、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  

会が設置されました。そして、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。  

 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  

の議論を中間的に取りまとめました。お手元にその中間取りまとめを配布してあると思い  

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、イラストやグ  

ラフなどを入れてわかりやすくしましたパンフレットもお配りしているかと思います。  

   

 さて、イラストの入ったこのパンフレットをもとに、若干、中間取りまとめにつきまし  

て、御紹介させていただきたいと思います。  

 四つの両論併記事項を中心にいたしまして説明をしたいと思います。パンフレットをお  

開きいただきたいと思いますが、最初に開きました右側に、「日本の食料は大丈夫か」と  



いうように書かれております。そして、これにつきましていろいろな資料が示されており  

ます。「国民の生命と健康を守る食料安全保障政策を確立したい」ということが、真ん中  

に書かれてあります。これに関連しまして、その方策等がその下に書いてございますけれ  

ども、意見が大きく分かれております。  

 一番下の両論併記の事項を御覧いただきますと、まず最初の左側の問題でございますが、  

「食料の安定供給のために、国内の農業生産を基本として位置づけるべきか否か」。賛成  

が大勢と書いてございますけれども、賛成の方は、「これ以上輸入に依存することは危険  

度が増す」と。反対の方は、「国内農業はコストが高い」というふうなことで議論がされ  

ております。右側の食料自給率につきまして、「これを政策の目標とすべきかどうか」と  

いう点につきましても、たいへん議論が分かれておりまして、賛成のほうは、「現在の食  

料自給率がきわめて低いから、目標を掲げるべきである」と。反対のほうは、「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けれども、そういうことは困難であ  

る」という反対意見でございます。  

 次に、２番目の問題でございますが、更にお開きいただきますと、真ん中のページに、  

「これからの農業の目指す道はどうか」というふうに書かれておりまして、真ん中のとこ  

ろに、「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  

に書かれてございますが、その際、大きく意見が分かれているのは、「株式会社の農業参  

入について是か非か」ということでございます。一番下の両論併記事項を御覧いただきま  

すと、「現在、農地の規制に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、  

これを今後、認めていくべきかどうか」と。賛成の方は、「株式会社が稲作等に参入すれ  

ば、農業が活性化するのではないか」。反対の方は、「株式会社等による土地投機などが  

起こって困ることがあるのではないか」というような意見が対立しておるわけでございま  

す。  

 さらに右側のページを見ていただきますと、「今後、農村はどうなっていくのだろう  

か」というふうに書かれております。真ん中のところに、「中山間地域等を含む農村地域  

を振興していかなければならない」ということで、これに関連しましても、両論がありま  



して、下の両論併記事項を御覧いただきますと、「中山間地域等の農業者に対して、直接  

的な個別支払い――直接所得補償と呼んでおりますけれども、これを行う施策を今後、導  

入していくべきかどうか」という点につきまして、賛成の方は、「条件の不利な地域で農  

業を継続していくためには、支援が必要である」。反対の方は、「農業の変革や経営の自  

助努力についての意欲が失われる恐れがあるのではないか」というようなことで、議論が  

分かれております。  

 以上、ごく簡単でございますが、現在、特に御議論いただく点につきましてのパンフレ  

ットの説明でございます。  

 今後は、この中間取りまとめに対しまして寄せられます国民の御意見を参考としながら、  

本調査会といたしまして議論を深め、本年夏頃を目途にいたしまして、具体的な施策の方  

向について最終答申を取りまとめる予定になっております。  

 さて、本日の地方公聴会についてでございますけれども、調査会におきまして幅広く国  

民のみなさんの意見を聞くということで、昨年10月に札幌、仙台、岡山、熊本の４か所に  

おきまして、地方公聴会を開催いたしました。その後、中間取りまとめを公表したわけで  

ございますが、その中では、先ほど御説明いたしました四つの基本的事項につきまして意  

見が対立し、両論併記となっておるわけでございます。  

 今回の地方公聴会は、この両論併記となっております事項を中心に、中間取りまとめに  

つきまして、国民の方々の意見を幅広くお聞きするという趣旨で、東京、新潟、名古屋、  

そして本会場の京都の４か所で開催することになったわけでございます。  

 意見陳述人の方々におかれましては、どうぞ忌憚のない御意見をお聞かせいただきます  

ようにお願いをいたします。  

 本日の進め方でございますけれども、まず意見陳述人の方から意見を開陳していただき  

たいと思います。その後、食料政策、農業政策、農村政策という三つのテーマにつきまし  

て、それぞれ分けまして、20分程度ずつ意見陳述人の方と委員、専門委員の方との間で意  

見交換を行っていただければと思っております。  

 また、できれば、その後、会場の方々からも御意見をいただく時間をとりたいと思って  



おりますので、どうか積極的に御意見をおっしゃっていただければ幸いに思います。  

 なお、本日の地方公聴会では、一般公募により応募いただいた方は、36名にのぼりまし  

た。この方々の中から、近畿農政局とも相談いたしまして、ここに御出席いただいており  

ます５名の方々とさ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すけれども、中間取りまとめについて幅広く御意見をい  

ただくという観点から、人選を行わせていただいたわけでございます。御了承をお願いし  

たいと思います。  

 また、本日は農林水産省から、鈴木技術総括審議官、上谷情報化対策室長の二人に  

おいでいただいております。  

   

４ 意見陳述  

   

○祖田座長 それでは、さっそくでございますが、意見陳述に入りたいと思います。  

 本日は、特に先ほど御紹介いたしました両論併記の部分を中心にいたしまして、中間取  

りまとめについて意見を述べていただきたいと思います。時間といたしましては、できる  

だけたくさん御意見をいただきたいのでございますけれども、なにぶん時間は限られてお  

りまして、お一人５分以内ということでお願いをしたいと思います。  

 なお、円滑な進行をはかりますために、意見陳述を開始されましてから、５分経過しま  

したところで――学会のような感じになりますけれども、ベルが鳴らされますので、意見  

を終了しておまとめいただきたいと思います。  

 まず、有識者５名の方々から御意見をいだたきまして、続いて一般公募の５名の方から  

御意見をいただくというふうにしたいと思います。それでは、まず最初に伊藤潤子さんか  

らお願いしたいと思います。  

   

○伊藤氏 伊藤でございます。コープ神戸にかかわるものとして発言をさせていただきま  

すが、両論併記以外のことについても、少し発言をさせていただきたいと思います。  



 まず、中間取りまとめの１、「食料・農業・農村を考える基本政策、基本的な視点」と  

いうことについては賛成でございます。それに関連いたしまして希望したいことがござい  

ます。私どもコープ神戸では、食生活につきましては70年を超えます長い組合活動の歴史  

を持っておりまして、ここ十数年は食生活キャンペーンという取組の中で、日本型食生活  

を呼びかけているところでございます。その中で、安心、安全、そしてリーズナブルな価  

格、それが安定的に供給されますということは、たいへん重要であるというように感じて  

おります。したがいまして、これらのことが新しい法律によって総合的に考えられるとい  

うことは歓迎いたしておりますものの、直接的な商品の安全ですとか表示問題というよう  

な厚生省の管轄でございます食品衛生法に深くかかわっておりますことを考えますと、従  

来どおりの縦割行政では、目指すところの実効性というのは乏しくなるのではないかとい  

う懸念もございます。消費者といたしましては、厚生省などと密接な連携がとれるような、  

そういう仕組みを探っていただきたいというふうに思います。  

 次に、「国内産業の位置づけと自給率を政策目標に掲げるべきか」についてでございま  

すが、私どもコープ神戸におきましても、相当の輸入農産物を扱っておりますが、消費者  

の意見としましては、「安くて助かる」という意見もあれば、「いやいや、国産のほうが  

いいよ」という意見もございます。しかし、基本的には主要な食料については、国内で安  

定的にまかなえるということが大切であるということについては一致していると思われま  

す。ただ、食生活の多様化ですとか、価格問題、あるいは選択の自由ということもござい  

ますので、すべてを一括したような、全体的なカロリー・べースでの自給率という政策目  

標が妥当なのかというのは、少し判断に苦しんでおるところでございます。  

 次に、「次世代に向けた農業政策の変革」という点でございますが、この中に生産者、  

消費者の連携を育てるという視点を強く入れていただきたいというふうに考えております。  

言い換えますと、これまでは生産者と消費者といいますのは、「あなたつくる人、私食べ  

る人」という、いわば対峙した関係にあったといえようかと思いますが、これからは双方  

の意識がともに食料をつくり、そして消費するということに変わっていかなければいけな  

いというふうに考えております。そのためには、法律が単なる精神規定ということに止ま  



ることなく、実際に意識の変革を生み出すような仕組みづくりの根拠規定になってほしい  

というふうに考えております。  

 コープ神戸におきましては、1988年からスウェーデンのオールタナティブ・フード・ブ  

ログラムを参考にいたしまして、生産者のみなさんの御協力によって、フード・プランと  

名付けた農産物、畜産物、水産物の供給をいたしております。  

 この基本コンセプトというのは三つございまして、「生産者と消費者の安全」、そして  

「エネルギー・資源の循環・節約」、そして「環境・生態系の配慮」ということでござい  

まして、現在のところ1,415名の生産者の方々に御協力をいただきまして、８万5,000 アー  

ルの広さで生産いただいております。また、それぞれの地域では、店舗周辺の生産者の作  

物を規格を選別せずに受け入れまして、リーズナブルな価格で供給して、たいへん好評を  

いただいておるところですが、このような経験から言えますことは、長い間かかってつく  

られた意識というものは、長い時間をかけて、行動の中で変えていくしかないということ  

でございまして、その仕組みづくりが大切だと思っております。  

 私ども、10年かけてやってまいったわけでございますが、これが法律・行政が、これを  

補強するかたちで支援していただけますなら、さらに効果的な進展が望めるのではないか  

というふうに考えております。ただ、そういった立場からいたしますと、大規模化の奨励  

とある中間報告の基調が、私どもとともに歩んでくれた零細な農家の切捨てにならないの  

かなという心配もしております。  

 多様な農業のあり方ですとか、真剣に農業に取り組む人たちの支援がなされることを望  

みたいというふうに思います。  

 また、農業後継者以外の人、法人などが希望すればスムースに携わることができるよう  

な支援体制を整備するとともに、耕作者がいなくなった農地を一定の条件のもとに、例え  

ば農地バンクといったようなかたちでプールしておいて、意欲ある人に利用してもらう制  

度などを考えてほしいと思います。ことに、それまでの財政の投入を無意味にしてしまい  

かねない農地の転用ですとか放棄については、このようなかたちで、農地として維持でき  

るような方向を探っていただきたいと思います。  



   

○祖田座長 ありがとうございました。それでは次に、梶谷和子さん、お願いいたします。  

   

   

○梶谷氏 米不足をはじめ、環境問題が論争される中、新基本法が国民全体の問題として  

クローズアップされることを、農家としてうれしく思います。  

 第一に、食料政策といたしまして、国際協調時代――いくらかの輸入は仕方がありませ  

ん。日本の地理的条件では、企業的農業としての限界があると思います。しかしながら、  

激動する国際社会においては、食料危機に備え、自給自足ができる態勢を整えておく必要  

があると思います。国際競争社会において、日本の農業の経営基盤はまだまだ弱く、計画  

的な指導・援助の必要性を強く感じております。一日も早く、日本の農業基盤を確立する  

ために、施策目標をたて、国民一人一人が創意工夫をし、毎日の食生活を通して、食物に  

関心を持つことにより、自給率は達成される。その結果として、国際社会においても、日  

本の農業が明確に位置づけられていくと思います。  

 第二に、農業政策としましては、株式会社の農地の権利取得によって、農地が利益を目  

的として利用され、地域農家の共同によって成立した農村社会に、株式会社が適合するこ  

とは難しいと思います。農地は、日本の庭であるとともに、農家にとっては命を生み出す  

源であります。土づくりには、長い年月がかかり、それは先人の努力の証でもあります。  

農村社会には農地と農家との絆を守る責任があると思います。そのためにも、私は農村に  

人が集まる農業構造の変革を進めてほしいと思います。相談窓口は設置されているものの、  

新規就農者の受皿態勢の不備によって、農業者の新しい芽がつぶされていることは、デー  

タからも明らかであります。  

 そこで、地域農業の継続的保持のために、新規参入者を受け入れ、経験を活かし、農家  

として農村に定住できるまで、手足をとって農業を伝える。このように、新規就農者の受  

け皿としての農業生産法人の農村での貢献は評価されるべきであると思います。日本の農  

業を担う後継者育成に取り組む農業生産法人の国家における位置づけを明確にしていただ  



き、人づくりに対する援助政策によって、農業生産法人の経営基盤の確保のために御尽力  

いただきたく思います。  

 第三に、農村政策につきましては、中山間では農業生産コストが高く、鳥獣被害が激増  

し、農業意欲は薄れるばかりです。農家の農地離れが目立ち、借り手の減少も大きな問題  

となっています。中山間での優良農地を確保するためにも、ぜひ直接所得補償の導入をお  

願いいたします。また、その成果が国民にも確実に理解でき、合理的な補助事業でなけれ  

ばならないと思います。  

 最後に、移り変わる農政変革に農家の経営が圧迫され、先行き不安により行政批判が深  

まるばかりです。農地を守り続けてきた農家が、飯米を買わなければならない。その気持  

ちを理解していただきたい。また、農家には安全な食料を食卓に運び、国民の健康を守る  

大きな責任があります。その責任のもと、私どもは年間をとおして農地の計画的な土づく  

りを大切な作業としておりますが、今回のような緊急生産調整は、まさに行政の農家の立  

場に立たない姿勢そのものであると痛感いたしました。日本の農業の更なる発展のために  

も、新基本法においては、農家の声が反映されるものであってほしいと思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。それでは竹下賢さん、お願いいたします。  

   

○竹下氏 私は、両論併記の事項を、いずれかではなしに、全般的に意見を述べたいと思  

います。その出発点としましては、中間取りまとめというものの基本的な視点にかかわっ  

てくると思います。私がお話ししたいのは、この中間取りまとめの基本的な視点というも  

のの姿勢をもう少し具体化の方向に進めていけば、両論併記のいずれをとるかということ  

が浮かび上がってくるんじゃないか、こう考えるからです。  

 ようするに、基本的な視点というものの重要性というものも、同時にそういうことでい  

くべきだと思うわけです。現在、さまざまな分野で根本的な変革というものが迫られてき  

ているわけですが、それとの対応で、農業問題全般に対処しうる現実的で機動的な基本姿  

勢というものに踏み込んで示していただければというふうに思うわけです。  



 この基本姿勢に――私がいうところの基本姿勢ですが、これに関連させて併記事項につ  

いて述べていきたいと思います。  

 基本姿勢の第一番というのは、やはり自立的産業としての農業の育成ということであり  

ます。先ほどの取りまとめの基本的な視点というところで、５項目が挙げられております  

が、これをいろいろ考え合わせて集約的に考えていけば、社会の変化を踏まえた食料の安  

定供給という点と、農地や森林を基本にした国土の持続的発展の確保という二つの点にま  

とめられるんじゃないかというふうに考えるわけです。  

 安定供給のために農業の活性化が不可欠であるというのは、取りまとめでも意見は一致  

していますし、一般の方の意見もこうだと思います。ただ、問題になるのは、中間取りま  

とめのもう少し具体化したところに書いてあったんですが、「市場原理の活用と経営の安  

定」という項目があるわけです。むしろ私は、ここで強調したいのは、市場原理の活用と  

いう点であります。これによって、自立的産業としての農業の形成というものが行なわれ  

るべきじゃないかと、こういうことになります。  

 こういう姿勢からすれば、保護産業的な感じの農業というものから脱却することが重要  

であるということであります。経営の安定という視点、それが保護的な施策を呼び込むと  

いうことでしたら、これは問題であると思います。また、その際に農業に意欲のある農家  

ではなくて、資産保有型の農家の保護というものに繋がる施策というものは戒めるべきで  

あろうというふうに思います。自給率の政策目標化というのは、保護政策に繋がるものと  

して、反対すべきものと考えます。  

 第三の、「自立した魅力ある農業」との関連で、併記事項第三を考えた場合に、株式会  

社の農地取得というのは、むしろ推進されるべきかというふうにも思うわけです。  

 時間がないのではしょりますが、基本姿勢の第二番目は、自然環境としての農地の育成  

ということでありました。その点に関しては、中山間地の活用というか活性化というのが  

非常に重要となってきておりまして、その点におきましては、例えば中山間地の場合は、  

市場原理の活用ということを超えた保護が中山間地域については必要になるかというふう  

に思います。  



 中山間地域については、自然環境の育成という視点から、場合によっては保護的な施策  

もあり得るというふうに考えるわけです。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。続きまして、西田鶴男さん、お願いいたします。  

   

○西田氏 大阪工業会と申しますと、近畿の製造業が中心になりまして、約 1,450社で組  

織し、83年の歴史をもつ経済団体でございます。私は製造業の立場を踏まえ、農業問題を  

考える意見を２点申し上げます。  

 まず、食料政策における国内農業生産の位置づけでございますが、これは国内の農業生  

産が基本であるという考え方を申し上げます。製造業も、数年前は急激な円高や人件費な  

どの問題で、企業の業種を問わず、海外に生産拠点を設けるという傾向がございました。  

しかし、現在では、その動きが落ち着いてきております。これは一時は円高や人件費が安  

いというメリットはありますが、各国の歴史の歴史、風土、文化の違いによるデメリット  

があり、理想的にはいかないというのが、原因の一つであります。  

 農業について考えてみますと、食生活が例えば関西と関東では、うどんのだしが違うよ  

うに、地域による違いがあり、独特の地域性があると思います。いわんや、国レベルとな  

りますと、各国の食生活と食材の違いは大きく、自分の国の食生活に必要な農産物は自分  

の国で生産すべきだと思います。このように、我が国独自の食文化を大切にし、維持する  

ためにも国内の農業がしっかりしてもらわなければならないと思います。製造業の世界で  

も、今日の不況の中でものづくり企業が世界をリードいたしている例がいくつもございま  

す。農業をめぐる厳しい状況の中で、私どもが食べたいものを食べていけるというために、  

農業生産者をぜひ元気づけ、国内農業生産者を維持していくという雰囲気づくりが必要で、  

国内の農業生産が基本であるという理念を明確にすることが必要であることを申し上げま  

す。  

 ただし、どこまで国内農業を維持していくかという問題があります。いくらコストがか  

かっても国内農業生産優先、というのは難しいのではないかと思います。製造業でも、一  



見すると輸入品との競争に弱そうな成熟産業の中でも独自の製品を開発し、国際競争力に  

打ち勝っている企業の例も多くございます。農業も国内マーケットの有利性を活かしなが  

ら、海外ではできない高いクオリティーの作物の生産、付加価値の高い作物の生産を一層  

指向し、更にコスト削減目標を明確にすべきだと思います。  

 次に、農業を支える人づくりの大切さについて申し上げます。この中間取りまとめでも、  

農業者の確保・育成が指摘されておりますが、製造業においても、ものづくりの高度な技  

術・技能の伝承・継承のための人づくりが大きな課題となっております。農業についても、  

永年にわたって伝承されてきたノウハウがあると思います。国内農業を基本にするといっ  

ても、それを支える人をどうするかということは、大きなポイントだと存じます。この人  

材確保のためには、後継者が農業をやろうという気になってもらうように、農業に若者の  

魅力を持たす必要があろうかと思います。そのためには、教育がきわめて重要で、まず教  

員の先生方に正しい農業や農村の意義や役割について、実情を充分に認識していただくこ  

とが必要であろうと思います。これは、ものづくりでもまったく同じことで、私ども大阪  

工業会では、大阪府教育委員会とタイアップして、先生に実際の製造業の現場に興味をも  

ってもらうために、学校の先生を１年間、企業がおあずかりいたしまして学んでもらうと  

いう制度を、平成８年度より実施し、教育界はもとより、各方面で高い評価をいただいて  

おります。今こそ、若者に農業の魅力をアピールする方策を考えるべきだと思います。  

 以上、２点申し上げましたが、今後の農政につきまして、一言申し述べさせていただきます。  

 この中間取りまとめは、広範囲に検討され、まことによくまとめられていると思います  

が、あえて申し上げますと、総花的で真に国民の心に訴えるものが見えないように思いま  

す。これからの農政はこうだ、と一口で理解できるような骨太の理念をはっきりわかりや  

すく示すことが必要ではないかと思います。  

 最後になりましたが、この中間取りまとめをおまとめになりました調査会の先生方に、  

心から敬意を表するとともに、この窓口になっていただきました近畿農政局のみなさんに、  

心から感謝を申し上げまして、私の発言を終わらせていただきます。  

   



○祖田座長 ありがとうございました。続きまして、平井義久さん、お願いします。  

   

○平井氏 私は京都で漬物業を営んでおります。そういう関係から、今日の御指名だとい  

うことだと思います。高邁なお話はできませんので、たいへん狭い視野のことで申しわけ  

ございませんが、やはり農産物を加工する生業ということからお話をさせさていただきた  

いと思っております。  

 漬物業界といたしましては、全国で約 1,800社から 2,000社ございます。そして、２、  

３年前の統計でございますけれども、やはり 120万トンほどの漬物を製造し、５千数百億  

円ほどの商いをしておるという現状でございます。  

   

 しかるに、原料の調達ということになってまいりますと、国内での調達ではまかなえな  

いというのが現状でございます。30パーセントくらいの比率において、海外からの輸入原  

料をあてにしておる。しかしながら、気持ち的にはやはり国内原料を扱いたいというのが、  

漬物業を営む者の気持ちでございます。しかしながら、消費者のニーズに、また希望に応  

えていこうと量産体制をとりますと、どうしても足りないというのが現状であります。  

 特に京都は、古くから名産漬物がたくさんございまして、やはり府下で生産し、そこの  

原料野菜を使っての製造というかたちになってまいりますと、あまり他府県ならびに海外  

の原料は使いにくいというのも実情でございます。そういう意味から、我々常に近隣のみ  

なさま、また京都の名産漬物を製造販売していくためにも、製造するためにはどうしても、  

この地の野菜をということで、すべて契約栽培を主として今日までやっているのが実情で  

あろうということです。  

 私のところも、ずうっと何軒かに分けて契約栽培というのを実施いたしております。そ  

ういうことから、契約栽培といいますと、量的な安定確保と同時に、価格的にもお互いが  

納得いく価格で安定できるということでございますから、経営として何十年というふうに  

親戚づきあいができるというようなかたちで、現在も商取引として行っているのが現状で  

ございます。  



 消費者のニーズが、最近は、以前の保存食からお惣菜的な浅漬け系統のお漬物の加工と  

いうものに消費者のニーズが増えてまいりました。それが約50パーセントから60パーセン  

トが、そういう浅漬け系統になってまいりますと、当然、近隣、流通面でもすばやく手に  

入れられるような場所で野菜を供給いただかなければ、やっていけないということでござ  

います。そういう面において、今我々としてはたいへん苦労がございます。  

 そういうことで、例えばダイコンを一つ例にあげまして、私のところも年中ダイコンを  

使った浅漬け的なものをつくっておるわけであります。それは、気候によって、京都・近  

畿でまかなえる場合もあれば、北海道でしかできない場合もあるというようなことから、  

遠隔地でもなんとかそういう供給をしていただきたいなという希望から、たまたま私の友  

人関係で北海道の知床に近いところにたまたま友人がおったものですから、そこでどうし  

ても、「平井さん、一度ダイコンをつくらせてくださいよ」というような声から、「それ  

じゃあ、いっぺんつくってみてくれるかな」ということでつくっていただきかけたんです  

が、やはり京都着には４日ほど時間がかかる。それではどうしても製品としては無理だと。  

こういうことから、「それじゃあ、一次加工をそちらでやって、そして４日間で京都まで  

運んでこう。そこで我々がもう一度、再加工していって製品にしあげていこう。」こうい  

うことで、現在もやっておるわけです。これが善いか悪いかは別にいたしまして、そのた  

めには、一次加工をするためにはやはり農業のみなさま方とやはり漬物のノウハウはある  

程度は知っていただき、技術的にも我々がコーチしなければならないという状況でござい  

ます。  

 先ほどはたまたま、株式会社の農地権利の取得うんぬんがございましたけれども、私は  

その場で提案いたしましたのは、やはり農家のみなさん方も、そこまで一歩ふみこんで、  

我々と同じような一次加工の分野までお入り込みいただく。それを我々と協調して、一体  

となって製品づくりをしていく。と同時に、そうしますと、私たちも土づくりから製品ま  

でというキャッチフレーズもできます。  

 そういうことで、できれば農家のみなさんと我々とが一体となった製品づくりというの  

が、今後、大きな安定供給、安定経営というものに関わってくるのではないか。このこと  



を申し上げたいと思います。  

   

○祖田座長 どうもありがとうございました。それでは引き続き、上田栄一さん、お願い  

します。  

   

○上田氏 私は、滋賀県が進めております集落営農ビジョン促進対策事業という事業に乗  

りまして、滋賀県としてはいち早く集落営農の構築をなすことができたのですが、いま集  

落の大多数の農家とともに、32馬力・キャビンつきのトラクターですとか、五条グレン・  

タンクつきコンバインというような機械を共同導入いたしまして、オペレーターによりま  

す稼動で、共同利用体制を確立いたしました。  

 すでに６年が経過しておりますが、このことによりまして、多くの問題が解決すること  

かできました。例えば、お金の問題ですけれども、個人で何百万円もするような機械を買  

わなくてもよくなった。あるいは、個人で機械の保守点検なり、維持管理をしなくてもよ  

くなったことから、機械の格納庫がいらなくなったということになるわけです。  

 比較的安い作業料金でオペレーターが我が家の作業もやってくれるという状況もつくれ  

ましたし、オペレーターとして出役したら、それなりの賃金がもらえるという体制ができ  

ました。  

 それから、重労働の問題ですけれども、例えば重いモミ袋かつぎとか、歩いて田植えを  

するといったような事態がなくなりましたし、女性やお年寄りがつらい農作業から解放さ  

れたという状況がつくれました。オペレーターにつきましても、非常に快適な機械で快適  

作業ができるようになったという状況がございます。  

 さらには、精神的な問題も解決できました。例えば、オペーレーターとして決められた  

日だけ出役したら、あとは農作業をしなくても、ほかのだれかがやってくれるという状況。  

あるいは、個人で我が家の作業の段取りをしなくてもよくなったから、安心して勤められ  

るという状況ができました。まして、農繁期になると家族でケンカをしなければならない  

という事態もなくなりました。隣が作業をはじめるとイライラするという事態もなくなっ  



た。こういうように、精神的な面でも解決ができました。  

 さらには、それ以外に収穫感謝祭というお祭りを営農組合としてやってみたり、あるい  

は集落で採れたソバでソバ打ち大会をやってみたり、共同利用トラクターで集落内除雪作  

業をやってみたり、花いっぱい運動を発展させてみたりというぐあいに、住みよく、明る  

い村づくりというような運動にまで発展をしてきております。  

 さらに、転作の取組につきましても、集落全体で集団ブロック・ローテーションで、小  

麦プラス大豆の転作に取り組んでおりまして、これも少ない人数で、なんなく転作作業に  

取り組むことができました上に、稲作以上の収益を上げることができたんではないかなと  

思っています。  

 このように、集落営農を実現することで、みんなで楽しく、元気な農業を実現したんで  

はないかなと思っています。  

 最近では、法養寺営農組合に非常にたくさんの方々に視察にきていただいたり、また講  

演要請を数百回受けさせていただいております。非常に大きな反響がございます。これは  

やはり、法養寺営農組合の取組が、第二種兼業農家がもっとも困っている問題をわかりや  

すく解説しながら、その対策が具体的な対策が提示できているからではないかなというよ  

うに思うわけです。  

 農家というものは、水田は中中放棄することができない、という農民感情がございます。  

ですから、農地はなかなか流動化しづらいというのが現状です。しかしながら、農家とし  

ては、水田を田んぼとして維持・管理するのにも、たいへん困っております。ところが、  

集落では最近、兼業化が進みまして、異業種の人が集落の中に混在するという状況がござ  

いまして、私はこれを人材の宝庫だというように申し上げております。つまり、集落には  

勤め先で得た多数の技術やノウハウをもつ人々の集合体ということになっているわけです。  

このような集落で、集落の自主的な取組によりまして、独自の新たな営農体制や村づくり  

ができるような可能性を現在持っているわけです。  

 今後、このような集落独自の合意形成機能を高めることによって、低コストで、省力的  

で、さらに生産性の高い農業が推進できるのではないかなと。そして、若い人が喜んで暮  



らせる村づくりができるんではないかなと。このようなために、集落営農の構築が非常に  

重要ではないかなというように思っております。  

 今回の調査会の中では、現在の日本の農地資産を最大限に活用しながら、国内農業生産  

を基本とすべきでありまして、食料自給率を政策目標として明確にしていただく中で、け  

っして輸入に依存することなく、国内の生産振興を積極的に推進していただきたい。さら  

に、株式会社の農地取得につきましても、集落機能の崩壊につながりかねないので、そう  

いうことは認められないのではないかなというふうに考えております。棚田を有するよう  

な中山間につきましては、集落営農も非常に困難でありますから、直接所得補償は必要で  

はないかなと思っております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。続きまして、古東英男さん、お願いいたします。  

   

○古東氏 私は、淡路島からやってまいりました古東でございます。約40年間、地域農業  

の指導者として4,500 戸、3,000 ヘクタールの土地で、いわゆる高度土地利用をやってき  

たものであります。今日は、両論併記に対する意見と、具体的にこれからこうやってもら  

いたいという大きな問題について、意見を申し上げたいと思います。  

 まず、食料自給率を政策目標として位置づけるべきかどうかという問題ですが、一つと  

して、政策とか経営目標には必ず目標数値というものは必要であります。数値のない目標  

なんてありえないと思います。はっきりした目標を掲げて、実現のための具体策をたてる  

ことだと思います。  

 二つ目として、ローマ宣言にあるように2015年までに飢餓であるとか、栄養不足人口を  

半分に削減するということを各国が誓約しております。自分の国の食料は自分でつくりだ  

せ、他人の食料を横取りしてはならないと。どうしても私は、減反政策の始まった昭和45  

年の自給率60パーセントまで引き上げる努力が必要であると申し上げたいと思います。そ  

のためには、年１パーセント増やすことによってこの目標が達成されると思います。  

 三つ目には、お金のある日本が外国の食料を高く買いつけることは、お金のない国から  



恨まれる国になり、やがてローマ宣言達成の非協力国のそしりを受けるでしょう。つい５  

年前の1994年、250 万トンの米を輸入しました。250 万トンを日本が買いつけたというこ  

とにより、国際相場は２倍になりました。いま米を輸入している国は100 か国以上ありま  

す。乏しい外貨を工面して米を買っている国から恨まれる国になってしまったということ  

であります。いま少年の非行が悪いこととして問題になっておりますけれども、他人の食  

べ物を横取りしていても何とも感じない国民になり下がってしまっているのかと思うと、  

私は残念でなりません。  

 次に、国内農業生産の位置づけの問題ですが、日本農業は、世界経済の中の日本経済、  

その中の農業として位置づけをし、輸入は現状を最大値として国内生産との調和をはかっ  

ていくべきであろうと思います。輸入農産物は、安いということだけで片づけてはいけな  

いと思います。それは安全、安心、安定、あるいは量であるとか、鮮度とか、品質とか、  

規格とか、旬とか、季節感といった理由によるものであります。  

 次に、株式会社の農地取得は認めるべきではないと思います。農村の風土や文化、地域  

社会が乱れる。また、都市近郊農地は投機の対象となる。株式会社は主目的が投資をして  

くれた株主に利益を与えることであり、どうしてもやりたいのであれば有限会社でやれば  

よいと、私はそう思います。もう一つの直接所得補償措置の導入については、もう少し時  

間と議論が必要であろうと思います。  

 次に、具体的な農業、農村の活性化対策として、両論併記以外の問題について２、３申  

し上げたいと思います。今回の中間報告の取りまとめを読ませていただきまして、日本列  

島を画一的な視点で政策検討がなされておるようでありますが、日本の農業には北海道、  

東北、日本海側の農業と、太平洋側の、あるいは瀬戸内などの西南暖地型の農業に二大区  

分されると思うんです。この基点から、再度日本農業の方向づけについて議論をしてほし  

いと思います。お願いします。  

 次に、具体的な案として地域複合営農を取り組んでほしいと思います。中間取りまとめ  

の中には、大型化や法人化や、個人経営論ばかりが目につきますが、地域ぐるみでよくな  

ろうとする複合営農団地構想による食料生産基地を検討してもらいたいということであり  



ます。現在、日本農業で成功しているのは、そのほとんどが関東以西の地域ぐるみで取り  

組んでおる複合営農地域であります。地域の範囲は県、あるいは県を二分するぐらいのも  

のとし、生産販売が一貫体制で取り組める地域が望ましいと思います。生産論ばかりが目  

につきますが、生産者は販売という行為を行なってお金に換えてこそ、農業経営が成り立  

つものであります。日本農業は生産販売戦略が未熟だと思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。続きまして、廣田彰啓さん、お願いいたします。  

   

○廣田氏 私は現在、青果卸業と食品スーパー及び外食産業に身を置くものです。青果卸  

といっても、主として京都の地場の野菜がございますけれども、その野菜を大阪にある数  

社の食品スーパーに卸しているという会社でございます。それから、私自身のことですけ  

れども、私の生家、生まれが古東先生と同じ淡路島でございまして、実際にいま父親も農  

家をやっております。そのへんも踏まえて発言いたしたいと思っております。  

 まず、私が両論併記事項で意見を申し上げたいのは、株式会社に農地取得を認めるか否  

かについてでありますが、これについては認める方がよいのではないかと考えております。  

その理由は４つございます。  

 その一つは、農水省も現在進めておられますように、農業の生産性向上のためにはどう  

しても規模拡大が避けられないと考えているわけです。意欲ある農家が機械化、それから  

ほ場整備を通じて大規模化を図るのも必要でありますが、家族でできることについては限  

界がございます。規模拡大の、これが全てではないんですけれども、一つの方策としては  

認めてよいのではないかということです。  

 二つ目は、現在、若い農業専従者が増えているといわれていますけれども、まだまだ少  

ないんじゃないかと。それは、現在の家族を中心とした農業が重労働で、かつ長時間働か  

なければやっていけない性質からも来ているのではないかと考えております。労働省の勧  

める週40時間労働制というものは、農業にたずさわる人についても、そのままでないにし  

ても、その恩恵に浴するべきじゃないかなと考えております。いま私の生家では大正生ま  



れの父と、漁師をしている兄、それからその兄嫁の３人で農家を営んでおり、乳牛を５、  

６頭飼っているということもございますけれども、365 日まったく休みなしの状態です。  

これは極端な例としましても、概して農家というのは厳しい労働条件にあるのではないか  

というふうに考えております。  

 それから三つ目は、株式会社が農地を取得して農業を営めば、消費者、スーパー、外食  

産業などに直接販売するなど、ダイナミックな事業展開も容易なのではないか。現在の市  

場流通の仕組みからは逸脱するかもしれませんが、その間の流通コストは大幅に削減でき、  

農産物の価格を引き下げられるのではないかと考えております。  

 それから四つ目ですけれども、現在、有機低農薬野菜というものが注目されております  

けれども、その基準も曖昧であります。それから、表示基準を整備するということも大事  

なんですけれども、ＰＬ法というのがいろんな部分で注目されてますけれども、そういう  

ところとも絡めて、農産物を提供するときにそういう基準を明確にして、農協などととも  

に法人組織が主体になれば、その安全な農作物の提供というものが具体的に進むのではな  

いかというふうに考えるわけです。  

 以上、株式会社の農地の権利取得を認める理由について述べましたけれども、あくまで  

も土地利用は農業に限るべきであり、農地の転用は土地投機の防止のために、厳しい法整  

備とともにあるべきものと考えております。また、株式会社に農地の権利取得を認めても、  

費用対効果等を考えるとただちにその動きがでるか疑問ではありますけれども、現在の日  

本の農業を活力あるものにするためには、そういう一面も必要なのではないかと考えてお  

ります。  

 最後に申し上げたいことでございますけれども、今京都の地場野菜――ホウレンソウと  

か、小松菜、葉物野菜、それから朝採りのキュウリ、ナスなどを卸しております。なぜか  

といいますと、鮮度が良い、それから消費者の目を引くボリュームがあるもの等、付加価  

値の高いものが出されているわけです。京都南部青果というところがございます。そこに  

毎日、農家の人が商品を持っていく。商品にすぐに値がつく。この商品は高い、この商品  

は安いというかたちで値がついていくわけですけれども、そういうふうにつねに、自分の  



商品が消費者に喜ばれるものであるかどうかということが学習されているわけです。  

 そういう意味で、消費者の立場に、今後、生産者の方ももっと立つべきところがあるん  

じゃないかなと思います。これは私自身ですけれども、こういう流通業界におりまして、  

消費者と生産者の顔がお互いに見え、信頼感のもてるようなものに、我々もそうですけれ  

ども、農政の方もぜひともお願いしたいというように考えております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。続きまして宮本敬子さん、お願いいたします。  

   

○宮本氏 今日は皆さん、いろんなキャリアをお持ちの方ばかりなんです。私一人、主婦  

という立場で、個々に今どうしているかということを初めに少し触れさせていただいて、  

本題に入りたいと思います。  

 私は奈良市の西ノ京というところに住んでおります。隣の大和郡山市を中心とした農家  

と消費者とで結成する「大和農業ネットワーク」の呼びかけ人をしておりまして、そのあ  

と今は世話人をいたしております。この会は1996年１月に40世帯で発足いたしました。現  

在会員数85世帯です。農業体験・産地直送・酒米づくり等を通して、減反とか担い手不足  

等、環境が変化する農業のあり方を学習し、生産者と消費者でともに考えようという住民  

団体です。昨年度は、減反農地20アールで栽培いたしました山田錦900 ㎏を収穫し、地元  

の造り酒屋が１件残っておるんですが、そこで仕込んでもらいまして新酒1,200 リットル  

をつくりました。昨日初めて蔵出しをいたして、みんなで試飲したところです。そういう  

ことで、今回は食料政策と農業政策のところで少しお話しさせていただきたいと思います。  

 国内の農業生産を基本とすべきと考えています。その理由として五つほどあげさせてい  

ただきます。国民の安定的な食料確保を考えると、食料自給率をカロリーベースで60から  

70パーセントにあげていく必要をこのところ感じています。それと世界の中で土壌の劣化  

が進んでいることはマスコミ等で報じられています。それから、輸出国が特定の国に偏る  

傾向があり、輸入困難な事態が起きたときに国民の食料は困ります。もう一つ、情報が届  

く時代とはいえ、まだまだ輸出国の生産の現状と将来が見えてきません。昨日の日経新聞  



でしたでしょうか、生鮮野菜の輸入額が１千億円、外資の流通技術の技術革命ということ  

で、スクープのような記事が出ておりました。国内の農業を基本とした上で、一方では海  

外生産の調査機関等を設けて、儲け主義の商社に国民の食料を任すのではなく、国のレベ  

ルで海外の農業の生産力の調査とか協力等、そういう機関が必要だというふうに感じてい  

ます。  

 農業政策についてですけれども、企業の農地参入については条件付きで参入を認めてい  

く方がいいというふうに考えます。理由としましていろいろあるんですけれども、今まで  

投機に使われるかもしれないとかいう反対意見もありましたが、例えば20年間とか30年間  

とか転売を禁止するとか、企業が本当に農地を活用しているか検査体制を国とか地方の行  

政でとるとか、それから有効利用、ローコスト生産等の優秀企業には税制を優遇するとか、  

そういうふうにして農業をする意欲ある企業を育てていくことも必要だと思います。今の  

ような家族経営農家では、若い後継者は育たないと思います。農家の戸数は減る一方で、  

特に私の住んでいる近くでは土地活用に走りがちで、生産地の減少につながると考えます。  

ただ、自給率を設定しても農地が保全されていないと無意味なことだというふうに考えま  

す。  

 あと、お米の新政策についてふれたいと思います。稲作経営安定対策とか米自給安定対  

策というのは、自主流通米のみの適用です。計画外米は補償にはありません。これはつく  

る自由、売る自由の原則に基づいて計画外米の比重を上げ、自ら販売先の拡大を進めてき  

た専業大規模稲作農家をつぶし、主食のお米さえもやがては輸入に頼る方向に進みかねな  

いと思います。  

 最後に、私は奈良に住んで30数年になりますけれども、『橋のない川』の著者で大和の  

地で生まれ育った住井すゑさんにお会いしたことがあります。そのとき彼女は言いました。  

「ほんとうの文化とは、命を守ること。だから、農業を盛んにすることが文化国家なんで  

す。命を守るのに役立つ食べ物は文化財だと考えている」と話されたことをいま思い出し  

ています。このような公聴会をもっていただきましたことには感謝いたします。関係者の  

方々に今一度、御検討していただきたいと思って今日はこの場に来させていただきました。  



   

○祖田座長 ありがとうございした。最後になりましたが村田正夫さん、お願いいたしま  

す。  

   

○村田氏 私は、京都の美山町で衣料品店を経営いたしております村田と申します。30ア  

ールの水田、３アールの畑、約10ヘクタールの山林を所有しておりますごく普通の市民で  

ありますけれども、街づくりという観点から、農業に特に高い関心をもっております。  

 街づくりとは、中山間地の当町にとっては農村らしい農村でありつづけることであり、  

美しい山や川、きれいに整備された田や畑、そして人情に象徴される農村のたたずまいを  

守ることであります。ゴルフ場、パチンコ屋はつくらせないという「美しい街づくり条  

例」を制定し、農村景観の保全に力を入れているところではあります。けれども、もし農  

地が荒廃をすれば、農村景観の維持や住環境に重大な影響を与えます。当町では昭和54年  

より「土地基盤整備事業」に取り組み、現在100 パーセントの整備率ではありますが、高  

齢化の進行により、農地の荒廃化が懸念されるところであります。  

 農村を守るとは農地を守ることであって、ハンディキャップの多い中山間地域にあって  

は、直接所得補償措置が農地を守る大きな力になると期待いたしております。美山町は茅  

葺きの里と呼ばれ、府下で初めて「蛍保護条例」を制定し、貴重な原生林をもっており、  

昔の農村の原風景の残る町として年間45万人の観光客が来町しております。芦屋市などの  

都会の人たちが「茅葺きを守る会」を結成していただき、その基金もつくっていただき、  

都市住民との交流を図っており、グリーン・ツーリズムの先進地としての評価もいただい  

ておるところであります。  

 しかし、これらも農地保全、農村保全があってこそです。たしかに、中山間地域には自  

立経営農家が少なく、補償しても次世代まで農業に取り組むのか不安が残りますし、農耕  

民族特有の横並び意識を逆撫でしないかの心配もあります。しかしやる気や年齢、土、環  

境、食への熱い思いなどをＥＵの条件にプラスする日本方式を採用したい。農業の多様な  

効用を都市住民との交流の中で訴えていくなどの啓蒙で、必ず克服できるものと考えてお  



ります。今までの補助金中心、農水省の目的中心の農業施策は、どうしても農民が受ける  

だけの側、受けるだけの立場でありましたが、直接所得補償の導入により、自らが主役と  

なって主要目的を定めるという積極的な立場に変わるはずであります。  

 33パーセントの生産調整を乗りきるため、当町では旧村単位を大きな農場とし、その３  

分の１を団地化して、新たにつくる農業公社で転作を受託する農地保全組織をつくる予定  

としております。しかし、採算性がなく、国からの援助もなく、たいへん苦しいスタート  

を切らざるをえません。ぜひ、一考をしていただきたいと思っております。  

 最後に、美山町は情報の受発信と農産物の販売拠点をめざして、昨年、京都の桂にアン  

テナショップを開設をいたしました。建物などを町が援助し、商工会長が社長となった有  

限会社を設立し、販売力の弱い農業者と、逆にそれに強い商工業者がリンクし、経済効果  

を共有しあうことによって農地や農村を守っていく試みは、いまのところ順調であります。  

中山間地域の商工業者は、集落機能の維持や村おこし推進に関わる組織の重要な構成員で  

あり、リスクを恐れず奇抜な発想をもつ特性から、農業者・公務員とよき刺激をし合う仲  

間となっております。商工業者への援助が農村を守り、農地を守ることをぜひ御理解願い  

たいと思います。  

   

５ 意見交換  

   

○祖田座長 ありがとうございました。ひととおり、意見陳述人の方々から意見を開陳し  

ていただきました。こうした御意見に基づきまして、意見陳述人の方々と調査会の委員、  

専門委員との意見交換に移りたいと思います。たいへんいろいろな意見を出していただき  

まして、ほんとうにありがとうございました。  

 対象となる範囲が広いものですから、便宜上、食料政策、農業政策、農村政策という３  

つのテーマに分けまして、それぞれ20分ぐらいずつ意見交換の時間を持ちたいと思ってお  

ります。それではまず、食料政策の点につきまして意見交換をしたいと思います。  

 国内農業生産の位置づけ、食料自給率をどうするかといった二つの両論併記の事項がご  



ざいましたけれども、この点も含めまして意見交換できればと思います。ただいまの10名  

の意見陳述人の方の御意見につきまして委員、それから専門委員の方から質問、御意見等  

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。どなたからでも結構でございます。  

細川委員、お願いいたします。  

   

○細川委員 それぞれ貴重な御意見をいただきました。特に今、国内農業生産の位置づけ  

の問題と食料自給率ということで祖田座長から話がありましたので、私なりに皆さんの御  

意見等も承りながら感じました。  

 まず、私どもはやっぱり、食料の安全確保という、また安全保障という見地からしまし  

ても、国内農業生産を基本に考えるべきだという意見を持っておるわけであります。その  

理由としましては、先ほど冒頭にお話がありましたように、世界の人口の動態が21世紀に  

は、2025年には80億人になる。現在の48億人の中に８億４千万の人が飢餓状態である。そ  

して、農地が500 万ヘクタールも荒廃をしてくるということになりますと、我が国の耕地  

面積が約500 万ヘクタールであるということからしましても、先ほどの国際貢献の見地か  

らしましても、どんどんそうなりますと、弱いとこの、金によってその食料を我が国民の  

ために供給しなきゃならんということになりますと、なんとなく、国際貢献といいますか、  

グローバル社会の中での自分の地位は、やっぱりお互いに守っていくべき、そういうもの  

が欠けるのではないかなというようなことであります。ですから、やはりきちんと政策目  

標としてやって、懸命に努力するということがもっともいいのじゃないかなというふうに  

思っておるわけであります。  

 また一面、この資料にもあると思うんですけれども、世界の各国々での自給力でありま  

すが、我が国の昭和35年と平成７年を比べますと、自給率が当時は穀物ベースでは82パー  

セント、現在は29パーセントというふうに、30数年の間に、極めて減少しておると。これ  

は一方の労働力にしましても、10アールあたり耕作するのに昭和35年では132 時間、現在  

では38時間になっている。そういうこととなんとなく比例といいますか、似通った、数値  

的にはそういうことに変わっております。そして現在、カナダではカロリーベースで142パ  



ーセント、フランスでは143パーセント、アメリカは113パーセント、ドイツで94パーセン  

ト、イギリスで79パーセントということでありまして、我が国はカロリーベースで42パー  

セント。  

 さらにもう一つ、さっきお話がありましたとおり、我が国の自給率は穀物ベースは29パ  

ーセントでありますが、あと畜産物でここまで押し上がっておりますけれども、この畜産  

物の基本でありますエサというものは、ほとんど輸入であると。これを面積的にみると、  

1,200万ヘクタールに相当するそうであります。そうなりますと我が国の耕地面積の2.4倍  

なり2.5倍ということになる。そういうものを考えた場合でも、やはり長い農業の歴史なり、  

あるいは将来とも、よりコストを下げて、安全なものを供給していくという視点からすれ  

ば、当然そういうことになるんじゃないかなという感じをもちます。  

   

○祖田座長 では、鈴木委員。  

   

○鈴木委員 意見陳述人から、たいへん貴重な御意見をいただいたんですが、特に冒頭に  

御意見いただいた伊藤さんにお尋ねしたいと思います。  

 コープさんの日常の仕事については私たちも尊敬をしているわけですが、消費者意識の  

転換を図るという意味で、さまざまな御活動をなさっているわけであります。その際に、  

消費者の、先ほどは「選択」という言葉もお使いになられましたけれども、こういう自立  

性といいましょうか、一人ひとりの消費者が自分の選択の自由が補償されるということは、  

その結果において自己責任がついてまわるということを意味すると思うんです。  

 ちょうど２、３年前でしたか、輸入品のミネラルウォーターの中にカビが入ってて問題  

になって、たしか日本の消費者団体の方々は、厚生省の検査体制の充実ということを盛ん  

に御主張なさったと思うんですが、私たちは、それは消費者の自己責任で考えればいいこ  

とで、無害なカビなら別に飲んでもたいしたことないじゃないか、というぐらい割り切っ  

て考えた方がいいんじゃないかと。行政の方々にすべからくコントロールをお任せすると  

いう意味で、これからの消費者の選択、自己責任との関係をどのように考えていかれるの  



かですね。  

 それから、その選択というものを充実するということになったときに、先ほどから議論  

になっています自給率の問題を、カロリーベースで自給率を考えるとすれば、なにもそれ  

はお米や麦である必要はないわけで、どういう食料を通じて自給率を確保するかは消費者  

の選択でいいんではないかという考え方も、一方にあると思うんですね。そのへんについ  

て、どのように運動としてやっておられるか、お聞かせいただければと思っております。  

   

○伊藤氏 いま鈴木委員がおっしゃいました自己責任ということにつきましては、私ども  

もすでに消費者保護基本法も30周年を迎え、私たちもそれは充分認識いたしております。  

選択の自由と申すときに、結果として選択の自由をすると、どれか最終出てきたものを私  

たちは選びますよという考え方は、決していたしておりません。ただ、希望というのはあ  

ると思いますので、その希望を実現する方向で生産者の方とお話し合いをしていくと、そ  

ういう意味での選択というふうにお考えいただいたらよろしいのではないかと思います。  

それから、安全性につきましても、結果行政がやれよという姿勢は決して私どもはとって  

おりませんで、つねに自分たちで最終判断しましょうと。そのために学習、自分で判断で  

きる力をつけていきましょうというのが、私どもの運動の基本にいたしておりますので、  

「あなた任せで、私は最後選ぶ人よ」ということは決していたしておりません。  

 それから、カロリーベースのお話しでございますけれども、先ほど主要な食料について  

は安定的なそういうものが必要だというふうに申し上げましたけれども、それもそのこと  

を含んでおりまして、いったい主要な食料というのがなんなのかなというふうなことは検  

討していかなければいけないだろうと。ただ、十把一絡げにしたような自給率ということ  

で目標が実際できた場合、本当に消費者、生産者の思うような方向に農業が動いていくの  

かなということがありましたので、そのあたりは何が主要な食料なのかということは検討  

していかなければいけないだろうというふうに思っております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。では、望月委員。  



   

○望月委員 私は山梨県で、桃とブドウとバラの花を栽培しておりますが、いま、廣田さ  

んと宮本さんが、株式会社の農地の参入は認めるべきだといわれましたけども、この冊子  

にもございますように、株式会社が何でいまここで農業に参入したいのかなと私も自分で  

考えてみたんです。お米をつくると、株式会社が農業に参入して稲作等に参入すれば、と  

ありますよね。私がずっと農業をしながら考えてきたことなんですが、山梨で果樹栽培し  

ていてもとてもマニュアル化はできません。野菜も、その他の生産物もそうなんですが、  

あえていうとお米だけなんですよね、マニュアル化できるものというと。だからここで、  

私は、例えば食料がこれから何年、何十年いく先に足りなくなるときに、今ここで株式会  

社が農地の参入をしたいということを言ってきたんだろうと、私は勝手にそういうふうに  

自分では解釈しているんです。そうすると、私は思うんですが、農業をしておりまして、  

株式会社が農業に参入するってことは、私は農業者の安楽死につながるような気がします。  

そのへんを、本当に、活性化とか、活力がでるとか言いますけれども、株式会社の方たち  

が農業に参入すればといいますけども、農業を私たちがしていまして、気象条件もありま  

すし、たいへんな産業なのです。だけど、あえて農業をしてきたっていうことは、それな  

りの楽しさもあったし、収穫をするときの喜びもあるので農業をしてきたんです。でも、  

株式会社が、利潤だけが目標の株式会社が農業に参入しても、私は土地投機になるような  

気がして、活力にはつながらないと思うんですが、お二人の御意見をもうちょっと聞きた  

いと思います。  

   

○祖田座長 今、株式会社について議論がありましたが、本来は次の議題なんですね。で  

も、せっかく出ましたので、いろいろ関連もしておりますので、とりあえずこの問題につ  

いていま、廣田さんと宮本さんをお相手として質問が出ましたのですが、まず廣田さんか  

ら、今の問題にお答えいただきましょうか。  

   

○廣田氏 先ほど、最後のほうに申し上げましたけれども、株式会社というのは、たしか  



に利潤を上げないといけないということになりますけれども、そういう意味で考えますと、  

今すぐに農地を取得して、それを原資として農産物をつくるということで、利潤はたぶん  

ほとんど出ないんじゃあないかなと思います。ただ、土地を貸してもらうとか、そういう  

かたちで株式会社のノウハウというものを、今の農業に取り入れることによって、農業の  

生産性がもっと向上するのではないかと。そういう意味で申し上げたのです。株式会社が  

悪いというようなもんじゃあなしに、株式会社もやはり信頼関係がないと、消費者に見向  

きもされなくなるわけですから。そういう意味で、農家に対する株式会社というのではな  

くて、手を取り合って、そういうものがあってもいいのではないかと。場合によっては、  

農家が株式会社の株主になってもいいのではないか。そういう方式も方策として出てくる  

のではないかなというふうに思いましてね。それで、そういうふうに申し上げたんです。  

   

○祖田座長 次に、宮本さんにお答えいただきたいんですが、先ほどの自給率とあえて関  

連づけますと、先ほどおっしゃったのは、自給率は60～70パーセント守るべきだと一方で  

おっしゃった。そして、株式会社の参入は認めた方がよいとおっしゃったんですね。  

 ふつう、一般的には自給率を唱える人は、だいたい株式会社参入反対なんですね。その  

へんのお考え、関連性といいますか、それも含めて今の御質問にお答えいただければあり  

がたいと思います。よろしくお願いいたします。  

   

○宮本氏 私は、都市化の進むところに住んでおります。そういうところで、農家の方た  

ちといろんなことを話し合っている中で、いままでいろんな法律がありますが、ザル法に  

なって、農地がずんずんとほかの方向に使われているということがあります。  

 そういうのを見ていると、先ほど述べたように、いろんな規制を加えた上で、株式会社  

等が入って、農業をやっていけば、資金とか人とか情報とかというものが入ってくると、  

もっと活性化して、そして逆に、カロリー・ベースで自給率を上げるというふうに話した  

のは、そこで食料を生産するという意味では、かえっていいのじゃないかなあという単純  

な発想なんですけれども、そういうふうに思ったからです。  



 集落営農とか、土地をお持ちの農家の方というのは、やっぱり先祖様からの土地だから  

というので、苦労しても営農的にはマイナスになっても努力してきた。そういう経緯とい  

うのはあるし、そういうことにはすごく、国土を保全してくださっているんだという消費  

者からの熱い気持ちもあります。そういう姿を見ていると、特にかえって、私はそういう  

ところに転売禁止とか、いろんな方策を加えた上で参入していくほうが、国民の食料を生  

産する場所として活性化していくんではないかというふうに感じています。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。もう少し時間がございますので、最初の食料問題  

について……。どうぞ、前川専門委員、お願いします。  

   

○前川専門委員 梶谷さんにおたずねしたいんですが、おそらく農業生産法人で取り組ん  

でおられるのではなかろうかと思いました。そのやり方はたいへんすばらしいなと感動し  

ましたが、最後に生産調整は反対でありますとお話しされましたが、今でも米が４年続き  

の豊作で余るわけです。生産調整をやらないで、野放しでも、うまく農業生産法人でも、  

あるいは農業経営ができる方法があるのかどうかということを、もしお考えがあればお聞  

かせ願いたいと思います。  

 それから、西田先生に。たいへんすばらしいお話を頂戴いたしました。企業のみなさん  

がそういう発想をされるとういことは、農村にとってはたいへん力強いのですが、日本独  

特の食文化があると。流行のように企業が外国に出たけれども、結果としてそれは思った  

とおりではなかったと。ですから、あんまり思い上がりで外国食料にだけ依存することは  

いけないことではないかとういふうに、私は受け取ったわけです。そこのへんについて、  

一つ教えていただきたいと。  

 それから、いつくかの点で、自給率の問題が出ましたが、古東さんのお話はたいへん具  

体的であります。自給率を60パーセントにすべきだと。上田さんもそういう考え方だろう  

というふうに思いましたが、具体的に年率１パーセントずつ上げるべきであると。これは  

私ども、基本的に大賛成でありますが、一方に消費がそれでは、それについていけるかど  



うかという裏打ちを、どうしたらいいのかと。いちばんここが、自給率問題の悩みになる  

だろうと思いますので、御所見があったら教えていただければありがたいと。  

   

○祖田座長 三つの御質問を三人の方にしていただきましたが、順番に……。それでは梶  

谷さんからお答えいただきましょうか。  

   

○梶谷氏 私は事業の内容は、京都ファームということで、主人と二人で農業生産法人を  

しております。美山町の一歩手前の、本当の中山間で、過疎が進む中の農業生産法人でご  

ざいます。そして、その中の70軒近くの農家の農地をお預かりし、京都に直売店を持って  

おりまして、その消費者は250 人の家庭とのつながりです。企業とはまだ直接のお付き合  

いはしておりません。  

 そんな中で、ガラス張りの農業ということで、イベントもいたしまして、京都から１時  

間の距離ということで、やはり消費者のみなさまも、どんなところでつくり、どういうか  

たちでこのお米が私たちの手に入るのかということを、それを表示するという――紙に書  

くだけじゃなくて、目で見、そしてどんな人がつくっているのか、そんなことを思われる  

ので、私のところは全量を、そういうかたちで直接販売をしております。  

 その関係上、やはり今度のような生産調整は急だったものですから、そのお客さんと契  

約しているお米が、やはり売る事業――さっきもおっしゃいましたけど、計画外米に関し  

ては、やはり私ども、困ることがありました。  

 そして、作業受託もしております。その方々の農家が、やはり苗の注文とかが、あまり  

にも急だったもので、営農組合の方もいらっしゃいますけれども、営農組合――農村社会  

は共同社会でございまして、そういう御相談をなさったら、苗の数もわからないと。やっ  

ぱり協力はしないといけないということで、村中が今回のことで……。それに山間ですの  

で、優良農地というものがごくわずかなんでございます。そういうことで、本当に困った  

んです。  

 ですから、協力はいたしますけれども、あまりにも急なことで――農家の土というもの  



は、そんな簡単なものではございません。そして、転作作物の土と水田をつくる土の土質  

とはぜんぜん違うんでございます。そういうことをやはり、御理解いただきたいなと。そ  

れを思って最後のところは述べさせていだきました。  

 米と転作作物とは機械が違うのですね。今年は米が余りましたね。そういうような米を  

なぜ飼料として――外国から輸入するならば、なぜそれを飼料としてお使いにならなかっ  

たのか。即、農家にそのツケをもってきたのか。そういうかたちで、なぜ上部で処理でき  

なかったのかということを、私は一言いわせていただきます。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。御主張はわかったと思いま  

すが。それでは続いて西田さん、お願いいたします。  

   

○西田氏 えらいお褒めをいただきましたんですが、私は農業生産者のみなさんに、とに  

かく元気を出してもらえるようにすべきだというように考えております。ですから、まさ  

に食文化というのは、我が国独特のもんだと思います。例えば、大阪では食い倒れ、京都  

では懐石料理というようなかたちで、関西でも独特の食文化があるように、それぞれの地  

域の食文化――これは大切にすべきでございます。ですから、我々としては、食べたいも  

のを食べたいようにつくってもらうというのが基本的な考え方でございます。  

 じつは、これは製造業も同じようなことがございまして、ソフト化、経済のソフト化の  

中でハードとソフト――どちらかというとハードが軽視されがちでございましたが、やは  

りモノをつくるというのがいかに大切かということが、最近になってやっと認識されだし  

てきました。そういう意味ではこれから、農業もおおいに元気を出してもらいたいという  

ことを申し上げさせていただいたわけでございます。よろしくお願いします。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。続いて古東さん。自給率60パーセントという数字  

につきまして……。  

   



○古東氏 一つは、問題にさせていただきましたのは、私は60パーセントといったのは、  

とにかく減反が始まった昭和45年のところまでせめて戻そうではないかと。高い目標を置  

くのはいいんだけれども、具体的に可能な範囲というのは、私はそのへんならば、双方と  

も納得いく数字ではないか。しかも、年間１パーセントということは、年数から数えてけ  

っして難しい数字ではない。  

 じゃあ、具体的にどうするかというと、一つは、県あるいは一般の行政も含めて、消費  

拡大をやろうという運動をまずやるべきだと思うんです。端的なことなんですが、近畿農  

政局の取り組んでいるものに、「近畿地場野菜応援団」というのがあります。これは私も  

命を受けて、理事をやらせていただいておりますけれども、こういうのは一つの形だと思  

います。  

 この中身として、各県ごとに、例えば京都府であれば、地場野菜をもっと食べようとい  

うことを具体的にやったり、店でそういうような看板をあげたりね。そういうことを具体  

的にやっていく。例えば、私の兵庫県なんかの場合は、兵庫の米をもっと食べようという  

こと。やっと、この間からやりかけたところなんですけどね。そういうことによって、少  

しずつ消費拡大をやっていく。そうやって具体的な運動にも取り組むべき時期だと、私は  

そう思っています。  

   

○祖田座長 一応、２０分余り、食料の問題でお話しいただいたということになりました。  

食料・農業・農村はお互いに三つとも関係ございますので、簡単に割り切ることはできま  

せん。少しずつ入り乱れながら御議論いただいたら結構かと思います。  

 続いて農業政策の問題に入りたいと思います。農業政策の問題につきましては、先ほど  

から議論になっております「株式会社の農地の権利取得を認めるかどうか」という点が両  

論併記事項になっておりますけれども、このほか、農産物の価格政策の問題であるとか、  

環境保全型農業の問題といった点もあるかと思いますが、こういった点も含めまして意見  

交換できればと思います。  

 先ほどの意見陳述につきまして、委員、専門委員の方から質問等、お願いしたいと思い  



ます。よろしくお願いします。  

   

○鈴木委員 それでは、西田さんにちょっとおたずねしたいのですが……。農業の株式会  

社の参入の問題ですが、どうも私、この調査会に出てましてね、株式会社の農業参入はも  

のすごく悪のイメージで描かれている部分がありましてね。私はちょっと異論があるんで  

すが、それはそれとして、経営者の立場として農業参入の問題をどのようにお考えになっ  

ているかを、一つお聞きしたいのです。  

 それと、いっしょで恐縮でありますが、上田さんにおたずねしたいのは、たいへんすば  

らしい営農の集団の活動をしていて、すばらしい活動をしていればね、私はへたな株式会  

社が入ってきても、上田さんのところが生産性を含めて、さらにいい点数がつけられて栄  

えるぐらいではないかという思いがあるんですが。そのへんの――なんていうんでしょう  

か、自分たちのやっている仕事に対する部分で、例えばテリトリーが多少浸食されるとい  

いましょうかね、侵されるというような部分の心配ごとを御発言になったんですが。私は  

あまり、少し過大に考え過ぎていらっしゃるのではないかなという気がしながらお聞きし  

ていたんですが、そのへんについてもう一度お話をいただければと思います。よろしくお  

願いします。  

   

○祖田座長 ありがとうございます。それでは、株式会社参入の問題につきまして、お二  

方からお答えいただきたいと思います。まずは、西田さんからお願いいたします。  

   

○西田氏 はっきりいいまして、私、よくわかりませんが、ただ株式会社はだめだという  

規制はする必要はないのではないかなというふうな、株式会社はだめで有限会社はいいと  

いうことを言われていますが、そのへんはどうかなというふうな。株式会社であっても、  

やりようによって、そういう投機にかかるというようなことはアレじゃあないかなという  

ことで、特に私は、株式会社はだめだという必要はないんじゃあないかなというように直  

観的な感じはいたします。  



 ただ、私自身が農業の実情というのはよくわかりませんので、もっといろいろな要素が  

あるかもわかりませんが、直観的にみて、株式会社がだめだというのが、もう一つよくわ  

かりません。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。それでは、上田さん、お願いいたします。  

   

○上田氏 私自身は、私自身の集落のところに株式会社が来ても、おそらく侵食はされな  

いだろうというように、自信はございます。ただ、こういった集落営農を構築するまでの  

段階で、株式会社の声が出てくると――要は、こういった集落営農を形成する場合の合意  

形成、ここが非常に難しいわけです。いろいろな、集落内独自でもさまざまな憶測とか不  

安とか、いろんな問題を乗り越えながら、なんとか合意形成にこぎ着けて集落営農に突入  

するということになるわけですね。その場合に、強力な株式会社が乗り込むような事態に  

なると、とても集落では話がまとめられないという事態になることを、私はちょっと危惧  

するということです。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。ほかに、委員の方から御質問はございませんでし  

ょうか。どうぞ、中村専門委員、お願いいたします。  

   

○中村専門委員 実は、私は２年前まで日本テレビで料理番組を、３分クッキングという  

番組を１万回やっておりまして、その中からずうっといろいろと食生活の流れをみており  

ました。食生活の方はあとにしまして、食料の自給率を60パーセントに戻したいというこ  

とは、できれば100 パーセントに戻したいということは、日本人なら誰もが思う問題だと  

思うんです。そう思いつつ、じりじりとじり貧をしてきて、42パーセントにまで落ちてし  

まった。  

 その背景はどういうことかなといいますと、いくつかありますけれど、先ほど古東さん  

がおっしゃられた45年前の若手の労働者の確保と、今高齢者になってきて、さらにこれか  



ら５年後には、農家の人口が半分くらいに落ちてしまう。今は、昭和一桁の世代が頑張っ  

てくださっている。というようなことを考えますと、目標は私は必要だと思うんですが、  

60パーセントに戻していくのにはどうしたらいいんだろうかなと。西田さんがおっしゃっ  

たように、工業製品と同じ考えでいけば、これは理屈的には通るんですが、やはり品物と  

農地という問題ではどうしたらいいかなと。  

 その中で、今日、参考になりましたのは、人材の育成、教育ということがいちばん大事  

なのかな、だれもが自分たちのやっている農業に自信が持てれば、多少つらくても魅力あ  

るものに考えられていくんじゃあないか。そこから知恵が浮かんでくるのではないかなと  

いうことで、今日はたいへん勇気づけられました。  

 反面、例えば難しいのでございますけれども、今度は食生活の方でございますけれども、  

今若い人たちは里芋の煮物といいますと、ほとんどは冷凍の里芋をイメージします。ここ  

にいる人たちはみなさん国産のイメージなんですが、東京の人たちというのは京都よりも  

味覚が落ちているのかどうかわかりませんけれども、そういう反応がすぐ出てきていると  

いうぐらいに、みな味がわかんなくなってきている。  

 そういう意味では、これからもう一度、日本の味を復活させたいという意味では、私は  

食料の自給率というものを高めたい。これをどうやっていくかということは、後継者の問  

題。それから、いろいろな問題が含まれてくるんではないかなと思います。  

 それでもう一つ、伊藤さん、日本型食生活を誘導しようとしていらっしゃるというんで  

すが、これはうまくいくもんなんでしょうか。  

   

○伊藤氏 よろしいですか。たいへん難しいという部分があろうかと思います。一つは、  

兵庫県自体が、「お米を食べましょう運動」というようなことをやっておりますので、そ  

れと連動させたり、もう一つは、女性の社会進出といいましょうか、有職率が非常に増え  

たということも関連しているのではないかと思います。しかし、現実に店頭でやりますと  

か、それから料理教室などを開きますと、やはりその時点では納得して帰られるというこ  

とですので、やはり地道に進めるということが非常に――逆風は強いんですけれども、と  



にかくやるしかないというのが、私どもの実感でございます。  

   

○中村専門委員 そういうわけで、ちょっとうかがいましたけれど、結局、話としまして  

は株式会社の問題なんですが、やはり量産――国民の食料を確保するとなりますと、そう  

いう農業者の労働人口の加速的な衰退を考えますと、私個人としては株式会社は好きでは  

ないんですが、こだわりの農産物とはもう一つ別なかたちでの株式会社導入ということを  

考えないと、自給率60パーセントは達成できないのかな。そのためには、市場原理の導入  

なんですが、この市場原理というものも、日本的な視野の市場原理、農業の市場原理とい  

うものが、もうちょっとあるかなと。ただ単に経済の市場原理とは違った視点があるかし  

らということで、私も今悩んでいるところでございます。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。いま、こういう高齢化した中で、自給率の目標を  

高く掲げるのは結構だけれども、本当にそれができるんだろうかという質問が出されたか  

と思いますが、古東さん、お願いいたします。  

   

○古東氏 私の考え方は、いくつかの本とか論文に出していますので、御記憶だと思いま  

すが、農業後継者として、それはなにも青年男子に限ったことではないと。女性には女性、  

老人あるいは子ども、家族としてね、いわゆる農業生産を行なう人が農業後継者だと、私  

はこういう位置づけをしております。  

 もう一つは、いま先生がおっしゃった、それだけの量はつくれるのかどうかという問題  

ですけれども、これは私はいくらでもつくれると申し上げておきたいと思います。これは  

なぜかというと、農村全般に――私は冒頭にも申し上げたのですけれども、あまりにも農  

繁期と農閑期とがありすぎるんですね。だから、私の言っていることは、サラリーマンと  

同じように毎月所得のある農業、これに地域ぐるみで取り組もうということをいっている  

わけです。なにも、経営の大きな経営農家でなくてもいいと。私は、そういうように、  

4,000 戸とか5,000 ぐらいのところで、現にやってきたんです。その目標はですね、１戸  



当たりいくらとか、800 万円とか600 万円とか、そういうことをやって、みんなん平均が  

それくらいになろうということで、実際に取り組んでやってきたんです。それは、地域の  

特色を生かした、そういう複合営農をやっていくという。そして、経営能力・戦略という  

のは、そういった優れた指導者のもとにみんなでやっていこうと、こういう考え方です。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。ほかに……。前川専門委員。  

   

○前川専門委員 私、昨夜から来まして、今日午前中、哲学の道にお花見に行ってきまし  

た。京都はいいなと。すばらしい。こんなところで農業がやれるんだったら、移ってきた  

いなと、そんな思いもしました。  

 秋田では、まだ山の奥に行くと雪が残っているんです。やりたくたって、できない。そ  

ういうところがあることも事実ですが、古東さんから、もっと地域が――わかりやすく申  

し上げたら、北と南と分けて、もう少し農業の特色のある農業形態にすべきであると。こ  

れはたいへん、我々としては、そうだったら、具体的にどんな策がどういうふうにつけら  

れるのかとなると、これまた、たいへんな議論になるでしょうが、大雑把にどこからどの  

地域はこういうことをやったらどうかという御提案があったら教えていただければ、たい  

へんありがたいと思います。  

 それから、上田さんですが、すばらしい農業経営をされておるようでありますが、中村  

先生からお話がありましたが、これから後継者ということを考えると、やっぱり集落機能  

を重視した農業というのが、日本に問われるかたちに農業政策としてなるのではなかろう  

かと思います。上田さんのところは、そういう点ではたいへん先進的な取り組みですが、  

これは近畿地帯にこれが広まる傾向があるのかどうか、その点を教えていただければあり  

がたいと思います。  

   

○祖田座長 それでは、西田さんでしょうかね、地域性の問題は。西田さんにお答えいた  

だくことになりましょうかね。  



   

○前川専門委員 これは会社から離れてしまいましたね。両方とも株式会社については、  

そういう意味で、好ましくないというふうに、私はお聞きしましたが、その点を含めて教  

えていただければありがたいですが……。  

   

○古東氏 私からよろしいでしょうか。  

   

○祖田座長 それでは古東さん……。  

   

○古東氏 私は冒頭、二大区分されて論議すべきだということを冒頭に申し上げましたが、  

やっぱり先生がおっしゃるように、雪国の農業というものと、こういった西南暖地型の農  

業というのは、やっぱり同じテーブルの上では、ちょっと話は難しいと思うんですよ。こ  

れはあくまでも政策として、政策として東北とか北陸・北海道のような農業はこうしてい  

くんだということを、やっぱりその地域の人たちを中心としてやっていき、西南暖地は西  

南暖地として地域農業をどうやっていくかという、そういうような私はテーブルが二つい  

るんじゃあないかと。それを両論併記とするなら、どちらかというと、そういうかたちの  

両論併記がほしいと。  

   

○祖田座長 それでは、次に上田さん、集落営農の問題から。  

   

○上田氏 私は、この場に出てくるような事態がまさか起こるとは７年前には思わなかっ  

たんですが、集落営農をやりかけたと同時に、県内から非常にたくさん視察に来ていただ  

いております。それから、聞きつけた近畿圏内からもたくさん来ていただくようになりま  

したし、ごく最近では、もうほとんど日本全国から法養寺にきていただいておりますし、  

私自身も何回も県外に足を運ばさせていただいております。  

 聞いていただいた方からは、非常に大きな反響をいただいておりますことからみますと、  



かなりいい方法だなというように御理解していただけるんではないかなと思っております。  

 特に、稲作農家の規模別農家数をグラフに表してみますと、おしなべて零細農家が多い  

わけですね。そういった零細な農家が非常に多額な機械を投入して、赤字覚悟で農業をす  

るというような事態が全国巷にあるわけですね。ですから、私自身は、九州に行こうと東  

北に行こうと、まったく同じ話をしますが、同一に受けてしまうというのは、やはりいち  

ばんの問題を突けているのかなというふうに思っております。ですから、これからますま  

す拡がっていくのかなと、私は思っております。  

   

○祖田座長 私も上田さんにちょっと質問したいのですが。集落営農万歳に近い推奨をさ  

れたわけですが、先ほどから、株式会社の参入を許したほうが、自給率向上にはいいんだ  

という御意見と、いや、そうではないんだという意見があるんですね。  

 この点について、自給率向上と株式会社参入、あるいは集落営農の関係について、もし  

御意見がありましたらおうかがいしたいのですが。  

   

○上田氏 株式会社の議論が出てきますのは、やはり欧米の大規模な圃場でもって株式会  

社の参入という事態になるんではないかと思うんですが、日本ではふつう３反区画の圃場  

で、こういうあたりに株式会社が参入してきて、採算ベースに乗るのかどうかという問題  

があります。  

 それと併せまして、やはりそれだけ零細な圃場を維持しようとすると、非常に人手がか  

かるわけですね。機械作業は比較的楽になりましたけれども、日常管理作業というのは非  

常に多労な部分です。これを株式会社方式で乗り切っていけるのかどうか。むしろ、集落  

に今実在するメンバーが個々に努力を払いながら、楽しく農地を守っていくという方策が  

ベターではないかなというふうに思っております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。それじゃあ、前川専門委員。  

   



○前川専門委員 株式会社を認めるべきであるという御意見として、広田さんも、宮本さ  

んも発言されていますが、両方とも制限付きで、無条件ではないんだと。農業以外にそれ  

をやったらだめだということ、ここをみなさんいちばん――産廃でもゴミでも、いろんな  

ことに、株式会社というのは儲ければいいんだからというふうに我々は考えがちですから、  

だからいやなんだと。農地を、農業以外には使わせない株式会社。それはないだろうかと  

いう廣田さんのお話があとについておりますが、基本的には、いま上田さんのお話とどう  

なんですか。お二方から一言ずつおたずねしたいと思います。  

   

○祖田座長 廣田さんのほうからお願いしましょうか。  

   

○廣田氏 農業を活性化する上で必要なのは、強いリーダーシップじゃないかと考えてい  

るわけです。その一つの方策として、株式会社という道があってもいいんじゃないかとい  

うことなんです。  

 先ほどから、上田さんのところで、非常にいい集団ができているというお話ですけれど  

も、それが理想だと思うんです。そういう理想のかたちができるんであれば、それはいい  

んであって、株式会社というのはあくまで、株式会社のリーダーシップが必要な地域とい  

うものがあれば、そういうものがリーダーシップというかたちにもっていければいいんじ  

ゃないかと思っています。  

 事実、いま私ども滋賀とか淡路島のほうで、先ほどいいました地場野菜をつくっていた  

だくということをお願いしているんですけれども、リーダーシップとしてとっていただい  

ているのは、一つは滋賀県では肥料屋さんなんです。有機野菜をつくる肥料屋さんが、  

「こういうものをつくろうではないか」ということで農家を回ってくださっている。これ  

も一つのリーダーシップです。淡路島のほうでは日の出農協さんに、農協がリーダーシッ  

プをとって、そういう農作物をつくっていただく。そういうことをお願いしているという  

ことです。株式会社ばかりではないということだけお願いしたいと思います。  

   



○祖田座長 宮本さん、なにかありますか。一言……。  

   

○宮本氏 私も頭から株式会社の参入がだめだという、そういう発想自体がおかしいので  

はないかなっていうふうに、初めから思っていたんです。株式会社がなにも農産物を生産  

したっておかしくないっていうふうに思っています。  

 先ほど述べたように、そういう検査体制をとるとか、転売はさせないとか、いろんな制  

約をつけておけば、農業がもっと活性化すると思うのと、今までの農業に企業センスがな  

かったように思うんです。もう少し企業センスをいれた農業をやっていく、そういう法律  

のようなものがあればなと思ったからです。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。では、吉田専門委員、お願いいたします。  

   

○吉田専門委員 私は石川県で水稲22ヘクタールを耕作しながら、花をつくっている複合  

経営でやっているものです。  

 いま、株式会社の農地取得ということで話し合われているわけなんですけれど、これを  

言い出した人が、株主会社がいったいなんの目的で農地を取得するんだということが抜け  

ているかと思うんですね。そういった部分が抜けたままで、株式会社が農地を取得するの  

は賛成だ、反対だというふうなかたちで話が進んでいるかと思うんです。株式会社がいっ  

たい何をやりたいから農地を取得したいんだというところが見えてくれば、私も賛成なり  

反対なりという意見がいえるわけなんですけれども、今ほど、広田さんも宮本さんもいっ  

ているように、私もいまの現状でいえば、賛成とも反対とも言い難いなという意見です。  

 むしろ、先ほどから上田さん等の話を聞いていると、集落営農という組織でもって地域  

の農業を運営することができるんであれば、株式会社という組織もそれが可能ではないか  

なと。ましてや、同じ農業者同士だと、ねたみというのがどうしても出てくるかと思うん  

です。けれども、まったく第三者的な人たちがその村に入ってくるということに対して、  

当初は違和感があったにしても、知り合いが自分の農地を管理するという違和感よりは、  



すんなりと進んだりもするということも考えられるかと思うんですね。  

 資本投下は株式会社であっても、中で従事する人間が地域の人間であれば、これもまた  

まったく問題はなくなってくるんではないかと考えていくと、株式会社賛成になっていく  

ような気もするわけです。けれども、ただ農地を持って経営がままならぬなくなってきた  

ら、それはそっくり放棄して、何もしなくなってしまうという恐れ等も当然、考えられる  

わけです。ですから、その点は制約でもって押さえつけられるものであれば押さえていか  

なきゃあいけないわけです。けれども、いかんせん会社そのものが倒産していなくなった  

ら、その農地はどうなってしまうのか。法でいくら縛っても、そういった放棄地というの  

は出てこざるをえないんではないか。そういう危険性も当然考えられるわけですから、そ  

う考えると今度は反対の方なのかなということになってくるわけです。これに関しては、  

まだまだ議論の余地がたくさんあるかと思うんですけれど。  

 あと、平井さんの話の中で、農家も企業的にやられている方も多々いると。農家も、一  

次加工くらいまでの技術を取得する必要性が当然あるだろう、なくてはいけない。そうい  

う話もおっしゃったように、村の中に株式会社という、そういう生産物を一次加工するよ  

うな組織ができていくんであれば当然、地域の中での働く場というのが存在してくるわけ  

なんで、株式会社そのものが農地取得うんぬんというよりは、株式会社が農業に参入でき  

る窓口というのは、これから当然、考えていかなければならない問題ではないかなと。  

 あと、私は大規模でやっておりますけれども、自作地は4.8 ヘクタールなんですね。17  

ヘクタールくらいは借地なんですね。利用権を設定した借地の中で農業を営むんであれば、  

株式会社も経営はできるかと思うんですけれども、問題は農地そのものがそういったかた  

ちで、会社の大きな資本で買われるということになると、土地の高騰にもつながると思う  

んですね。そうして高騰した土地を買って、土地利用型の農業がほんとうに成り立つのか  

どうかということになると、これまた疑問符がつくんです。一概に、農地を取得すること  

によって農業ができるというふうにも、株式会社は考えてはいないと思うんです。株式会  

社そのものがまだまだ、農地だけ取得したいというふうな意見であれば、私はノーである  

し、しっかりとした計画性のある農業への参入であれば、私はイエスのほうになるんじゃ  



あないかなと思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。価格政策とか環境保全型農業といったような問題  

もあるかと思いますが、ただいまのテーマで28分くらいお話をいただきました。ちょっと  

時間超過になりましたので、またフロアの方からでもあと、御意見をいただければと思い  

ます。  

 次に、農村政策の方に入らせていただきたいと思います。農村政策につきましては、中  

山間地域等に対しまして、直接所得補償を導入するかどうかといったような点が両論併記  

となっております。農村地域の振興・活性化に関しまして、意見交換を行いたいと思いま  

す。委員、専門委員のほうから御質問はありますでしょうか。  

   

○鈴木委員 それでは、竹下先生におうかがいしたいのですが……。全体に通じるんです  

が、この農業の新しい基本理念として、「自立した産業としての農業」という位置づけが  

非常に重要だという御指摘があったと思うんです。これは、先ほどの消費者の意識の問題  

も同様ですが、自立した農業、自立した産業としての農業ということは、いわばこれまで  

日本が全体として行なってきた――これは社会保障もそうなんですが、結果としての保障  

から機会を保障すると。問題は、そのチャンスをどのように生かすかということですね。結果的に
生かせなかった人びとは、そこで落伍していかざるをえないという……。いわば、  

機会の保障とうい色合いが非常に強くならざるをえないんだろうと思うんですね。  

 そういう意味からいきますと、これは本答申とはあまり、直接的に関係ないし、ある意  

味でタブー視されているのかもしれませんけれども、これまでの農業政策における農協の  

あり方について、自立した農家の育成という視点からみて、はたして適正だったかどうか。  

そのへんをどのようにお考えになっているかということ。また、先ほどの中山間地帯の場  

合には、基本的には生産性を高くできないというのは、誰でもわかるわけです。私は、平  

地は大規模農業、中山間地は直接所得補償でもいいんではないかというように思っている  

んですが、中山間地の所得補償のあり方について、竹下先生が具体的にとのようなことを  

イメージなさっているかということをお教えいただければと思います。  



 それからもう一点、恐縮ですが、村田さんから、先ほどいわゆる居住地域としての農村  

の問題を御指摘になったと思うんですが、自然なり環境なりという問題と、住む人たちの  

いわゆる住環境の問題をどうやって整合性をとるのかと。例えば、生活する上での便利さ  

を求めれば、自然や環境問題というのは、ある意味では犠牲にせざるをえないという部分  

がありますね。それをどの程度バランスをとることがいちばんふさわしい、農業と都市生  

活の混在といいましょうか、居住空間として理想だとお思いになられているのかどうかで  

すね。そのへん、おありになりましたら、お聞かせいただければと思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。それでは竹下さんからお答えいただきましょうか。  

   

○竹下氏 最初の御質問についてなんですが、結果の保障から機会の保障へと転換してい  

くということは、まさにそうでありましてですね。その場合に、それに耐えうるような基  

盤ができあがっているかということなんですが、現在のところ、それはまったくできあが  

っていないと思います。それが、たんに農協だけの問題じゃあなしに、行政自体がそうい  

う基盤づくりをちょっと疎外している面もあるんじゃあないかというふうに思っておりま  

す。そういう意味では、私は割と今日は極端に話をして、その自立化の方向ということで  

出しましたが、現在、そういう自立化の方向性をやはり農村の活性化ということを通じて、  

自立化の方向を探るまだ準備段階をやるべきじゃあないかというふうに考えております。  

 それは結局、あとの問題の中山間地の問題と関係してくるんですけれども、じつは私が  

非常に興味をもっているのは、国土審議会の報告の中で、最近の報告なんですが、多自然  

居住地域の創造という提言でございます。この提言というのは、実によくできていると―  

―理念的なレベルで、現実的にどうなっているかというのはちょっとわからないのですが。  

その中に、やはり地域の連携ということで、かなり広域の地域を設定して、その連携で一  

種の自立的な生活居住空間を考えていくと。その際に、地域の特性とか条件――そういう  

ものを生かした産業の展開を図るというようなことも述べられております。なにか、先ほ  

どの集落営農というようなものも――私自身、株式会社には先ほどの条件付きの賛成のほ  



うなんですけれども、そういうこともその中に含まれるような大きい農業的地域を形成し  

ていくのが、これから必要ではないか。  

 その方向にむけて、これからの法の改正ということで考えていただければというふうに  

思うわけです。  

   

○祖田座長 鈴木委員から、平地は大規模経営で、中山間は条件が悪いから所得補償だと。  

所得補償のあり方についてどうお考えか――こういう質問があったかと思いますが、いか  

がでしょうか。  

   

○竹下氏 そのへんはちょっと難しいところなんですが、さっきいった環境の側面と自立  

化の側面というのは、かなり対抗関係にあると思うんですが、中山間地も、先ほどいった  

多自然居住地域がうまく形成されたとすればですね、それが環境保護的にいく必要はなし  

に自立していくと思うんですね。ただ、そればかりで、環境的な意味のある場所をそれで  

維持できるかどうかということなんですね。  

 その際には、先ほども意見のときに述べましたけれども、ある程度の保護的施策という  

のは必要になってくる地域が、どこでもそうというわけじゃなしに、環境の計画に基づい  

た地域には、ある一定の補償が必要になってくるんじゃないかなあと、そういう気がして  

おります。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。では、もう一方、村田さんへの御質問がありまし  

たので、よろしくお願いいたします。  

   

○村田氏 たしかに、便利さと自然を守ることとは相反するかもしれない。そのことはあ  

ると思いますけれども、私はいちばん大事なことはやはり、中山間の我々のような地域に  

あっては、例えば我が町が茅葺きの里といわれておるように、そういった景観、村づくり、  

それがこの町にとって非常に重要な、なくてはならない要件であると。こういうふうな位  



置づけをみんなが町民一同、その地域に住む一同がやっていくと。ここらあたりがやはり  

基本ではないかというふうに思っております。  

 例えば、家一つでも茅葺きの母屋があり、離れがありますが、その離れが若い御夫婦、  

若い方が生活されるところに入ったら、２階に上がったらとか、ぐっと近代的なフロアに  

なっておって、いわゆる町と少しも変わらないというふうな、いわゆるその中での住みわ  

けをやっておられるということもありますし、圃場整備を先駆けて100 パーセント実行し  

たのも、機械が導入しやすいというかたちで、農業という現金所得にとって非常に荷物に  

なるものを軽くしていこうと、こういった考え方があったわけで、たしかに棚田のほうが  

景観としてはよいかもしれないのですが、そればかりでは、我々の中ではどうしても相入  

れないものがある。こういうふうなことはやはり、地域の中での意識の統一というか、そ  

れが基本ではないかなと私は思っています。  

 特に、これからは中山間にありましては、そういった村づくり、農村づくりの中で、文  

化庁が８年度から打ち出しております文化財登録制度というようなことで、指定制度では  

なしに、登録というかたちで――例えば我が美山町でいうならば、茅葺きをそういうよう  

な登録というかたちでゆるやかな網をかけることによって景観を守っていくと。こういっ  

た考え方も導入していく。それが集落なり、農村なり、まちづくりに、そして最終的には  

農地を守り、農村をまもり、そして国土を守ると。こういった考え方でいくべきではない  

かと私は思っています。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。では、前川専門委員。  

   

○前川専門委員 梶谷さんに……。あなたも中山間の所得補償方式をとるべきだというよ  

うに御発言されましたが、どんな所得補償方式があるだろうと思っていらっしゃるか、こ  

れについてコメントいただければありがたいです。  

 それと、西田先生に中村先生からもお話がありましたが、人づくりというのはきわめて  

大事だと。それで、学校の先生を集団で教育しておると。その仕組みというのはいったい  



――農業に置き換えたら農協になるのかなと、そんな感じでありますが……。これを国の  

政策としてもしやるとすれば、国が大きく関わってそういう制度をつくるところまで発展  

できたら、お話のような展開ができるのかなあ。でなければ、ちょっと難しいなあという  

感じがしていますが、そのへんを教えていただきたいと思います。  

 それから、村田さんに今先生からお話があってお答えがすばらしい発想であると思いま  

したが、私が聞いていると、中山間のそういう地帯ではなかろうかというふうに思いまし  

た。茅葺き屋根のあるところは、そういうかたちのことができるんですが、全国いたると  

こがそういうわけではないので、それではほかの中山間はどんな仕組みの所得補償という  

やり方があるのか。  

 一般的には、所得補償という言葉には、おそらく中山間の人たちが相当期待をするだろ  

うと思うんですが、具体的にいったいどんなかたちになるのか。例えば、いま村田さんの  

お話があったように、そういうことについて具体的に、これを残すためにやるとか、その  

地域全体をどうやって引っ張っていくのか。  

 所得補償というのは、農業という側面に立つ場合、混住社会でありますから、私はたい  

へん難しさがあるんではなかろうかという感じもいたします。お考えがあったらお聞かせ  

いただきたいのです。これは専門でないようで恐縮でありますが、西田先生からも一言付  

け加えていただければありがたいと、こう思います。  

   

○祖田座長 それでは、梶谷さんからお願いいたします。  

   

○梶谷氏 まずは、国民に、さっきもいいましたけれども、目にはっきりとわかる、「確  

かにこれは補償を与えたからこうなったんだな」ということがみなさんにわかっていただ  

けるようなかたちのもの。だから、やっぱり期間を限定すべきだということ。そして、あ  

とは新規参入者。私のところもやっぱり、若い者は去っていくんですね。絶対に帰ってこ  

ない。だから、営農組合をしようと思っても後継者がいない。やはり、新しい人を入れる  

ということ、住んでいただくことを……。ですから、住居、新規参入者への人づくり、こ  



れから新しく入ってこられる方たちに、そういうかたちで期間を決めて、落ちつかれるま  

での補償とか、そういうかたちも、私はすばらしいと思います。  

 あと、もう一点ね、前から思っていたんですけど、農家の機械が本当に高いんですよね。  

まして、中山間なんかは使い切らないうちに、何千万とするんです。それを使うのは、大  

型農家でもたった２か月とか、それくらいなものです。だから、機械自体の値段を、全体  

の値段をなんらかのかたちで補償していただければ、農家全体が喜ぶと思うんです。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。では、西田さん、教育の問題でお願いいたします。  

   

○西田氏 先ほどちょっと御紹介を申し上げましたが、平成８年に大阪府の教育委員会と  

タイアップして、１年間、先生をずっと企業に派遣してもらうと。その間、当然、予算的  

裏付け――その間は代わりの先生がやるわけですから、予算的な裏付けがあります。その  

ように、企業の実情を１年間、それはまったく企業の人と同じように営業もやってもらう  

し、技術のこともやってもらうし、現場のこともやってもらうということです。平成８年  

度が10人、平成９年度が15人、それから10年度も引き続いてやってほしいということです。  

 これは大阪が皮切りをいたしまして、現在は文部省が教員の民間企業派遣制度というか  

たちで、全国的にそういう制度を打ち出しておられまして、全国的にそういう気運が高ま  

っております。これは、我々が考えている以上に、先生方に非常に喜んでいただきまして、  

「本当に企業の実情がよくわかった」と。「我々が生徒に教えることについて、実情をも  

って教えることができる」ということで、非常に好評でございます。  

 一時は、要するに教育という世界は、いわゆる聖域でございまして、素人がそういうと  

ころへ口出しをするべきじゃあないというような風潮でしたが、今はそういうふうなこと  

で、非常に開かれた教育が行なわれております。  

 従いまして、農業も、教える先生が農業のことを、胸を張って、「農業というのは、こ  

うなんだ」ということを、それだけ意識をもった先生が何人いらっしゃるかと。まず、先  

生自身が農業はすばらしいということを身をもって体験されて、それを若い人に教えてい  



ただくということが必要ではないかということで、あえて企業にそういう制度を設けたと  

いう事例を御紹介しましたのです。これは文部省が音頭をとりまして、全国的に実施され  

ておりまして、教育改革のフォーラムがございまして、文部大臣にこれを御紹介したら、  

非常に関心をお持ちになりましたことを、御紹介申し上げます。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。続いて、テーマが元に戻りますが、村田さんと西  

田さんから、中山間の所得補償の問題でお願いいたします。  

   

○村田氏 今までの農業施策の中での補助金ですけれども、例えば農機具への補助であっ  

たりとか、施設への補助であったりとか、さまざまなものがありますけれども、例えば３  

人以上でなかったらダメであるとか、組織、受け皿がなかったらだめであるとか、また採  

算の問題であるとか、意欲はもちろんですけれども、そういう足かせがあったように思い  

ます。どちらかといえば、上から決められて、その中で国・府がいくらもつ、地域がいく  

らもつ、やる人がいくら自己負担をするという考え方であった。現に、私は一人でやると、  

私は補助金はいらないということでやっておられる立派な方もたくさんあります。そして、  

逆に、そうした補助金をもらった人が、そういう組織でやっておられるところが、かえっ  

て採算に乗らなかったり、またこれは意欲の問題であったりとか、一つは構えの問題では  

あると思うんですけれども、そういったところでうまくいっていないという問題があるの  

を見ておりますときに、私はあえて、個人給付とはいいませんが、個人に所得を補償して  

いくと、ハンディキャップの分を補っていくという考え方は、日本のこれからの農業を大  

きく変える、発想の転換になるというふうな期待をもっておるところです。  

 特に、違った町ではどうかというふうな御意見がありましたが、例えば山の問題でも同  

じですけれども、若者でしたら約20万円の月給があれば十分に帰ってくるんですし、生活  

できます。20万円が一人ひとりに、丸々は補償されなくても、考えたら、私は安いもんで  

はないかというふうに思うんです。  

 近くでありましたら朝市というふうな考え方もできますし、グリーン・ツーリズム、ア  



グリ・ツーリズムというふうなかたちでの都市との交流、こういったものも私は、今後考  

えられると思います。特に、私はそういった所得補償ということで、特に年齢をしぼり込  

んで、やはり若い人に――歳がいったら、わしはもう小遣い程度があったらいいという人  

はもういいではないですかと言いたいんです。ですから、若い人に、そして農業が好きだ  

というふうな――好きだというふうなメンタルな部分がなくては、私は農業というのは担  

えないというように思いますので、そういったところへ、わずかな金額ですむわけですか  

ら、都市との交流の中で、国民の理解を得ながら、私は直接所得補償措置を必ず講ずるべ  

きだと強く思っております。  

   

○前川専門委員 竹下先生に、所得補償方式というのはどんなことになるのかということ  

を、わかりやすく教えていただければありがたいのですが。  

   

○祖田座長 それじゃあ、竹下さん、お願いいたします。  

   

○竹下氏 これは、別に私の専門でもないし、考えていないんですけれども、僕自身が思  

っているのは、所得補償はやはりただ単純にその地域であるから補償していくというよう  

なかたちではなしに、やはり一定の農村の活性化ですね。それにつながるものとして補償  

していく。だから、それが所得補償として出てくるのかどうかですね。それもまた、考え  

るべきだと思うんですが、なんらかのかたちでやはり所得補償的な制度がぜひ必要であっ  

て……。それをどういうかたち、なんのための補償であるかということをより詰めて考え  

ていくべきであると。  

 それとちょっと関連して、そういう施策、具体的な施策を、先ほどいった居住地域とい  

うようなこととの関連で考えていくためには、やはり今後、省庁を超えたような――例え  

ば琵琶湖の問題を考えるときに、各省庁や県を超えたような組織ができていますから、そ  

ういうような方式が今後必要なんじゃあないかな。だから、村づくり、村の活性化に何が  

大事なのかということを、そこで考える仕組みというのは、今後必要になってくるじゃな  



いかなあと。ちょっと御質問からずれましたけれども……。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

   

○伊藤氏 消費者の立場からちょっとよろしいでしょうか。  

   

○祖田座長 お願いします。  

   

○伊藤氏 私は、先ほど竹下先生が少し触れられたのですが、基本的には所得補償賛成で  

ございます。しかし、なぜ補償なのかというところを明確にする必要があるだろうという  

ふうに考えております。中山間地域の機能としては、食料の供給ということと、国土・環  

境の保全というふうに、二つ考えられるわけでございます。  

 けれども、食料供給においては、これは職業といいますか、生活をたてる手段であるわ  

けでございます。他の業種におきましても、非常に困難をきわめている方々も多いわけで  

ございますので、この点の補償というよりも、私はむしろ後者についての補償というふう  

にされたらいかがかなというふうに思います。  

 できるだけ、一般市民との感情の齟齬というのは、今まで既に起きていることでござい  

ますので、このあたりの配慮も必要なのかなというふうに考えております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。それでは、時間がだいぶ過ぎましたので、このへ  

んで農村政策の問題を打ち切らせていただきたいと思います。  

 できれば10分くらい時間をとりたいと思いますが、会場にお見えになっている方から御  

意見をうかがいたいと思います。お一人、１、２分程度で簡潔に御意見をいただければと  

思いますが……。  

 どなたからでも、ただいまの議論をお聞きいただいて、御意見があればおうかがいした  

いと思いますが、いかがでしょうか。  



   

○会場発言者１ 私、神戸の六甲山の裏側の石井というものです。じつは、私も１町５反  

ほど百姓をしております。先ほどからみなさんの非常にすばらしい御高見をおうかがいし  

ていたんですが、基本的に申し上げたいと思います。  

 日本の国は、社会主義の国でも、共産主義でもありません。資本主義の国なんです。まず、これ
を忘れてしまって議論を展開してもらっては非常に困るということなんです。  

 先ほどの所得補償の問題等もありましたけれども、確かに国民全部の同意が得られるか  

どうかと。その理由はなんだということもおっしゃっておりましたけれども、例えば山間  

地――私のほうは棚田です。その棚田を基盤整備しておりますが、一枚一枚の田んぼが基  

盤整備をしましても、耕作面積は１反５畝ほどしかないのに、畦の高さが６メートルぐら  

いあるんです。こういうところは、先ほど申し上げましたように、資本主義の原則からい  

えば、耕作効率は非常に悪いんです。おかげで、昨年ですか、トラクターの下敷きになっ  

て若い息子が死んでしまいましたけど、そういう状態のところです。  

 ほかにたくさん言いたいことがありますけれども、まず日本は資本主義の国だと。それ  

から例えば山間地はきれいだ、空気がきれいだ、緑が美しい――もう修身の教科書はなく  

なっております。きれいごとではすまないという原則に立ってお話を進めていただきたい  

と思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。ほかに……。はい、どうぞ。  

   

○会場発言者２ 山口大学の学生です。工学部でエンジニアリング、工学の勉強をしてい  

るんですが、いろいろ旅をしたりですとか、農業の体験に触れる機会がありまして、農業  

のすばらしさというものを体感して、いま新規就農の道を目指しています。京都のお茶の  

農家の方なんかに世話をみていただいているんですが、一つ提案したいことがあります。  

 工学部や経済学部、いろんな勉強をしている学生がいるんですが、農学部の人だけがこ  

れから農業にたずさわっていくとは限らないと思うんですね。先ほど人材育成の話があり  

ましたけれど、今学生の間でインターンシップというのが推進されていると思うんです。その中で、



いまのぼくのように新規就農というかたちを目指している、農業に行くと決め  

ていない学生でも、インターンシップというかたちで農業を体験する、農業を職業経験と  

して体感する、そういう場が提供されるべきというか、それがあればとてもよい人材育成  

の機会になるのではないかと思います。  

 ぼくは、それを自分で探すにあたっては、自分でコストと時間をかけてやらざるをえな  

かったわけで、自分が思うのは、これからはそういうプログラムをつくって、ぜひ国であ  

るとか県であるとか、そういうところに協力して助成していただきたいと思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。ほかに……。はい、どうぞ。  

   

○会場発言者３ 大阪歯科大学の法学の講師をやっております塚田と申します。自然科学  

と法との関係を研究テーマにしております。口述人の申し込み人の36人の中の一人でござ  

いますけれども。  

 食料供給の概念というところに、食料産業という言葉がないんですね。報告書を見まし  

ても、食品の産業、食品産業の育成という言葉はある。やはり、食料供給の産業化という  

ことをある程度、はっきり言葉として、単語として――中を読みますと読み取れますけれ  

ども、やはりこういう報告書というのは、一つの大きなタイトルの中に入れていただくこ  

とが、より今後の環境の整備というのに必要かと思います。  

 事実、畜産ですとかそういう分野などでは、やはり企業化、産業化を目指してやられて  

いるところが幾多もあるわけですから、それをきれいな言葉でまとめてあげて、より努力  

をされる環境整備をなされることが必要かと思いますので、一文入れていただければ幸い  

かと思います。  

 それと、アグリ・ハイテクですね。やはり、今後の21世紀の食料供給には工業、工業化  

された食料生産というのも、一つの大きな柱になるはずですし、それがどの程度のパーセ  

ンテージを含めるかどうかは別の問題ですけども、やはりそういうアグリ・ハイテクを利  

用した食料産業を育成していくという一文を入れていただければ、幸いと思います。  



   

○祖田座長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。  

   

○会場発言者４ 私は、いまずっと話を聞いていたんですけど、やはり農業政策、この政  

策論争について、非常に国際農業の中で、日本の農業のあり方、その中で財政――いわゆ  

る農村に投入する財政をどのように考えているか、そのへんの具体的な案が不足している  

ような感じがするんですね、聞かしていただくと。  

 やはり、お金がかかるんです、農村を守るには。それが、ほとんど企業側が努力した、  

いわゆる税金でもって農村に投入されている。この税金の使い方を、今後は我々は日本の  

国家、企業が、日本の納税者が、海外から輸入せずして、国内へ納税者が国内の農業を支  

えていくと。これを直接、いままで国からの補助金でなしに、企業が代替わりして農村を  

支えていくというふうな観点からものごとを考えないと、ますます食料自給は下がってい  

くと思うんです。だから、やはり農村でできることはやりましょうと。お金については、  

いままでの補助金じゃあなしに、国家から、納税者が理解と協力の中で投資していくとい  

うふうな政策論争が、今回非常に少なかったと思うんですよね。  

 だから、自給率を高めていくと、農村にどういうかたちでお金を落としていくかという  

ふうなかたちを、中途半端な今までのやり方で、ただ感情論とかそういうことでなしに、  

空気がきれいとか、そういう感情論だけではね、生活はできないんですよ。やはり、そこ  

にお金がいるんですよ。  

 企業は今、財政が非常に厳しいんですよ。その厳しい中から、日本全体の産業の中で、  

日本の位置づけ、農業の位置づけはどうあるべきか、農村がどうあるべきか――抽象的で  

はありますけれども、国際感覚から見たときに、日本は小さな面積を抱えておりますから、  

国際競争力に勝てるためには、やはり日本の企業が農地の改革をすることによって、いわ  

ゆる農地改革をすることによって、そこにバランスのとれた社会的価値観の高い投資をし  

ていくような答申をしていくような努力を、やっぱり企業にお願いするということが大事  

だと思います。  



   

○祖田座長 ありがとうございました。もうお一方ございましたら。はい、どうぞ。  

   

○会場発言者５ 株式会社について反対したいと思います。こういう株式会社というのは、  

ほんとうに農業を目指して参入するのか、それともほかの目的をもって参入するのか、そ  

こらへんが非常にあいまいだと思います。  

 私の町にも、小さい赤字の鉄道会社があります。ああいう鉄道会社をなんで、だれが、  

どういう目的で買収したのかというふうに、あとでわかったんですけれども、それは鉄道  

会社ということになれば、観光開発とか宅地造成とかそういうものをやれるので、赤字覚  

悟で鉄道を買収したという経緯があります。  

 農業についても、ほんとうに農業を目指すのではなしに、ほかの目的をもって参入する  

というおそれが十分にあるので、その点について、そこらへんの見極めがつくまでは、こ  

れはやるべきではないということ。  

 もう一つは、そこで働くいわゆる従業員でありますけれども、かつて私の村でも、ずっ  

と昔なんですが、作男とかあるいは一生奉公という名前でよばれた従業員がいました。そ  

ういう人たちは、一生働いて結局、百姓にも農民にも農業者にもなれなかった人たちなん  

です、一生かかって。  

 ですから、今言われております農業の自立農家の育成というふうなものには、まったく  

縁のない話になってしまうと思うんです。単なる農業に従事する労務者と農民というもの  

とは、これは全然別のものではないかと、そのように考えます。そこらへんをやっぱり考  

えないことには、本当の意味の自立農家の育成というようなことが、まったく空文になっ  

てしまうんじゃないかと。  

 以上の点から、こういうことには反対というよりも、もう一度考え直さなければならな  

いんじゃないかというふうに考えております。  

   

５ 閉会  



   

○祖田座長 ありがとうございました。まだたくさん御意見があろうかと思いますけれど  

も、時間が５分過ぎました。ここらで、閉めたいと思います。  

 本日は、広く国民の方々の御意見をお聞きするという趣旨をもちまして、地方公聴会を  

開催いたしましたところ、意見陳述人の方々には、たいへんお忙しいところをおいでいた  

だき、貴重な体験に基づいた御意見をいただき、本当にありがとうございました。  

 また、会場のみなさまからも、たいへん熱のこもった御意見をいただきまして、ありが  

とうございました。  

 それでは、これをもちまして、公聴会を終了いたしたいと思います。どうも、ありがと  

うございました。  

     


