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１ 開  会  

○後藤座長 定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会の  

地方公聴会を開催いたしたいと思います。  

 私は、本日の座長役を務めさせていただきます後藤康夫でございます。農業部会長を  

務めております。  



 きょうは、お一人ずつ御意見を伺いました後で、できるだけ委員会の側との対話的な  

形でやりたいと思っていますので、御発言も御着席のままでやっていただきたいと思い  

ます。私もそういうことで着席をさせていただきます。  

   

２ 委員、専門委員及び意見陳述人紹介              

○後藤座長 まず最初に、本日の公聴会に出席をされております調査会の委員、専門委  

員を御紹介いたします。  

 私の並びの右側の方々から御紹介をいたしますと、渡辺文雄会長代理でございます。  

 金田幸三委員でございます。  

 飯島延浩委員でございます。  

 菊地眞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。  

 原田和明委員でございます。  

 生源寺眞一専門委員でございます。  

 本間正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をいたします。本日は、本調査会が昨年12月に公表を  

いたしました「中間とりまとめ」につきまして幅広く国民の御意見を伺うという目的で、  

有識者５名の方と、一般公募で応募されました５名の方、合計10名の方々にお集まりを  

いただいておりますので御紹介を申し上げたいと思います。  

 まず有識者として、私から見て右側の方々から、ココスジャパン代表取締役社長の小  

暮桂介さんでございます。  

 生活クラブ生協千葉副理事長の杉本美千代さんでいらっしゃいます。  

 袋井商工会議所会頭、遠州トラック代表取締役社長の豊田順介さんでいらっしゃいま  

す。  

 花き経営をしていらっしゃる農業者の保坂重雄さんでございます。  

 ドール代表取締役副社長の堀内達生さんでいらっしゃいます。  



 続いて一般公募で応募された方々でございますが、露地野菜経営をなさっていらっし  

ゃいます農業者の白石好孝さんでございます。  

 東京都立大学大学院にお勤めの杉崎順子さんでございます。  

 地球市民食料クラブ代表の高部節子さんでございます。  

 埼玉県総合リハビリテーションセンターケースワーカーの土屋秀之さんでございます。  

 美麻遊学舎／エコビレッジプロジェクト代表の吉田比登志さんでございます。  

 以上でございます。  

   

３ 中間とりまとめの紹介                 

○後藤座長 それでは早速議事に入りたいと思います。  

 まず最初に私の方から、本調査会が設置されました背景や経緯につきまして、ごく簡  

単に御説明を申し上げたいと思います。  

 現在、世界も我が国も大きな経済社会の変革の時期を迎えておりますが、この中にあ  

って、我が国の食料・農業・農村は食料自給率が大変低くなっていること、農業の担い  

手が高齢化し減少してきていること、農地も減少したり耕作放棄地がふえていることな  

ど急速に変化をし、また深刻な問題を抱えております。21世紀に向けて、人口・食料・  

環境・エネルギー等々の問題が地球的な規模で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考え、これに対してどのような政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になっております。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。  

 調査会では昨年の12月に、今後の食料・農業・農村政策のあり方について、それまで  

の議論を中間的にとりまとめを行いました。お手元にその「中間とりまとめ」を配付を  

してございます。白い表紙のこれでございますが、その概要を紹介するための黄色の冊  

子を別途つくってお配りをいたしております。それから、絵やグラフなどを入れました  

色刷りのパンフレットもお配りしておりますので、このパンフレットをもとに簡単に「中  



間とりまとめ」について御紹介をさせていただきたいと思います。  

 「考えよう 明日の食料・農業・農村」。表紙をあけていただきまして、右側のペー  

ジをご覧いただきたいと思います。上の方に「日本の食料は大丈夫? 」と書いてありま  

す。これについては、「中間とりまとめ」では真ん中にありますように、「国民の生命と  

健康を守る食料安全保障政策を確立する」としております。これに関連をいたしまして、  

両論併記事項が二つございます。まず一つ目が、下の方に書いてございますが、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付けるべきか否かという点でござい  

ます。賛成の意見が大勢でございましたが、これは、これ以上輸入に依存することは危  

険度が増すなどの理由によるものでございます。反対の意見といたしましては、国内農  

業はコストが高いなどの理由によるものでございます。二つ目は、食料自給率を上げる  

ことを政策の目標とすべきか否かということでございます。下の右側に書いてございま  

すが、賛成の意見は、現在の食料自給率が極めて低い。したがって政策目標として自給  

率を上げることを考えるべきだという意見でございますが、反対の意見は、自給率は食  

生活の内容によっても変わってまいりますので、目標の達成には国民の食生活をコント  

ロールする必要があるが、それは困難であるなどの理由で反対という意見になっており  

ます。  

 さらに、このパンフレットを開いていただきますと上の方に「これからの農業の目指  

す道は？」というのが見開きの真ん中のページにございます。これについては、「中間  

とりまとめ」では真ん中に書いてございますように、「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」としております。これに関連する両論併記事項とし  

ましては、下にございますように、現在、農地の規制により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か否かでございます。賛成の  

意見は、株式会社が稲作等に参入すれば農業が活性化する。反対の意見は、株式会社に  

よる土地投機などが起こるなどの理由によるものでございます。  

 その右側のページを見ていただきますと、上の方に「農村はどうなっていくの？」と  

書いてあります。これについては、「中間とりまとめ」では真ん中に書いてございます  



ように、「中山間地域等を含む農村地域を振興する」としております。これに関連する  

両論併記事項は、下にありますように、中山間地域等の農業者に対して直接的な個別支  

払いを行う施策を今後導入していくべきか否かという点でございまして、賛成の意見は、  

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。反対の意見は、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おそれがあるなどの理由でござい  

ます。  

 大変はしょった御紹介でございますが、詳しくはお手元にございます、昨年12月の「中  

間とりまとめ」を御参照いただきたいと思います。  

 調査会としましては、今後、この「中間とりまとめ」に対して寄せられます国民の御  

意見を参考にしながら本調査会として議論を深めまして、本年夏ごろを目途に具体的な  

施策の方向について最終答申をとりまとめたいという予定にいたしております。調査会  

において幅広く国民の御意見を聞きますために、昨年10月に全国４カ所で地方公聴会を  

開催いたしましたが、その後中間とりまとめを行いましたので、先ほど御説明を申し上  

げましたような両論併記になっております事項を中心に「中間とりまとめ」について国  

民の方々の意見を幅広くお聞きするという趣旨で、今回は東京、新潟、名古屋、京都の  

４カ所で開催をすることにいたしたところでございます。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くようにお願いをいたします。  

 本日の進め方としましては、まず意見陳述人の方から御意見を開陳していただきまし  

て、その後、食料・農業・農村それぞれのテーマ別に、意見陳述人の方々と委員、専門  

委員の方々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  

会場の方々からも御意見をいただく時間をとりたいと考えております。  

 本日の公聴会では、一般公募により応募をいただいた方は38名いらっしゃいましたが、  

この方々の中から、関東農政局とも相談をしまして、こちらにおられます５名の方々に  

させていただきました。したがって今回意見をお述べいただけない方々もおられるわけ  

ですが、「中間とりまとめ」につきまし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ところでございます。  



 なお、本日は農林水産省から石原大臣官房総務審議官、齋藤関東農政局長、大臣官房  

の實重企画室調査官が出席しておられますので御紹介をいたします。  

   

４ 意見陳述                     

○後藤座長 それでは意見陳述に入りたいと思います。先ほど御紹介しました両論併記  

の部分を含めまして、「中間とりまとめ」につきまして御意見をお述べいただきたいと  

思います。  

 まず御意見を１時間ほどちょうだいいたしました後、意見交換に入りたいと思います  

ので、冒頭の意見陳述は、大変恐縮でございますが、お１人５分以内でお願いをいたし  

たいと思います。なお、円滑な進行を図りますために、始まってから５分経過をいたし  

ましたところでベルが鳴りますので、そこでひとまず終了していただき、残った部分は  

後の討論の際に追加してお出しいただくというふうなことでお願いしたいと思います。  

 まず有識者５名の方々から御意見をいただき、続きまして一般公募の方々から御意見  

をちょうだいするという順番でまいりたいと思います。  

 それでは小暮さんからお願いいたします。  

○小暮陳述人 御紹介いただきましたココスジャパンの小暮でございます。私どもは直  

営230 強とフランチャイズ、合わせまして約300 のレストランを展開しております。レ  

ストランにとりましては食材は生命線でもありますので、農産物の生産者の皆さんの動  

向には大変な興味を持っておりまして、きょうこの公聴会に参加させていただきました。  

 今、私どもでは、明日までなんですけど、ストロベリーフェアというのを実施してお  

ります。このイチゴにつきましては、地元茨城産の女峰を使わせていただいております。  

常に地域の生産者の方々とのおつき合いを大切にしていきたいという考えで、ここ数年  

地元のイチゴを使うという取り組みを進めております。また、私どもの地元であります  

土浦の名産にレンコンがあります。私どもの幾つかのレストラン、タイプは違っている  

んですが、そこでレンコンキムチ、レンコンサラダというようなメニュー開発をいたし  

ました。これは、中国産が３分の１ぐらいの値段で入ってきているもんで、地元のレン  



コンが大変な打撃を受けているということを知りまして、何とかお役に立ちたいという  

ことからこういうメニューづくりをいたしました。  

 そういうように、地元の物を使いたいという基本的な考え方はあるんですが、ホウレ  

ンソウは私どもでは中国産を使っております。年間に約400 トン使用しておりますので、  

コストの面でどうしても使用せざるを得ない。つけ合わせの部分なんですけど、１人前、  

国産の物を使いますと13円50銭かかってしまう。ところが中国産にしますと５円50銭と  

いうことで、半値以下。ここ７年ほど、バブルの崩壊以来レストランの値上げというの  

はほとんどできないような状況です。そういう中で安定した低コストの食材を世界中か  

ら探すというのは、私たちとしては当然の、大事な政策の一つになってきております。  

 味の面で決して満足しているわけではありません。私も地方の出身ですから、子供の  

ころ母親がゆでてくれたとれたてのホウレンソウ、根っこの赤いやつを食べた味が忘れ  

られませんので、何とかああいう味をお客様にお出ししたいという強い希望はあるんで  

すが、コスト面から無理だということで、今は中国産の物で、味に工夫しながら提供し  

ているというのが現状でございます。  

 もう一つ、レストランというのはスーパー、百貨店等の小売業とちょっと違いまして、  

天候の異変等によって食材価格が大幅に変動してもすぐには転嫁できない。すなわちメ  

ニューは一たん決めると、長いものだと１年、少なくも半年ぐらいは変えることができ  

ないという面がございます。ですから基本的に私の考えは、自由に世界中の素材からお  

客様に喜んでいただける料理をつくっていく、それが自分たちのビジネスであるという  

面では、余り縛らないで、自由にやらしていただきたいというのが基本的な考え方です。  

 しかし素材の生産者が見えるというのは非常に安心のできることです。現実に私ども  

でも、輸入食品の比率というのは今、70％から50％ぐらいに下がっています。それは一  

つは、有機ブームに象徴されるようにお客様が健康、安全、安心という方にシフトして  

いる。そこに向かっていくときはどうしても顔の見える物、生産者との信頼関係が深い  

物を使いたい。これは自然の流れとしてそうなっていっております。だから日本の農業  

にぜひ競争力をつけていただきたい。骨太になっていただきたい。自給率を政策で決め  



るんじゃなくて、農業者の皆さんが我々と話し合い、強くなっていただいて頑張ってい  

ただきたい。エールを送ります。しかし私は、なりわいとしては農業も商業もみんな自  

由に、競争の中で強くなるべきものだというふうに思っております。以上です。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 では杉本さん、お願いします。  

○杉本陳述人 私たち、消費者団体としまして設立以来常に安全な農産物というのを求  

めてまいりました。千葉も設立をいたしまして21年になりますけれども、設立した当初  

というのは安全性ということがイコール農薬とか除草剤の問題ということが多くの考え  

を占めていたと思いますけれども、今は安全で、健康で、環境を守れるということで、  

自主監査基準というのを設けまして、基本方針として考えております。  

 安全性というところでは、量の問題ということと、農薬などによる人体とか環境への  

害の問題があると考えています。日本の現状、そのどちらも不安があるのではないかと  

いうふうに思っております。戦後の国内の自給率の低下ということは、工業優先の社会  

の中で結果としてつくられてきたというふうに思います。国民として食料の多くを輸入  

に頼らざるを得なくなってきたことを、さまざまな意味で不安を感じております。食料  

の自給率を高めていく政策をぜひとっていただきたいと思いますし、このことはとても  

大切なことだというふうに考えております。国が政策としてとられていけば、一つ一つ  

改善されて、自給率は上がっていくのではないかと思っています。  

 今日の資料にも入れていただきましたけれども、生活クラブ千葉では今、組合員は３  

万5,000 人おりますけれども、減反政策の対案モデルとして、このたび、サンライズプ  

ランと言っておりますけれども、旭市環境保全・循環型農業のモデルプラン事業という  

のを、行政と、農協と、生産者と生活クラブ、４者が中心となって実施をすることにな  

り、このほど調印式を終えたばかりです。簡単には、転作田で飼料米をつくって、その  

米を養鶏農家、私たちの生産者ですけれども、卵を生産していただいて、それを生協の  

組合員が購入をするという新たな仕組みをつくっていこうというプランです。現在、日  

本は飼料というのは輸入に頼っている現状があるわけですけれども、国内では米を生産  



調整しているという状況があります。この矛盾を解決していくためにも地域内で循環農  

業を確立して、生態系を崩さずに自給率を高めていく一つの事業だというふうに考えて  

おります。  

 また、食料自給率の低下、農業者の高齢化の問題であるとか、農薬による農地の疲弊、  

さまざまな問題を地域から改善していく一つの事業であるというふうにも考えておりま  

す。これも生産者と、農協と、行政の共同の力で実施できたこと、こういうようなこと  

が日本各地で、例えばこのような政策も国として考えていただければというふうに考え  

ております。以上です。  

○後藤座長 それでは、次に豊田さん、お願いいたします。  

○豊田陳述人 豊田です。私は商工会議所、運送業、それから、趣味が野山を歩く山野  

の跋渉ということでありますので、そういった点でまとめてお話しします。  

 １については、世界的に食料不足でありますから、人類の義務として国内生産をすべ  

き。それから有事の際、これは国内の凶作も含めて、危機管理の上からも重要。リスク  

ヘッジの上から。それから、輸入を当初から奨励すると、たたでさえ競争力が不足して  

いる国内農業がさらに弱くなるので、政治的な配慮、心理的な効果をねらって、あえて  

農業生産は国内生産を基本とすべき。  

 ２については、食料の変化によって大でありますから、全体として急にヒステリック  

に目標を掲げるに及ばないということであります。もっと米を大事にすべきではないか  

と。有史以来日本人は米にかかわってきて、戦後たまたまアメリカの余剰小麦の消費と  

か、アメリカナイズというような、アメリカのえらい人の政策で小麦食になっちゃった  

わけで、幼少時からの習慣で食嗜好が決まるので、給食等で米のよさを図るのが必要で  

はないかというように思います。食品の宣伝を見ますと、宣伝するのは全部欧風、商社  

系で、日本型の農家、農協は宣伝しなかったということが米が落ちてきたということに  

つながるのではないかというように思います。  

 三つ目の株式会社が農地を持つのは、現在、農家以外の参入や農家の法人化が言われ  

ているわけでありますから、農業に意欲を持つ株式会社の農業参入に何の障害もない。  



積極的に認めるべきではないかというように思います。そうしますと日本の農業に欠け  

がちな経済に対する対応性や競争力の意識に目覚め、旧態依然たる、特に農協組織、こ  

れは地域独占にもなっていたりしている、活動の閉鎖性にも画期的な改革がもたらされ  

ることになろうと思います。それから、経済的側面にとどまらず、総合的に農業に活力  

がもたらされる。新風が期待されると思います。農・商・工のうち農協だけ別個であっ  

て、本来経済活動の方からいいますと、商工会議所の会員になってもおかしくはないぐ  

らいのことでありますが、全くそうでないということを異常に思います。それから株式  

会社の土地の保有で農地の永久農地化が図られ、農地の荒廃が防げ、農地の維持ができ  

ると思います。それから、株式会社が土地を保有することで、株式会社の社員に農業を  

やらせることによって、多様な人に農業について理解させ、農業について多くの人が理  

解できるようになるというように思います。  

 最後の中山間地でありますが、中山間地の農家には直接積極的にお金を出すべきでは  

ないかと思います。補助は二つあって、食料確保の上からも小人数に大規模高能率でや  

ってもらって、それとは別に山間地の農業を守るために補助をすべきではないか。これ  

は農業ばかりではなくて、農村・山村・農地・農民は、例えば森林等とともに国土保全  

でありますし、潤いのよりどころである。それから伝統文化を色濃く伝承しているとこ  

ろも農山村であります。そういった日本人の精神的な調和のよさ、そういうものを持っ  

ている農村は、農業ばかりでなく、経済外的な要素でも補助すべきではないかと思いま  

す。以上でございます。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 では保坂さん、お願いいたします。  

○保坂陳述人 私は山梨で花栽培をしている農家なんですけれども、食料ということで  

すので、本当は僕がふさわしいかどうかわかりませんけれども、こういう場で意見をと  

いうことですので、何とか知恵を絞って意見を述べたいと思います。  

 先ほどからの皆さんの意見を聞いていたわけですけれども、僕は中山間地の農家の一  

人として考えるに、山梨ですので本当に山間地しかないんですけれども、そこの部分し  



か見ていないからわかりませんけれども、統計的に見ますと半分近くが65歳以上の人が  

農業をやっている現状であるという中で、それに心当たりがあるのは、私も二十歳の時  

から花栽培を始めまして30年弱になるんですけれども、農協青年部とかいう若い後継者  

の組織があったんですけれども、15名ほど、部落で仲間づくりをしてレジャーをしたり  

勉強会をしていたんですけれども、この年になってみますと、今でもまだ農業をやって  

いるよという人はたったの２人しかいません。ほかの仲間たちはどこへ行ったかという  

と、職人になったり、小さな土木工事をやったり、自営業というか、自分で事業を起こ  

して転職してしまいました。これは何かといいますと、ここ二十四、五年の間に専業農  

家では子育てができない、食べていけないというのが現状だったと思います。  

 その根源になったのは、輸入自由化の後、農業政策でどんどん国が政策を打ち出して  

きました。そのたびごとに、水田をやめて野菜にする、野菜をやると野菜が暴落する、  

野菜が危ないから花きにしなさいというと花きが暴落するというような形で、大波小波  

で周期的に生産を脅かす環境が生まれてきた。その中でギブアップした人たちが十数名  

いたということで、65歳以上と言いますけれども、我々のお父さんたちというか、純然  

たる農業をやっていた人たちが、今まで農業をやっていたからそのまま農業を続けるん  

だといって、65歳以上の方の中には70歳、80歳の方がおられるわけです。近所を見ます  

と75歳以上の人たちが半分ぐらいいるということで、ここ10年ないし20年の間にほぼ、  

農業をやっている皆さんたちはできなくなる。そこで国は、農業者がこのままいくと10  

年か15年の間に４分の１もしくは10分の１になるんじゃないかという危機感があって施  

策に乗り出したと思います。  

 私たちが今まで農業をやっている中で、輸入農産物も怖かったんですけれども、怖い  

というか、採算が合わなかったのは、今までサラリーマン生活をして、農家だから退職  

してからやるとか、ずっと農業を続けていながら、もう年金をもらっちゃったと。そう  

いう人たちが農業をやっているんですね。65歳以上の農業者というのは、採算度外視で  

す。耕すだけで十分満足するんですね。例えば山梨は果物の産地なんですけれども、生  

産コストも考えない、減価償却も考えないで機械を購入して生産しておいて、販売単価  



が安くても困らない。なぜかというと息子が会社へ行って生活できるだけの収入は確保  

してきてくれる。おじいさん、おばあさんは、ぶらぶらしててもいかんから畑で草を取  

っているという現状が今の中山間地の農家の形だと思います。もしくは息子が家にいな  

くて年寄り２人で、年金をもらいながらこつこつと農業をしているという現状だと思い  

ます。  

 そういう中で、僕らもそうなんですけれども、専業農家の人たちは、やっとここで道  

が開けるかなという感じで、農業者が減って、生産物がちょっと落ち込んでくることに  

よって相場が幾らか持ち直して、自立経営が成り立つぐらいの売上が得られるのではな  

いかという期待感はあるんですけれども、40歳代、50歳代の人はそう思っても、よく見  

ると僕らの後ろの20代、30代の人たちはほとんど育ってないんですね。ということは、  

僕らはこの後の10年、20年先は暮らし向きが立つんですけれども、その後ついてくる人  

がいなかったらどうなるんだということで、あと10年、20年先の後継者の育成こそが大  

事じゃないかということで、ほかのところもありますけれど、また次のところで言わせ  

ていただきたいと思います。これで締めたいと思います。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 堀内さん。  

○堀内陳述人 堀内でございます。  

 私は外資系のドールという会社に勤めておりまして、輸入青果物をたくさん持ってき  

ている会社でございます。当社は青果物専業でございまして、非常に多国籍企業、世界  

中で青果物をつくって、自社で生産して、自社で運んで、自社で販売していくというよ  

うな仕組みで事業を行っております。  

 私どもは日本でもう30年以上この事業をしているわけですけれども、輸入青果物に対  

する脅威ということで、その矢面にずっと立っておりました。ただこの数年、特にこの  

５年間の推移を見ますと、決して輸入青果物は脅威ではないと。むしろ日本の農産物、  

我々は青果物の方なんですけれども、一番脅威になっているのは、今、生産から販売ま  

での一貫した仕組みが消費者が求めているものから随分遊離していっていることである。  



言いかえますと、まず第１に非常に価格が高くなってしまいます。生産コストがものす  

ごく高いんですかと。確かに日本は若干高いんですけれども、例えば北米に比べて2.5  

倍ぐらいの小売売価になっているわけですけれども、何でそこまで高くなるのかなと。  

そこに非常に大きな流通構造問題があります。  

 ここ数年、輸入青果物は実は伸びておりません。全体の15％程度までしか伸びてきて  

いないわけです。ただ、話を戻しますけれども、消費者がこの５年間で、例えばアメリ  

カと比べますと日本の消費量というのは確実に減っています。アメリカですと大体20％  

ぐらい消費量が伸びています。日本に限らずアメリカも大変健康指向なわけですけれど  

も、健康指向な国であればより生の野菜・果物を食べたいと、消費者は間違いなく思っ  

ていると信じておりますけれども、日本ではどういうわけか消費が落ちています。消費  

者視点から問題をとらえていくと、ここに幾つか挙がっている問題点も答えがあるんじ  

ゃないかなと考えます。  

 まず、株式会社の農地取得ということですけれども、私は最近、国産の青果物、特に  

野菜に、もう生産者が1,200 名ほど集まりまして、入っていっているんですけれども、  

我々事業体として農地を持つということの必然性は全然感じておりません。むしろ農地  

の使用権はぜひ欲しいなと。使用権がドールに帰属しなければいけないということでは  

ないんですけれども、もうちょっと農地の使用権が流動化してくれると規模を拡大して  

いけるのではないかなと。規模を拡大する中で、生産者、農家の方と機能を分化してい  

くと。例えば、農地の所有は農家の方で一向に構わないわけですけれども、一緒になっ  

て一つの事業体をつくってリスクを分散していく。  

 日本の流通の中では、農業に関するリスクマネジメントがとてもおくれています。リ  

スクは必ず計数化ができて、リスクがヘッジできるもの、できないものと全部分類でき  

ると思うんですけれども、例えばリスクのヘッジできないもの、天災みたいなものです  

けれども、そういったものは国と相談して補助金の問題等もあると思います。そうでな  

いものはほとんどリスクがヘッジできます。  

 生産のリスク、次に販売のリスクということなんですけれども、それも、あるべき構  



造、インフラがあればほとんど解決できるなと。例えば中山間地の問題、幾つか問題が  

あると思いますけど、昨日もたしかＮＨＫの番組で出ていまして、それを見た消費者、  

私もその一人なわけですけれども、こういうところからシイタケを買ってみたいなと随  

分多くの方が思われたと思うんですけれども、産地から消費者、あるいは消費者から産  

地までの流通ができ上がっていない。でき上がっていないわけですから、我々が扱って  

いるもの、青果物ですけれども、貯蔵ができない商品で、なかなか到達できないという  

ようなことがあると思います。そういう意味で、まず作らなければいけない構造、イン  

フラというのが、生産に関してのインフラ、流通に関してのインフラと両方同時に日本  

の場合はやっていかなくてはいけない。  

 それも次の５年間ぐらいに急激にやっていかなくちゃいけないという中で大変苦痛を  

伴うわけですけれども、今まで規制があった社会から規制がなくなっていく社会という  

プロセスの中でその構造を作っていく。言いかえますと大変投資を伴うわけですから、  

それを事業としてとらえていくノウハウを早急に日本の中に投入していくべきだなと思  

っております。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 それでは、公募をしていただきました白石さん、お願いいたします。  

○白石陳述人 白石でございます。東京都練馬区大泉町で1.4 haほどの畑を耕して農業  

をやっています。ほぼ専業です。それで、平成３年、４年と全国の農協青年部、ＪＡ青  

年部組織とおつき合いをさせていただきまして全国運動を展開してまいりました。ちょ  

うどガットのウルグアイラウンドが妥結する前年でございました。その時得た経験と、  

それからつながってきた全国の友人の声も含めて、この１週間いろいろな友人と語り合  

ってきました。電話等ですけれども、そのことも踏まえて、都市農業者として、あるい  

は全国の農業者の声を代弁する形で、あるいは都市住民としても、練馬区の住民として  

も考えて意見開陳をさせていただきます。  

 まず一番最初に申し上げたいことは、ちょうど平成３年、４年のガットの前夜のころ、  

食糧法が改正されたわけですね。食管法から食糧法になった時にも今回の問題点の四つ  



の議論がやはりあったわけです。ところが、それから６年を経ても世の中で日本の農業  

や食料の問題の議論が一向に高まりを見せていないんじゃないか。いろいろな議論の交  

換があって、例えば堀内さんと私には相対立する部分があると思うんですが、対立する  

ということは議論が高まったということであると思うわけですが、世の中の無関心とい  

うことに対して私は一番の問題点を提起させていただきます。つまり国や農水省、施策  

を担当する側が世の中にどれだけこの問題を問うてきたのかということについて、甚だ  

危惧を持っています。  

 早速でございますが、四つの問題点を、時間がありませんので具体的に、簡単に述べ  

させていただきます。まず第１に国内生産の位置づけについては、国内農業生産を基本  

とすべきという考えです。これはどうしてかというと、非常に素朴な考えです。私たち  

は農業の、農村の議論をしているわけです。国内農業法、つまり国内の農業生産をどう  

高め、国民に安心して食べていただけ、お互いが納得できる、例えば価格であるとか、  

内容を求めていく検討をしているわけです。そこになぜ外国産の農業を位置づける必要  

があるんでしょうか。例えばガットのウルグアイラウンドの時に、ＥＵとアメリカが農  

業交渉でかなり厳しく対立しました。これはお互いの農業を守らんがために対立があっ  

たわけですね。日本の姿勢はちょっと違っていたように思うんですが、少なくとも当時  

のＥＵとアメリカの対立はそういうところにあった。日本が輸入農産物を位置づけると  

いうことは、ＥＵやアメリカから見れば、何とお人よしな国なんだろうと。我々が輸出  

したい農産物を喜んで引き受けてくれるような農業政策をとっているなんていうのは、  

国際感覚から見てちょっと恥ずかしいことではないかというふうに考えます。すべての  

先進国が食料自給に対して前向きな姿勢を持っているということから考えると、危惧の  

念を抱かざるを得ません。国内の議論は、例えば経済界やほかの団体であろうとしても、  

私は農業基本法の中では国内の農業をしっかりと位置づけるべきだというふうに考えま  

す。  

 食料自給率の取り扱いについては、自給率目標を上げるということと生産能力の確保  

という部分がありますが、私は個人的には生産能力の確保の方を優先すべきであるとい  



うふうに考えます。国内の農地をどれだけ基盤として維持し続けるか、生産性を考え、  

だれが耕すかということは、そこから議論が生まれると思います。高める必要がある時  

に一番大事なのは基盤と考えます。ですので、それを第１に考えます。  

 第２に、食料自給率目標についても私は掲げるべきだというふうに考えます。それは、  

先ほど申し上げましたように国内の世論が、この国の食料がどうなっているかについて  

余りに無関心であることについて、はっきりとした問題提示を掲げることになると思う  

んです。今なぜこれだけの自給率しかなくなってしまったのか、世界の農業がどうなっ  

ているのか、そのことをはっきり掲げるということが私たちの農業をどうしていくかと  

いう議論の最初の一歩になるというふうに考えるからであります。  

 続きまして、株式会社の農地取得については反対を表明いたします。私たちの都市農  

地を見れば一目瞭然でございます。平成３年、４年のバブルの頃に、都市近郊の農地は  

低未利用地という言い方をされました。これは経済効率を考えている経済団体の方や、  

いろいろなところから御意見をいただきました。つまり農地として生産を上げるのは非  

常に低い利用度であるという位置づけですね。このことに対して私たちは非常に憤慨し  

ました。１粒の種から命を生み出す農業が非常に低い生産性しかないという見方が、株  

式会社がもし農地を持った時に起こり得る危惧でございます。私の義理の父がこの４月  

から、農業の傍ら株式会社を始めます。株式会社に農地を移管することに対しては絶対  

やらないというふうに言っております。このことは時間があれば後ほどお話しします。  

 ４番目の中山間地の所得補償については、中山間地に対して積極的な施策を講じない  

ともうどうにもならない。先ほど保坂さんからお話がありましたように、本当にひどい  

状態です。ですから何らかの手だてを打たなければならないという前提で、直接所得補  

償には懸念を表明します。それは、先ほどお話がありましたように、中山間地にはもう  

人がいないんです。人がいない中にわずかに残った、例えば30代、40代の人に所得補償  

をして、どれだけの中山間地の農地が守れるんでしょうか。先日新潟の松之山町の地域  

振興係長と夜中まで議論をしていました。例えば自治体が農地が持てたらあの棚田が守  

れるかもしれないな。株式会社はどうだかわからないけれども、町を挙げて、地域を挙  



げていろいろな工夫をして、知恵を出して農地を守っていかないと、もう守れんぞと。  

そのためには基盤整備やなんかの事業も必要だけれども、いい知恵を出して、少ない予  

算でいい効果を生めるような地域政策にしていかなくちゃならないという議論をしてき  

ました。そういった意味で、中山間地については慎重に対処すべきだというふうに考え  

ます。  

 時間をオーバーしましたが、四つの問題点については以上でございます。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 では杉崎さん、お願いいたします。  

○杉崎陳述人 私は生活者の立場として本日はお話ししたいと思います。  

 私が子供のころは本当に終戦直後で、お芋の配給の行列をしたり、アメリカさんによ  

ってコッペパンと脱脂粉乳に家畜の飼料を混ぜた給食を食べさせられたりという飢餓の  

時代を過ごしてきたものであります。その飢餓が、これから先二度と来ないという保証  

はございません。また、翻って地球上を見てみますと、同じことを味わっている人たち  

がたくさんいらっしゃるわけです。我が日本国は幸いにも古来より稲作国家でありまし  

て、亜熱帯地域にあって豊かな農業生産を営むことのできる非常に農業資源の豊かな国  

であります。その国が生産をしないで、よその国から地球上で足りない穀物を輸入した  

り、農産物を輸入するというのは罪悪に近いというふうに私は考えます。21世紀のこの  

地球上で食料生産の分配を考えますと、国連なり、公の機関で食料をいかに公平に分配  

するかということを第一義的に考えるべきだと思うんです。  

 したがって、先ほどもおっしゃいましたけれども、皆さんが農業に関心を持つという  

ことが非常に大切で、食料がいかに大切であるかということを今は忘れています。私た  

ちが子供のころは、１粒のお米に対しても、お茶わんの中に残っていると、その１粒が  

何十粒のお米に育つかわからないんだから１粒でも残さないようにと、そういう教育を  

受けてきたわけです。それが今は消費が美徳であるがごとく、大量のお米ないし食料を  

皆さんが捨てていらっしゃいます。そういうことが美徳なんでしょうか。世界中で飢え  

ている人がたくさんいるのに。私は、砂漠であるとか、ツンドラであるとか、一生懸命  



食料生産をしなさいといってもできないところがあるんですから、お互いに痛みを分け  

合うということが21世紀に向けての方向性だと思うんです。ですから専業農家の方の痛  

みというのも私はとても心が痛みます。我々の国は、そういう方が元気を出して生産す  

るということが保証されるような国になるべきだ。ということが21世紀に向けての方向  

性だと思います。  

 それを営んできた技術とか、農地、水田を維持するということは大変なことです。私  

も今、鎌倉に住んでおりまして、昔の谷津田の地域が公園候補地になっておりまして、  

そこが防災公園という名目のもとに谷が埋められまして、芝生公園になりました。もう  

一つの谷に谷津田が残っておりまして、それを何とか残してもらうということになりま  

して、今、田んぼを手伝わせていただいているんですが、実に豊かな生態系を残してい  

るんですね。自家用に作っていらした関根さんという方の田んぼが残って、指導員にな  

っていただいているんですけれども、そこは自家用でしたから、トンボや、カエルや、  

ホタルやカメも、ヘビも、ドジョウも、いろいろなものがいます。それは何百年の知恵  

を経て、豊かな農業生産とともに自然と共生しているからこそそういうところが維持さ  

れたわけで、子供たちが本当に喜々として、魚をとりたかったり、トンボを追いかけた  

かったり、ぬるぬるの田んぼが気持ち悪いと言うんですが、子供たちの目の輝きを見ま  

すと、我々はやっぱり農業国に育った人種だと。子供たちもそういうところで生活の場  

を持つことによってとても生き生きするのだ。ですから子供の成長のためにも、子供の  

成長だけではありません、お年寄りが散歩にもいらして脳梗塞のリハビリもしていらっ  

しゃいますし、心のいやしにもなりますし、農業を第１として日本は歩むべきだと思い  

ます。以上で終わります。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 では高部さん、お願いいたします。  

○高部陳述人 私たち地球市民食料クラブに意見を申し述べる機会を与えてくださいま  

してどうもありがとうございます。私どもは神奈川県で消費者の立場から農地を歩いた  

り、その農地が元気かなというふうに評価する、アグリチェックと呼んでいるんですが、  



そんな活動をさせていただいております。きょうは中山間地等への直接補償、余りよく  

わかっていないんですけど、それについて意見を申し上げさせていただきます。  

 私は横浜市に住んでおります。横浜市には、いわゆる中山間地はございません。しか  

し年々田んぼや畑が激減しています。目に見えて農地が減り、そのことで暮らしの環境  

全体が貧しくなるということを体感しております。だから何とか農地を残していきたい  

なと思う人が多くおります。農家の人と語り合おうとか、農家の生産物を買って支えよ  

うとか、農作業をやろうとか、そんな人が多くいます。安い物を喜ぶのが消費者という  

面は一理あるわけなんですけれど、農地を歩いておりますと、目先の安さだけでは判断  

できないのではないかなと思っております。  

 私たちは、農地は公共の財産なのではないかなというふうに思うわけです。その理由  

として第１に申し上げたいのは、農地は水源である山、川、地下水、田んぼや畑、海と  

いう水の循環の中の要素で、緑のダムである森林とともに、平地のダムである水田は日  

本の水循環システムの中で不可欠ということです。現在、農地が500 万haをちょっと切  

っているそうですが、中山間地はもちろん、平野部においても雨水をため、浄化し、地  

下水を保全するという働きをしております。治水の基本は降った雨をできるだけ大地の  

隅々にまでしみ込ませ、ゆっくり流れるようにすることというのを先日私、学ばせてい  

ただきましたが、その仕組みが、日本の産業構造の変化に伴って土地利用がだんだん変  

わってきたということです。かつて水を遊ばせるための場所に建物を建て、水から守る  

ために高い堤防を築くなど、日本の水管理システムが変化してまいりました。その結果、  

水質の面でいいますと自然の浄化作用が働きにくくなります。それで水道原水も悪くな  

りまして、今、水道水に不安ということが起きてミネラルウォーターをたくさん買った  

りということになります。また、横浜でもそうなんですけど、ちょっとまとまった雨が  

降りますと一気に側溝ですとか中小河川だとかがあふれまして、都市型洪水と言われる  

そうなんですけど、そういうようなことにもなっております。  

 第２に、農地の公共的な機能としては、自然の生態系を守り、景観の美しさだけでは  

なく、空気をきれいにし、さまざまな生き物を育む空間を形成しているということも挙  



げられます。横浜の北部には寺家ふるさと村というところがございます。横浜市ですと  

か、国ですとか、いろいろなところのお金を投入いたしまして作っている昔の里山の風  

景が残ったとても美しいところです。私たち市民は、その気持ちのよい風景を楽しみに  

行くわけです。土日になりますと両側に車が縦列になりまして、田んぼに入ってオタマ  

ジャクシをとったり、草を摘んだり、田起こしが済んだところへずかずかと入っていっ  

たり、都市住民はそこが私有地だという感覚が余りないもんですから、入っていってし  

まうわけです。それで、農家の方に落としていくのはごみばかりというふうに言われま  

す。緑の空間として農地の公共財としての現状、端的にあらわれているのではないかな  

というふうに思います。  

 こういう公共の財産の側面を持つ農地をどう守っていけばいいのか、生産物の販売で  

農家経営ができない時、私有財産としての農地はなくなります。私が思うに、農家の作  

業を産業の部分と公共財の維持保全に分けて考えることが必要ではないかな。公共の利  

益に寄与する労働に対しては正当な労賃を払い、作業委託すべきではないかな。これは  

中山間地はもちろんのこと、日本の地域地域でいろいろな形があるかと思います。白石  

さんがおっしゃられるように条件がいろいろあるかと思いますが、こういうことは必要  

なのではないかなというふうに思うわけです。農家などが農の営みをなされて、豊かな  

農的環境ができて、その川下に暮らしている私たちがその豊かさを享受しております。  

私たち消費者としては、農産物を買うという行為でのみそこに参加しております。この  

仕組みが壊れた時、いろいろな面で一番被害があるのは絶対多数の消費者ではないかな  

ということに、都市生活者は気づき始めています。公園管理に経費を払うように、ある  

いはダムの管理に経費を払うように、農家の作業量を生産とは切り離して・・グリーン  

ボックスです・・経費補償するということで、少しでも農地が守られるといいなと思っ  

ております。こういう気持ちを持っている都市生活者がふえていることをどうぞ考えて  

いただきたい。そして身近な農地だけではなくて、遠くの田んぼや畑に思いをはせるサ  

ラリーマン、その妻がふえているということを認識してくださいますようにお願いした  

いなと思います。  



 詳しい直接補償のあり方というのは私にはよくわかりません。地域地域で自主性を持  

ってなされなければいけないと思います。でも何らかの措置をとらなければいけない。  

それに対する消費者の理解というところは深まってきているのではないかなというふう  

に思うわけです。以上でございます。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 それでは土屋さん、お願いいたします。  

○土屋陳述人 土屋秀之でございます。私は仕事は福祉関係ということで、ケースワー  

カーという仕事をしておりまして、農業は専門的ではないんですが、専門家じゃないの  

で間違ったことを言うかもしれませんので、その辺は許してください。  

 ただ、私の生まれは農家でありまして、私も30歳ぐらいまではサラリーマンをやりな  

がら土日とか、夜とか、農業の作業をしていたわけなんですが、農村に住んでいますと  

一番切に感じますのは、高齢化と、昔に比べて大分米価が下がったかなという気があり  

ます。それと輸入自由化ということ、それから若者が離農していくということで、農村、  

若い人がいなくなってお年寄りばかりということで、かなり不安を感じておりました。1  

0年前不安を感じておりまして、10年たった今でも全く10年前と変わりません。今後も10  

年間、何もしなければ何も変わらないのかなと思い、ちょっと不安になりまして、僣越  

ながら御意見を述べさせていただきたいと思います。  

 今までは自作農で農地を守るというのが重要な考え方であったのかな、たとえ小規模  

農家でも自作農を守りたいというのが重要なテーマだったのかなと思うんですが、農地  

を守るには多額の補助金と、法的な援護というものが必要でしょうし、多額の補助金と  

なると現在の国の財政からいうとちょっと厳しいだろう。あと法的な援護ということな  

んですが、これもアメリカ等の外圧を考えるとかなり難しいんじゃないかなと思いまし  

て、私自身の考え方は、もう小規模農家というのは無理なのではないかというふうに考  

えております。今後は大規模農家、大規模農業、高収益型農業、いわゆる集約型の産業  

に農業は変化していってほしいなと思っています。  

 やはり、小さな農地とか変形した農地でありますと農地に向かないと思います。農作  



業をするにはある程度大きな面積が必要だと思います。例えば菱形の農地とか、三角形  

の農地とか、丸い農地ですと、トラクターとかコンバインで作業が非常にしづらいんで  

す。かなり手で稲刈りとかをしてトラクターとかコンバインが回れるような形にしなけ  

ればならなくて、非常に能率が悪いです。あと、狭い農地ですとトラクター、コンバイ  

ンが何回も回転しなければならないので、トラクターとかコンバインが早く老化してし  

まう。トラクターは１台300 万ぐらいするんですけど、余り酷使してしまいますともた  

ないということなんで、広い農地が必要かなと考えます。今後は農家の人たちが農地を  

出し合って、集約された農地が必要ではないかと思います。いわゆる農業の工業化とい  

うのを目指したいなと思っています。  

 そういうわけでして、株式会社の農地取得というのは必要ではないかと考えておりま  

す。一つに、大企業の農地の取得、それから地方自治体等の農地の取得、あとは農民が  

株式会社を設立して農地を取得していこうという。今後の高齢化、米価が下がったり、  

輸入自由化とか、若者の離農とかを考えると必要ではないかと思います。あと副次的な  

効果として別のねらいがありまして、農民の地位の向上とかステータスとして農民のサ  

ラリーマン化、農民がサラリーマンになるということで若者の離農を防げるのではない  

か、優秀な人材が確保できるんじゃないか、地域振興のためにいいのではないかという  

ことで、今までは農民であることで、余りかっこよくないとか、ちょっとダサいんじゃ  

ないかとか、そういう劣等感があったんですけど、株式会社が農業を経営するというこ  

とで、サラリーマンとして一応ステータスを感じるんじゃないかと考えています。  

 ただ、株式会社が農地を取得というのは欠点はいろいろ目立ちます。かなり不安な要  

素もあります。でもこのままだと10年前も変わらず、10年後も変わらないのであれば、  

あくまでもカンフル剤として、長らく続いた江戸幕府が黒船によって変わったように、  

欠点は多いんですけど、農村にとって黒船になるんじゃないかなと淡い期待をしている  

次第であります。どうもありがとうございました。  

○後藤座長 それでは吉田さん、お願いいたします。  

○吉田陳述人 吉田です。私は長野県の美麻村という、過疎の小さな村ですけれども、  



村の廃校を払い下げてもらって、20年ほど前から遊学舎という場所をやっています。そ  

ういう形で、生まれは東京なんですけれども、村に移り住んでから農業のこととか考え  

させられることが多かったんですけれども、そういうところから見ると、特に中山間地  

の農業というのは難しい状況にきているなと痛感しているところです。  

 まず、外国産の農産物というのが非常に安いんで、どうしても外国から、日本も輸出  

超過ですので輸入ということが必要になってくるかと思うんですけれども、今の農産物、  

外国のものの過剰状態というのはいつ変わるかわからないと思っています。そういう意  

味ですぐ自給ということは現実的でないと思いますけれども、自給をできる準備をして  

いくことが必要じゃないかなと思っています。  

 そういう目で農業のことを考えていくと、戦後の農政というのは大規模化、機械化の  

農業を目指してきたと思うんですけれども、そういう観点からすると中山間地というの  

はハンディを持った地域としか考えられないと、そういう観点で位置づけられている。  

そういうことでは過疎の状況から脱却することは難しいんじゃないかと思うんですね。  

むしろ発想の転換が必要じゃないかと思っています。そういう目から見ると、美麻とい  

うのは非常におもしろい可能性を持っているところだなと思っているんですけれども、  

その前に直接補償の件について考えたいと思うんですけれども、これがいいか、悪いか  

という意味では、カンフル剤的な効果というのは確かにあると思うんですけれども、こ  

の地域に対する先の見通しとか、あるいは国内の中でどう位置づけられるか、そういう  

方向づけというのがはっきりしていないところで単に直接補償をするということでは、  

それが積極的なことに使われるということはあり得ないだろう。じいちゃん、ばあちゃ  

んのために届けを出しておこうというようなことでの補償というのは、確かにありがた  

いには違いないんですけれども、それだけでは中山間地の方向というのは見えてこない  

んじゃないかと思っています。そういう意味で中山間地をどういうふうに考えていくか、  

これは今非常に大事なところにかかっていると思うんですね。今やらないと、10年、20  

年するとほとんど人はいなかったという状況になりかねませんし、そういう中で中山間  

地の方向性というもので三つほど考えていることをお話ししたいと思います。  



 まず１点は、美麻村というのは非常に特殊なところで、人口の１割を超える移住者が  

住んでいる村なんですけれども、そういう意味では非常におもしろい可能性を持ってい  

るところだと思っています。今は交通とか、いろいろなメディアが発達してきているん  

で、今までよりもはるかに、いろいろな仕事で地方に住むということが可能になってき  

ていると思うんですけれども、そういう意味ではこれからもそういう希望者というのは、  

かなりうちにも相談がくるわけなんですね。ただ、その場合に農業をやりたいといって  

も、今は50エーカーですか、農地法の取得のあれがありまして、それが自給的、あるい  

は退職者が片手間にやるというような場合に非常に足かせになっているわけなんですね。  

自給型農業という場合には、農地というものが非常に値段も高いし、広過ぎるというこ  

とで、その辺を考えていただけないかというのが１点です。  

 あと、農法に関しては、昔は労働集約型の篤農家という形の農業があって、戦後は機  

械化農業という方向だったんですけれども、そういう場合考えられる農業というのは、  

むしろ自給型といいますか、非熟練の人でも省力的にやれるような共生循環的な農業と  

いいますか、まだ確立されていないと思うんですけれども、そういうような農法につい  

ても、農業試験場なりで考えていただけないかなと思っています。  

 チンが鳴っちゃったんですけれども、最後に一番話したかったことなんですけれども、  

もう一つ考えているのは、コミュニティー型企業というものがあり得ないだろうかとい  

うことを考えています。今までの企業というのは基本的には製品を作って給料を得ると  

いう形の利潤追求の企業ですね。こういう形では充足感が得られないという人がかなり  

増えていると思うんですけれども、地域に生活の基盤を持って、そういうところで企業  

体があり得るようなことというのはできないだろうかということを考えています。人間  

の欲求というのは自己実現というのが非常に大きな欲求だと思うんですけれども、都会  

の人、あるいは別の人も、例えば退職しても行く行くはできるとか、そういうことも考  

えていけないだろうかと思っています。  

 そういう意味で、第３の設問に関しては基本的には賛成なんですけれども、今は農地  

が余りにも高過ぎるわけなんですね。土地投機としての農地取得というものは足かせを  



持ってほしい。そうでなくて、コミュニティー企業的なもの、あるいは移住したい人と  

か、そういう人に対しては農事組合法人の認可の基準を緩和していただくとか、コミュ  

ニティー的な企業が農地を取得することが可能になるとか、手続が簡単だとか、そうい  

うようなことを考えていただけないかなと思っています。ちょっと長くなりましたけれ  

ども、そういうことです。  

○後藤座長 どうもありがとうございました。  

   

５ 意見交換                 

○後藤座長 一通り陳述人の方々から御意見を出していただきました。こうした御意見  

に基づきまして、これから調査会側との意見交換をさせていただきたいと思います。対  

象となる問題の範囲が大変広いものでございますから、どうしてもある程度オーバーラ  

ップして、絡み合ってくるのでございますけれど、便宜、食料政策、農業政策、農村政  

策というようなことで20分程度ずつ意見交換の時間を持ちたいと存じます。  

 では、まず食料政策に関しまして意見交換に入りたいと思いますが、ただ今述べられ  

ました御意見につきまして委員、専門委員の側から質問なり御意見がありましたら出し  

ていただきたいと思います。  

○金田委員 金田でございます。一番最初に御発表なされました小暮さんにお伺いした  

いと思うのでございますが、現在ストロベリーフェアをおやりになっていると。地域の  

生産者と大変うまくおやりになっているように伺いましたが、私は、意欲的な生産者が  

集まって特産地を形成してくる、そういうところと流通業者が連携していくというのは  

効率性、効果性、すべての面で意味のあることだと。ただ、これが必ずしも日本の場合  

にはうまくいっていないということだったんですけど、だんだんよくなりつつあるんで  

しょうが、こういうやり方における問題点など、ございましたらお願いしたい。  

 それからもう一つは、こういう特産地の直結ということは市場を通さない取引という  

ことになるわけでありますが、青果市場のあり方というものについて、青果市場側もい  

ろいろ新しい対応を考えているようでございますが、そういう方面についての御意見、  



御要望がございましたらお聞かせいただきたいなと、このように思います。  

○後藤座長 金田委員は流通なり加工に長年携わられて、一番問題意識をお持ちの御質  

問だと思いますが、小暮さん、お願いいたします。  

○小暮陳述人 冒頭になぜイチゴフェアをやっているかということから入らせていただ  

いたのは、私自身レストラン業というものをずっとやっておりますと、どうしても素材  

というものに入っていかざるを得ない。ところがなかなかわからない。問屋さん、メー  

カーさんじゃなくて生産者の方と友達になりたい、意見交換したいということで、こう  

いう機会があると、僕はどんなことがあっても出るようにしています。そしてまず意見  

を言うんだと。時々言い過ぎてつるし上げを食って「お客さんが減るぞ」なんておどか  

されて、それでもまた出てくるということを繰り返しているわけなんですが、一番大事  

なことは、やっぱりお互いが理解し合うことじゃないかと思うんです。僕はよく言うん  

ですけど、じゃあ私たちが出しているメニューを勉強してくれたことがありますかと。  

うちの商品を使えばもっとうまくなるよと言ってくれればどんなにありがたいかわから  

ない。そういうような声をどんどん出してくれということをいろいろなところで言って  

いますと結構友達ができまして、こういう機会というのは、私はかけがえのない機会じ  

ゃないかなと思います。そしてできるだけ自分の仲間の外食のみんなと、日本フードサ  

ービス協会なんかを利用しまして、こういう機会を持つようにしています。待っていた  

んじゃだめだと思っています。農業者の方々もぜひユーザーの声、何を作ってほしいん  

だという声を聞くようにしていただけたらありがたいなというふうに思っています。  

 それから市場については、余り私は気にしておりません。いろいろなルートから自由  

に、市場を通すのが一番安く、いい物がつくれればそれでいいし、基本的に私は自由で  

あるということを信条としておりまして、素材も、労働者も国籍は問わないと。一番い  

い物を、一番おいしく食べていただける形にするためには、今そうすべきじゃないか。  

グローバルスタンダードはよその世界のことじゃなくて、我々にももうそこまで来てい  

ると。そういう面ではフランクでありたいなというふうに思っています。  

 この程度でよろしいですか。  



○金田委員 またお伺いしますが、それに関連して、もう１回質問してよろしゅうござ  

いますか。  

○後藤座長 はい。  

○金田委員 堀内さんにお伺いしたいのでございますけれども、堀内さんがドールとい  

う会社で働いておられて、自分で生産し、自分で流通させてきたいろいろのノウハウが  

ある。そういう観点から日本の農産物の流通というのを見ていると、その辺に大変問題  

が多いと。ソフト、ハード、両面において解決すべき課題がたくさんあるということを  

おっしゃられたんで、その辺についてもう少しお話を聞かせていただければと思います。  

○堀内陳述人 先ほどちょっと申し上げたんですけど、我々は青果物ですので、青果物  

を題にしてお話しさせていただきますけれども、日本の青果物の値段がとても高いです。  

じゃあ生産コストはどうなんですかと。若干高いです。それから日本の小売店に行って、  

消費者から見た時、青果物売り場に魅力がありますかということになりますけれども、  

比較論の中で魅力がないです。どうしてですかというと、豊かな選択肢が日本の青果物  

の中にはない。  

 こうしたことがどうして起きたのかといいますと、まず小売サイドは大店法があって  

規制があったと。小売からすると、ある物を買いなさいという構造があったと。こうい  

った規制が、本来通っていかなくちゃいけない進化をさせてなかった。もっと具体的に  

言いますと、例えばこの春からドールが新しい商品群を市場に導入します。カット野菜  

であるとかカットフルーツとかいう商品群を導入するんですけれども、これは年間に、  

新しいアイテム数とすると最低でも100 アイテム、最終的には200 アイテムぐらい、専  

門用語でＳＫＵと呼んでいるんですけれども、そういったものが店頭に並ぶということ  

になります。ただ、それを店頭に並ばせる物理的なインフラが必要です。それが今の日  

本には全くありません。それが一つ。このインフラは、そういった新しい物を提供して  

いくためにも使えるし、今まである商品を無駄なく小売店の売り場に並べる、無駄がな  

いというのは、言いかえると安く並べることができるわけです。それは生産者の立場か  

らすると、我々も生産者なんですけれども、生産者の手取りが上がるということです。  



 もう一つは、生産サイドのインフラ、これはノウハウになると思いますけれども、物  

理的なインフラというのは、例えば予冷設備を含めて大分日本の場合は整備が整ってき  

たなと。ただ作っていく組織体が１農家が原点になっていて、生産の方はリスクがある  

わけですけど、生産者が生産リスクと販売リスクをすべて背負ってしまっていると。そ  

れも１農家単位で全部背負ってしまっていると。生産リスクと販売リスクというのは、  

もうちょっと分解すると細かくなるんですけれども、これを例えば組織体で分解して、  

それを最も適切な人たちが担うという仕組みをつくれればリスクヘッジができる。言い  

かえれば収益構造が安定化すると。同時に無駄もなくなってくるということにつながっ  

てくるわけですね。この二つ、ソフトとハードをなるべく早い時期に日本の青果市場、  

青果市場というのは「市場」という意味ではないんですけれども、流通ではつくり出さ  

なければいけないということ。  

 ただ、そういったものができて構造的な問題は多分解決できるだろうと思いますし、  

これだけ規制が緩和されてきますから、当然するべき進化を皆さんがしていくというこ  

とになるわけですけれども、一つだけ、今日この場でこういうことを言っていいのかど  

うかわかりませんけど、僕はアメリカなりヨーロッパなり、あちこちにうちは産地がご  

ざいますので、しょっちゅう行きます。アメリカに1980年代、大変不況の時期に行った  

わけですけれども、最終的に、青果物の場合はお米と違って非常に労働集約型で、刈り  

入れはほとんど手になっています。労働集約型で、絶対労働力というのがどれだけ日本  

に残っているのかなというのを大変心配をしています。1980年代にアメリカでは不況が  

あったわけですけれども、その間、毎年アメリカに行ってカリフォルニアの産地に行く  

わけですけれども、不況で都市部では仕事のない白人がごろごろしているんですけれど  

も、彼らは絶対農地に戻ってきてなかったです。  

 これは農業労働者の収入が低いからということでは決してないです。当社もカリフォ  

ルニアで大変多数の、移民と言われるメキシコの労働者を使うわけですけれども、アメ  

リカの中でも単純労働としては多分トップクラスに高い時給を払っています。ですから  

決して収入が低いということではない。だけど１回農業から離れた方たちがなかなか農  



業に戻らない。農業というのはそれだけハードな部分がどこかにあるなと。その部分は、  

日本の農業に当社も今参入していっているわけですけれども、構造ができたけれども、  

その先でもしかしたら労働者がいなくなっちゃうのかなという若干の不安を持っており  

ます。  

○金田委員 それに関連して、よろしゅうございますか。  

 私は新聞で、ドールさんとかデルモンテさんがハード、ソフトのノウハウを持ってこ  

ういう産業に参入していらっしゃると。しかも前はアメリカとかフィリピンとか、さら  

には中南米ですか、海外の物を持ってきて日本の市場で売っておられたと。しかしなが  

ら最近は日本の国内で生産されるものを売るようにいろいろ試みられているというのを  

見まして、国内農業生産者にとって大変心強い話ではないかと思ったんですが、そうい  

う場合には、外国にある物と同じ物を日本でつくろうとしているのか、それとも日本の  

固有のものを新たに追加しようと、こういう考え方ですか。どちらですか。  

○堀内陳述人 我々は日本にない物、例えばバナナみたいなものが典型例なんですけど、  

日本にない物、あるいは日本にない時という考え方で輸入青果物を導入していました。  

ところが1987年ぐらいを境に、日本の青果生産は実は減産に入っております。減産の中  

で、日本で足りない物というのを国産と併売していくということで導入してまいりまし  

た。当時は大変安いということで受け入れられまして、一時期急速に輸入青果物が伸び  

た時期がございます。先ほど申しましたように、過去５年間ぐらいかなりフラットにな  

ってきていると。よくよく分析してみますと、日本の消費者は非常に根強く国産の青果  

物を求めています。値段ではなくて、それが若干高くても国産の青果物が欲しいんだと  

非常に強く求めています。それでは何割輸入に比べて高くてもいいんですかということ  

になるわけですけど、それが1.5 倍でも、２倍でも日本の消費者はそれを求めているな  

と。  

 ドールはいろいろな国で運営をしているんですけれども、基本的にはその国でつくら  

れたものを主体とした事業、補完的な供給として輸入物を持ってきているという形態に  

なっています。日本も全く同じだなと。日本の消費者は非常に強く国産の物を求めてい  



らっしゃいます。ですから一青果の事業者として、消費者の求める物をより低価格で、  

いい品質で、安全な物を届けるというのが企業としてのあり方だと思っていますので、  

それに参入していくということでございます。  

○後藤座長 今、やりとりの中で、いわば加工流通というか、ユーザーの側からのお話  

がありまして、その中で生産サイド、あるいは日本の消費者はやっぱり国産の物を求め  

ているというようなことに言及があったわけですけど、白石さん、あるいは高部さん、  

それに関連して御発言があれば・・。  

○白石陳述人 今の流通の問題は、私たちも抱える問題です。例えば産直をやりたいと  

いってもノウハウも、効率のいい流通もありません。ですので、非常にそこで苦しんだ  

りしているわけです。そういう意味では金田先生を中心とする食品の流通関係も含めた、  

加工も含めたネットワークを、我々生産者も国内できちんと前向きにとらえていくべき  

だというふうに考えます。  

 そこで、堀内さんのところでも最近、ＪＡとの関係強化が大分進んできたと。先ほど  

堀内さんから、生産者が生産リスクと販売リスクのすべてをしょってきたというおっし  

ゃり方をされましたけれども、国内の農業のかなりは農業協同組合を中心に動いてきて  

いるわけですね。これは規制云々という議論があるんですが、既成事実として今そうい  

う状況にありますね。例えば北海道でポテトチップス、カルビーが、個人と対応するの  

ではなくてＪＡを中心とした生産組織とリンクしながら、お互いに力を出し合いながら  

安定供給、品質の向上、消費者に喜んでもらえることを共同で考えていって、生産者に  

対しても、いい品物をつくる人と差をきちんとつけていくと。今まで協同組合のやり方  

ですとどうしても順番をつけられなかった。ところが協同組合も合意をして、生産者の  

１位から100 位、何百位と、すべてランクがついているんですね。生産者は１位を目指  

してより良質でコストが安い物を・・。それはカルビーという一つの企業体、非常に合  

理化された企業体との提携によって我々が勉強させていただいている部分だと思うんで  

すね。ですから、我々はやはり胸襟を開き、お互いに議論をし合いながら明日の消費者  

に向けての食料供給を考えなければいけないというふうに考えております。  



○後藤座長 高部さん、いかがですか。  

○高部陳述人 先ほど堀内さんの方から、消費者は1.5 倍や２倍でも買うよというお話  

があったので、私も消費者の一人として、国産の物、やはりフレッシュな物、お野菜と  

いうのは、ビタミンＣでもなんでも時間がたつと落ちてしまいますよね。フレッシュな  

物を望んでいるというところをお話できればと思って手を挙げました。  

 韓国でウォンが低落しまして、５分の１ぐらいになったんだそうですね。それで随分  

食料の面で大変だというのをニュースで見まして、日本ですとか、台湾ですとか、韓国、  

自給率をどんどん落としながら工業化を進めたところというのは、明日の我が身という  

感じがするんです。今、基本法ですよね。基本法の中で、現状高い、安いというのはも  

ちろん必要だと思うんですけれど、せめて５年、10年のところを見据えて、消費者が安  

定的に、今高いというのではなくて、少し先も見た上で高いか安いか。  

 国産にこだわる部分はあります。それは商品価値としてフレッシュな物は価値がある  

ということです。遠くの物よりも近くでとれた物をいただかしていただくのがうれしい  

なというふうに・・。流通で長くかかれば悪くなる部分が出るのは当然のことですので、  

そういうふうに思っているというところをお伝えできればいいなと思います。  

○後藤座長 お話がコストの話に及んできましたので、食料ということから、農業とい  

うところまで含めての議論に広げていきたいと思いますが、どなたか。  

○原田和明委員 私は経済界の末席を汚している立場でございまして、経済界の意見、  

もちろん私自身の意見を申し上げるわけですけれども、それと絡めながら、今日いらっ  

しゃっている委員の方に、特に意見が大変違います白石さんの御意見などを伺うのが参  

考になるかと思うんです。  

 まず最初に、日本の自給率というのが42％と非常に下がってきているという点なんで  

すけど、これは私は、随分政策当局も努力をしているんだけれども、結果として下がら  

ざるを得ない状態になってきている。その背景にあるものは、先ほどグローバルスタン  

ダードというお話が出ましたけど、世界がどんどん国境の壁が低くなってきて、そうい  

う中では日本は輸入農産物も積極的に受け入れなければならないという国際的な責務も  



生じてきている。そういういろいろな流れの中から42％に下がってきている。私も、確  

かに42というのは低過ぎるんじゃないかと思うし、農業というのはかなり特殊な面を考  

えなければいけないということは十分理解しているつもりなんですけれども、結局その  

状態から抜け出すというのは、新しい時代が自由経済というものを主体としてやってい  

く場合に、政府の力でもって、補助金でもって42％を押し上げていくとか、そういった  

ことはやるべきではないし、できないだろうと思うんですね。そんなふうに考えてまい  

りますと、これからの自給率を引き上げる方向に持っていくためには、日本の農業その  

ものを生産性を高めて、活性化して、先ほど土屋さんからのお話だったでしょうか、大  

規模農業にして専業農家なりなんなりを育成するというふうな重点的な政策路線をとっ  

ていくしか道がないんじゃないかなというふうな感じを私は持っているんですね。  

 そういうふうな点で考えますと、先ほど白石さんが４点についておっしゃったことは、  

それなりに私はわかるんだけれども、一方においては、国全体の観点から考えれば、今  

の財政が大変な状態になっている。減税一色というのは私はむしろ問題だと思っている  

んですけど、こんなことをやっていくと本当に日本が財政の面から破綻してしまうよう  

な状態にある。ところが、先ほど白石さんが言われた４点についての反対論というのは、  

コストが非常にかかると思うんですね。率直に私の意見を言えば、コストの問題を考え  

ないで御意見を述べられているような、大変恐縮ですけど、私はそういう印象を強く受  

けるんですね。  

 やはり農業の問題というのを、こればかり考えていたらいけませんけれども、コスト  

というものも含めた立場で見ていくということが必要だし、一番最初に小暮さんが、ホ  

ウレンソウが日本の国内では13円だと。それが輸入品は５円だというお話がありました  

けど、もちろんその後、生産者が目に見えるかどうかということで輸入比率は下がって  

きているというお話もあったんですけど、そういう総合的な観点から海外の物を選ぶか、  

あるいは日本の物を選ぶかというふうなことがあって然るべきだと思いますし、それか  

らまた、大きな流れの中で、アジアの国々が今大変困って、日本がもっともっと輸入し  

なければいけないという声もほうふつとして高まっていますね。そういう時には日本が  



海外から輸入するということ自体が日本の安全保障、あるいは日本の将来にとってプラ  

スになるんだと、こういう発想も必要ではないかと思うんですが、大変私の意見と対立  

している御意見ということで、白石さんにちょっと御意見を伺いたい思います。  

○白石陳述人 コストの問題については、私たちの農業もそれを受けとめなければなら  

ないというふうに考えます。ただコストを受けとめて生産をする時に、例えば、ちょっ  

と荒っぽい言い方なんですけれども、同じ材質のものにダイヤモンドと炭がありますよ  

ね。同じ炭素からできているものをどの程度の価値を持った物として作っていくか、そ  

れは単に生産したというだけではない部分でどうしてもかかってしまう。どうしてかか  

ってしまうかといいますと、あらゆるコストが国内の基盤に反映しているわけですね。  

海外の生産物というのは、すべての生活レベルにおいても差があると。そこの中で残っ  

ていかざるを得ない圧倒的な違いがございますね。その時に、すべてのコストを置きか  

えてしまったら国内の農業は非常に厳しい見方しかできないんじゃないか。そこで私た  

ちが唯一生き残るのは、よりダイヤモンドに近づけて、先ほどお話がありましたように1.  

5 倍なり２倍していても十分消費者の方々に反映できるもの、あるいは原田先生のよう  

な方が余暇に田舎へ、ふるさとで読書でもしたいなという環境を整えておくことも無形  

のものとして大事にしていくような農業の展開を考えながら、国民の方々との合意を、  

いきなりコストがどうのという見方ではなくて、議論の中でじっくり我々も勉強しない  

限り、単にコストということを絶対値で置きかえてしまった時には、原田先生もその結  

果については大方予想がつくと思います。  

 平場の農業地域というのは都市的な利用がされてきました。江戸も非常にいい農業地  

域だったからこそ逆に都市の展開があったのかもしれません。流通の改善があって、世  

の中が便利になって、この30年、40年で東京で生産をしなくても全国あるいは世界から  

物が来るようになった。つまり平場の農業生産に一番いいところが町になってきている。  

40％以上が中山間地に農地が残っている状況の中で、本気になってどうしようかなと考  

えた時には、消費者の方々とのネットワークを大事にしながら、コストに見合うプラス  

アルファのサービスを考えていかなくちゃいけないというふうに考えております。  



○後藤座長 ありがとうございました。  

○原田和明委員 もう一つ伺いたいのは、株式会社の問題ですね。今、炭をダイヤモン  

ドになさるということを言われたんですが、私はやはり背景にある、生産性なんて言う  

と「経済界のやつは」と言われかねないんですけど、ということを考えると、ある程度  

の規制は残す必要があるけれども、株式会社方式を農業の中に入れていくと。御賛成の  

意見も土屋さんかなんかからあったかと思いますけれども、そういったことが必要であ  

って、株式会社の悪い面はある程度規制するにしても、やはりこれは必要な方向ではな  

いかと思っているんですが、いかがなんでしょうか。  

○白石陳述人 ただ、今の規制緩和、自由経済社会を作っていく中で、新たに株式会社  

に規制を加えることができるのかなという懸念があります。今既に、あえて農地を取得  

しなくても株式会社の経営はできるわけですね。私の女房の父親、具体的な話なんです  

けど、埼玉県の新座市で造園業をやっていまして、植木の生産をやりながら造園会社を  

やっていまして、12人ほど従業員を使っていまして、４月１日、明日から株式会社にな  

るんですけれども、酒を飲みながら農地の取得の議論をさせていただきまして、経済人  

の一人としておれは農地を株式会社が取得するのはいかがなものかなと。例えば株式会  

社が取得すれば、相続税をうまく回避して息子に譲れるんですね。非常にメリットがあ  

るんですが、私たちが都市近郊で、私も都市農業ですので、農地を残せた。まさにこれ  

だけ農業的利用と都市的利用のギャップが大きい中で農地を残してきたというのは、農  

業者の思いというんでしょうか、数字的に言ったり、合理的に言ったらいかがなものか  

という部分もあるんですが、ある意味ではその思い、情念みたいなものが子から孫、孫  

からひ孫へ伝えられてきた。この日本の農業のあり方はアメリカ的ではないのかもしれ  

ません。アメリカはわずか200 年の歴史の中で農業があった。  

 その中でやっていく中で、父が言ったんですね。もし私が株式会社として農地を取得  

して経営が行き詰まっちゃったと。従業員に給料を払わなくちゃいけなくなった時には、  

御先祖様には申しわけないけれども、農地を売って給料を払うようなことになるんじゃ  

ないかな。株式会社というのはそういうものだよと。私は素人ですので、原田さんがそ  



う思っていらっしゃるかわかりませんけれども、株式会社はそういうものだよと。株式  

会社が例えば勘定科目の中に、抽象的でいやだなと思われるかもしれないですけど、環  

境を守っていく勘定科目があるのかとか、高齢者福祉の部分の勘定科目があるのかとか、  

社会教育の勘定科目を持って会社をやっていただいて、例えば私の農地を自分のせがれ  

が継がなかったら、50年やっていただけるなら、私は無料で株式会社にお分けしてもい  

いと思うんですが、東京都の練馬区で50年続けていただけるか。二、三年後には地下鉄  

がくるんですけれども。その辺のところを私は都市農業者として懸念するところです。  

○後藤座長 坂本さん、どうぞ。  

○坂本委員 時間が貴重になってきましたので簡単に答えをいただきたいんですが、き  

ょうは消費者の皆さんが大変多い、川下の皆さんのお集まりの場ですから、小暮さんと  

堀内さんに簡単にお答えをいただきたいんですが、私も農業者なんですが、詳しくは調  

べてないんですが、いろいろな情報を集めてみますと、食材廃棄ですね、輸入した食材  

を市場で廃棄する、加工場で廃棄しなければならない、そして商品にして時間がきたら  

廃棄しなければならない、それが合理化だと、こういうことで、調べれば調べるほど足  

が震うような大変な量が廃棄されている。これを、我々は素晴らしい環境を与えられて  

いるといえばそうですけれども、非常に重要な問題だと思いますので、特に外食産業を  

やっていらっしゃる小暮さんとか、堀内さんに、食材廃棄、それをどういうふうにコス  

トとして吸収なさっているのか、これを簡単にお願いしたいと。これが１点。  

 杉本さんに、私は非常に共鳴しているんですが、今農業界で水田再編なり転作という  

のが非常に重要でありまして、私もぼちぼち転作田を飼料化、瑞穂の国である我が国に  

おいては、お米というのを家畜のえさにするというのは神への冒涜かもしれませんけれ  

ども、この辺に非常に興味を持ちまして、それをやろうとしていらっしゃるということ  

ですが、時間がありませんので簡単に、もう少しお聞かせ願いたい。  

 もう一つは、土屋さんですが、非常にわかりやすく御説明があったと思うんですね。  

ただ、私がちょっと聞いておかなければならないのは、中山間の農地とか、効率の悪い  

農地は山に返せという御発言にとっていいのか、これはデカップリングというような方  



向で守ろうと思っていらっしゃるのか、余りにも前がきちっと整理されていたもんです  

から、その辺がちょっと聞きたくなったということであります。よろしくお願いします。  

○後藤座長 お三方にまたがってお尋ねですけど、順次お願いします。  

○小暮陳述人 生ごみ等が出てしまう宿命を持っているというのは承知しております。  

ただ、創業者の時代から「物には命がある」ということを教えられまして、いかにそれ  

を少なくするかという部分では最大限の努力をしているつもりですし、業界の方からも  

生ごみを出さない、無駄を出さない、ファストフードのように何分たったら捨てなさい  

というのを社是としているところと違いまして、レストランとしてはできるだけ出さな  

いということに全力を挙げていますし、やむを得ず出てしまったものは大洋村の方に運  

んで養豚の方に持っていってもらっていますし、今、生ごみの堆肥化に向けて努力して  

います。できるだけ出さないということで努力しているということでお答えさせていた  

だきます。  

○堀内陳述人 今の日本の流通を見ますと、すべてが切れています。一番簡単に無駄を  

なくす、ごみをなくす方法は、エンドユーザーが求めているものを、より早く生産地ま  

でつなげて、生産地で求めている形態にして持ってくると。もう一つは、途中の流通の  

段階で、例えば青果物であれば温度管理が常に一定しているとか、基本的な構造問題が  

解決されれば多分３割ぐらい改善されると思います。例えば、うちがアメリカでやって  

いるカット野菜は、薬品も全く使わずに温度管理だけで約16日間もちます。日本では、  

カット野菜の工場が随分ありますけれども、大体３日間しかもたない。当然無駄が出る  

確率というのは上がってきますよね。そういったことは一つ一つ片づけていかなくちゃ  

いけないんだろうと思います。  

○後藤座長 それから、杉本さん。  

○杉本陳述人 先ほど、農産物の輸入というのも国際的側面から受け入れなければいけ  

ないんじゃないかという御発言がありましたけれども、これから世界的に人口増加で食  

料不足というのが叫ばれています。そういう意味では日本の農地の、またさらに倍以上  

の農産物を輸入しているということは、国際的に見ても非常に不都合な側面というか、  



害であるというふうに思っておりますので、生産者と、消費者と、それから行政という  

のがそれぞれ、生産者も行政から助成をもらい安全な物を作っていただいて、消費者は  

安全な卵を食べるというふうな、４者がきちんと循環できるような仕組みを作って農業  

を守っていきたいということで考えていることでございます。  

○土屋陳述人 中山間農地につきましては、少し逃げた部分がありまして、ここを聞か  

れてしまいますとかなりつらいなと思いますけど。二つ考え方があると思うんです。生  

産性を考えれば、中山間農地ですとトラクターとかコンバインとか、機械化がしづらい  

ところでありますので、生産性が低いんで、山に戻すという考え方もありますが、中山  

間農地に関しましては長い伝統と文化がありまして、かなりの苦労と、さまざまな困難  

を乗り越えて稲作を維持されている。そういう点を考えますと所得補償ということで守  

っていく必要があるのかなと思います。  

 これについては、私は関東平野のど真ん中の平らな農地に住んでいますので、ちょっ  

と答えにくいんですけど、それは御容赦いただきたいと思います。ただ、生産性と所得  

補償、農業文化をどちらにするかというのは、これは政治家が決めるべき問題ではない  

かなと思います。以上です。  

○後藤座長 問題が中山間地域対策などにも及んでまいりました。時間も大分経過して  

おりますので、株式会社参入問題とか農産物の価格政策なり環境保全型農業というよう  

なものも引き続き議論をしていただきながら、あわせて農村政策の問題に入ってまいり  

たいと思います。どなたか・・。  

○本間専門委員 専門委員を務めさせていただいています本間といいます。  

 私は農村政策の方で中山間地問題ということで、吉田さんの御意見に感銘を受けたと  

いいますか、非常にインプレッシブな御意見で、私も近い考え方を持っています。すな  

わち、これまで中山間地というのは平場と競争してきたと。それはなぜかというと、価  

格政策で守られてきたが故に、中山間地でも米をつくり、それで十分成り立ってきた。  

あるいはハンディがありながらも何とかやってこれたと。これからは、例えばＷＴＯ体  

制のもとで農業を展開していかなければいけないという状況にあって、発想の転換、中  



山間地は中山間地で何ができるかということを考えていく必要があると、そういうふう  

に思うわけですね。  

 それで非常におもしろかったのは、吉田さんと白石さんで株式会社の農地取得に関す  

る意見が、同じような意欲的な農業を目指しながら違った感じを持たれている。そのあ  

たりに非常に興味を持ったんですけれども、一つには、白石さんも中山間地として地域  

で知恵を出していかなければいけないというおっしゃられ方をしました。これも私、同  

感なんですね。知恵を出していく時に、一つの選択肢として、それこそ都市住民と非常  

に密着して農業を展開するためには、都市住民を例えば株主として迎えるとか、それか  

ら、中山間地でやっていく場合には、規模でいえば外国はもちろんのこと平場に対して  

も立ち向かえないと。そういう時には、一方で新しい作物と同時に、平場で規模拡大と  

いうことを目指そうと思ったら、例えば町一つ、村一つ、すべてを１経営体でやってい  

くということも展開の一つとしてはあるのではないか。そういう多様化を目指す方向、  

あるいは選択肢をふやすという意味での株式会社の導入論というのはあってもよろしい  

のではないかと思うんですが、そのあたりについてどういうふうにお考えか、お２人か  

ら伺いたいと思います。  

○白石陳述人 経営体をどうしていくかというのは非常に大事な問題だと思っています。  

特に中山間地域においても、例えば加工産業も含めて、生き残りをかけた地域の活性化  

のための議論が必要なんじゃないかなというふうに考えているわけですけれども、そこ  

に新たに株式会社が参入することについては、目指すべき目的が少し違うのではないか  

なというふうに私は考えています。生産者が株式会社を作ってやればいいじゃないかと  

いうようなお話があったわけですけれども、地域を守っていくということについては、  

経済原則の株式会社の価値観で本当に守り切れるのかなという懸念を現実に感じている  

わけです。むしろその中で意欲ある人たちは、生産組合法人であったり、農業公社であ  

ったり、都市の人を交えて議論ができる環境のところに、株式会社が都市の住民を呼ん  

でくるのと、地域の農業生産法人が呼んでくるのでは少し呼びとめ方が違ってくるので  

はないかなと。首をひねられておりましたけど、私はそういう意見を強く聞いています。  



ですから、例えばもう既に株式会社を経営していらっしゃる、坂本さんもそうでいらっ  

しゃいますし、たくさんいらっしゃるわけですし、農地を取得することによって経営感  

覚が得られるんだという考え方自体も、イコールではないと。あえて持たずとも、その  

地域の活性化はあり得るし、共有の国土であるという視点のもとに中山間地を考えた時  

に、果たして株式会社が地域と共存するような形をとれるのかなという懸念を持ってい  

ます。  

○後藤座長 吉田さん、いかがですか。  

○吉田陳述人 まず株式会社の農地取得については、私も危惧はあるわけなんですよ。  

土地投機という形での取得になってくればかなり問題が出ると思うんです。現在の、例  

えば東京近郊ですと１反1,000 万とか、もっと高い値段になっていますけど、こういう  

値段の資本を投下した上で農業だけで回収するということは不可能なわけですね。そう  

いう形のものは別の性格を持ってくると思いますけれども、そうなってくると、株式会  

社の農地取得というのはどういう方向に行くかというのは私はちょっと見えないという  

ことで危惧は持っています。  

 一方、村の中に住んでいると、特に中山間地の村はこの10年、20年でかなり難しい状  

況、待ったなしのところまできているということで、今のまま進めていっていいのかど  

うかということで非常に問題を感じているんですけど、そういう中で、今現在は個人的  

に移住者が住んでいるけど、そういう形だけだとどうしても、生産性といいますか、そ  

ういう面で突破できないところがあるわけなんですね。そういう意味でコミュニティー  

的な企業という形、企業と呼ばなくてもいいと思うんですけれども、あるいは農事組合  

法人でもいいと思うんですけれども、もっと参入しやすい方向というものは考えていい  

んじゃないかと。例えば都市で生活している人でも、将来退職した時には地方に住みた  

いという人、そういう人も行ける中間的な媒介にもなりますし、あるいは都会の方でや  

っているけれども地域に立脚した企業というものを考えたいという人にとっては、企業  

のままそういうことができるということは新しい可能性を開くんじゃないかなと思いま  

すし、そういう企業形態が地方に入ってくることによって新しい刺激を受けるというも  



のはすごくあるんじゃないかと思います。これはかなり難しい問題も同時にありますけ  

れども、考えてみていいテーマじゃないかと思っています。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 大分地域によって考え方が違ってくるという面があるようでございますね。  

○本間専門委員 中山間地に関して、高部さんに御意見をいただきたいんですけれども、  

中山間地問題で、そこにある農業の形態が公共財的な価値を持っているとおっしゃられ  

ました。そこは異論のないところだと思うんです。ただ、それをどういう形で評価して  

いくか、中山間地すべてが公共財的な価値を持った場所だという形で限定できるのか、  

区分といいますか、ゾーニングといいますか、ボーダーラインといいますか、非常に引  

きにくいところがあると思うんですね。公共財的な価値というものを認めつつ、産業と  

公共財的な部分に分けて政策を打つべきだというのはまさにそのとおりだと思うんです  

けれども、どういう政策が具体的に必要だとお考えか、例えば今言われた、直接所得補  

償じゃなくて保全に対して何かの手当を出すというのであれば、どういう形のものが考  

えられるのか、何か具体的なお考えがありましたらお聞かせください。  

○高部陳述人 私も聞かれるとつらいなというところなんですけれど、例えば田んぼな  

どを歩いておりまして、あぜ草刈りがしてあるところと、してないところとありますね。  

あと、水管理で上の方から下へ順番にくるところは、特に中山間地はそうだと思うんで  

すけど、上でストップしてしまったら下は来ませんよね。御自身が田んぼをおつくりに  

なっても、ならなくても、そこだけはしてもらうとなれば、何らかの形でお願いしなく  

てはいけないだろうという気がいたします。  

 先生がおっしゃるように、すべての中山間地の田んぼや畑を残さなければいけないか  

どうかというところは、私が判断するのではなくて、住んでいらっしゃる方が、こちら  

からも意見が出たと思うんですけれど、これからやっていきたいのかどうか。一旦手を  

入れてしまっていますよね。いわゆる国有林みたいに・・国有林は今、荒れ果てている  

そうですけれど、自然の状態で循環するようになっているとすれば、それはそれでいい  

わけですけど、一旦手を入れてしまった以上、そのまま放っておくということは土砂崩  



れを誘発するとかなんとかいうことになってくるのではないかと思います。そうすると  

後始末も出ますね。だから地域の方が、ここであと何世代も住んでいらっしゃるという  

ことで、その旨広報活動なりなんなりして、若い方を呼んでいこうとかいうことをされ  

るおつもりがあればされるといいでしょうし、そうでなければ、それなりに造林しても  

とに戻してあげるみたいなことをしなくてはいけないのではないかな。これはよく見て  

いない中で、頭の中で考えるだけですので、現場の方におっしゃっていただくといいと  

思います。  

 ただ、日本は７割が山ですね。世界でも２番目と聞きました。スェーデンかなんかの  

次だと。これだけ山の多いところで急峻な地形であるということを頭に入れた上で国土  

保全ということをしなくてはならないのではないかなというふうに思います。産業と公  

共財のところをいかに分けるかというのは、私も聞かれるのではないかなと思ったので  

考えてはみたんですけど、浮かびません。で、条件不利地域というところで、いわゆる  

中山間地、おっしゃられたように機械化できないところ、労力が３倍だとか４倍だとか  

いうところに関して、また有機農法に転換していこうとかいうところは、それは産業施  

策なのかなとか思っております。それから、国土保全ということで洪水防止ですとか、  

保水機能、あるいは山崩れ、土砂崩れ、水質浄化って大きいですね。そういうところ、  

多分二重に重なるところもあると思うんですね。そういう計算は専門家の方がやってく  

ださるとうれしいです。農水の方でも公益機能を随分計算していらっしゃるわけで、何  

かデータがあるはずだと私はにらんでおります。  

○後藤座長 いかがでございますか。  

○保坂陳述人 私、中山間地に住んでおりながら、冒頭でとりまとめが下手で全部しゃ  

べることができませんでしたので、皆さんの質問が矛先が変わったみたいで、本当は受  

けなければならない問題を無理させちゃってという感じがしたんですけれども、冒頭も  

言いましたけれども、中山間地に関しては若い労働者がもういないということで、補助  

金を出したらどうかという問題については反対です。なぜかといいますと、高齢者で農  

業を営んでいる方たちは所得は関係ないんです。関係ないと言っちゃあれですけれども、  



あればあったに越したことはないですけれども、それをやったからといって生産意欲が  

高まるものでもないし、わずか残っている農業者が所得補償をされながら細々と暮らし  

ていくかというと、それも魅力のない産業として後継者は育たないと思います。  

 その前にもう一つ、株式会社の関係ですけれども、原田さんが言われました株式会社  

が農地を持ったらという話も反対です。それはなぜかといいますと、僕は５人で法人を  

始めたんですけれども、一番のネックになったのは、1.2 haの施設用地を調達したんで  

すけれども、そのうちの50％を買収で行ったわけです。そうして法人で運営してみます  

と、買収した土地の資金の返済が一番の経営のネックになってきた。土地を買ったお金  

というのは、全部経費を引いて、自分たちの人件費を払った残りの、会社が利益として  

上げた金で返さなければならんわけです。それは非常に厳しいわけです。株式会社がや  

りたいというのは恐らく、余った金があるから、その金を現金でなくて土地に変えたい  

というモラルぐらいで考えていると思うんですね。実際に、農業者でなくても、会社で  

も、私たちの土地は坪１万円か２万円です。その土地を買っても採算は合いません。ど  

うやったら今の販売価格で採算が合うか。もしかしたら、株式会社は力がありますので、  

高い経費がかかっても販売方法によっては有利に販売できて、今の農家が売っている２  

倍も３倍もする値段で販売できる手法を持っているんじゃないか。それでなかったら採  

算は合わないと思うんですね。  

 もしくは土地の面積で決めますと、大体１haの土地で経営を行ったとします。そうす  

ると初年度から売上は決まっています。10年たっても同じなんです。100 年たってもと  

いう言い方はないですけど、退職するまで、市場の相場が変わらん限りは売上は同じな  

んです。その中でどうして給与がベースアップする株式会社の雇用形態の中で経営が安  

定的に行えるかどうか、それも不思議だと思います。例えば初任給、20歳代の人が株式  

会社で農場をやってみなさいとしても、その農場が増えていくか、利益率が上がってい  

かないとその人の終身雇用にはならないわけですね。恐らくこれは、農家を臨時雇用み  

たいな形にして、歩合制かなんかにして小作に使うんじゃないかと思っている。それ以  

外に方法はないと思うんですね。株式会社の力によって農家を全部押さえちゃって、土  



地も買い占めちゃって小作として使えば、年をとって少し給料が上がってきたら、ぽい  

して若いのを使ってということで、常に低労働力で採算を合わせようとするんじゃない  

か。その辺はわかりませんので、お聞かせいただけたら聞きたいですけれども。  

 もう一つは、中山間地の今の感覚ですけれども、実は、65歳以上と先ほど言いました  

けれども、80歳代の人もいっぱいいるわけです。大体、農家の人は80を過ぎるとぼつぼ  

つ農業から手を引くようです。その事例の中で、僕もここへ来る２日前、土曜日に、ち  

ょっと規模を拡大しようということで隣の農地を線を引いて、４反分ばかり借りたいな  

という話をしたんです。その日のうちに５軒の農家に聞いて歩いたんです。そしたら即  

答で貸していただきました。そういうふうに、もう農地は貸したい人たちばかりで、希  

望者があれば幾らでも借りられるわけです。  

 先ほど土屋さんですか、言われました、小さい土地で耕作しにくいということは確か  

にそうなんです。借りたい人も、本当は生産性を上げるためには区画のいいところを借  

りたいわけです。数年前のバブルのはじける前は、どんな弱小な土地、変形した土地で  

も、これは資産であると。売れば幾らになるんだというモラルが定着していまして、な  

かなか貸す人はいなかった。ところが幸か不幸かバブルがはじけまして、低成長期で不  

景気で土地の値段は二束三文という状態になった時に、やっとお年寄りが、もう持って  

いても、息子にこれがおれの財産だと見せても、息子もそんな安い土地は要らないと。  

前は価値があったから息子たちも、お父さん、売らずに作っててくれと。自分たちが年  

をとった頃までには売れば幾らかになるんで、おじいさん、売らずにおれたちの代まで  

作っていてくれということがあったんですけれども、こうなってきますと、もう作る人  

がいなくなってきています。実際に価値もなくなってきた。どんどん荒廃地が出てきま  

す。これは行政の方で圃場整備をするチャンスじゃないか。今まではなかなか圃場整備  

できなかったですけれども、ここから始まって、あと10年先ぐらいにどんどん土地を貸  

したい、売りたいという人が出てきます。そういう時に圃場整備をして、新規就農者を  

徐々に蓄えていって、少なくとも10年か15年ぐらいの間には、恐らく10分の１ぐらいの  

農業者になるかもしれませんけれども、その農業者で、今持っている農地とすべての農  



地を耕していただきたいなと思っています。  

○後藤座長 渡辺会長代理。  

○渡辺会長代理 豊田さんと杉崎さんに、先ほどの御発言に関してお考えがございまし  

たら教えていただきたいんですが、一つは、消費者といいますか、国民全体にもっと農  

業に関心を持ってほしいというようなお話があったと思います。それから、それも含め  

まして国内生産物をもっともっと消費すべきであると。こういう時期に、お金があるか  

らといって外からどんどん入れて食べていくのは罪悪に近いというお話もございました。  

 考えてみますと、私の若い時に、37年前ですけど、基本法ができた時には、農業内部  

だけで議論が行われたんですね。まだお米の供出の最中で、足りなくて一生懸命強制供  

出をやった時期ですから、農業内部だけの議論、しかも国民は全部農業に目を向けてい  

たわけですね。食べ物がなくて。それから、国内だけの議論で済んでいたわけです。国  

際問題もございませんでした。それから、消費者対生産者というような意識もほとんど  

ないままに今の基本法ができたわけですね。その後時代が変わって、国際化の問題も出  

てきて、消費者、あるいは環境問題も出てきて、今までの農業基本法では何ともならな  

いというので、この調査会は基本法を改正するといいますか、それが一つ視野の中に入  

っているんですが、そういう中で、国際化の事情もわかるし、消費者の立場、環境問題  

も事情はわかるけれども、不安がどうしても残る。食料がいざという時に大丈夫なのか  

しらということと、国民がこれほど農業というものから離れちゃって、そのままずっと  

行ったらどうなっちゃうんだろうかという不安みたいなものが残るんだろうと思うんで  

すね。  

 そこで一つは、我々の子供の時には、教育の問題になるんでしょうけれども、唱歌の  

時間に農業を教わったんですね。「むらまつり」の歌を教わり、あるいは「茶摘み」の  

歌を教わる。農業を、唱歌を通じて親しんだわけです。あるいは国語の時間に「桃太郎」  

で動物ときびだんごの話、「さるかに合戦」で食べ物の世界と親しんだわけです。今は  

社会科で農業を教えるもんですから、試験もあるらしくて、右から入って左に抜けちゃ  

うようなこともあるんでしょう。くどい話になってもしょうがないんですが、そういう  



中で国民にもっと農業に関心を持ってもらうためにどういうことをしたらいいだろうか  

ということで、もしお考えがあったら教えていただきたいというのが一つでございます。  

 それからもう一つは、国内の農産物をもっともっと日本人が食べればいいわけですけ  

れども、どうもそうではなくなってきているわけです。今の自給率というのは、計算上  

は国産の牛肉とか、豚肉とか、卵とか、鶏の肉の消費が増えれば増えるほど自給率は下  

がるということなんですね。例えば１㎏mの豚肉は2,200 カロリーぐらいします。それを  

作るために２万カロリーぐらいの穀物を食わせるわけですから、自給率ということから  

いきますと、国産の牛肉を食べれば食べるほど自給率が減る。かといって国産の牛肉を  

食べるのをやめろなんていう指導はとてもできるものではございませんから、何かその  

間を縫うものというのが、例えば豊田さんが、さっき御飯をもっと大事にしろとおっし  

ゃいました。日本人はもっとおいしい御飯を食べようというような、変な話ですけど国  

民運動みたいなものを起こせば、行政的にも国際的にもぶつからなくて一歩前進するん  

じゃないかと思うんですね。  

 そういう、国民に農業にもっと関心を持ってもらう教育をどうしたらいいんだろうか  

ということと、消費運動の中に国民運動的なものを、組織というと変ですけど、何かお  

知恵があったら教えていただきたいと思います。  

○豊田陳述人 いろいろお話がありましたが、皆さんの御意見の中で農家の方が、株式  

会社が持っちゃいかんとかいうのは、今の状態では農地が荒れてだめなわけですから、  

日本固有の国土を今の農家の人だけで持とうということは、言葉がきついですが、自身  

が私はおこがましいと思う。それから、山間地に補助をしても60歳、70歳がだめであり  

ますがと言いますが、今のままだったら50歳の人もだめになっちゃいます。だからやっ  

ぱり山間地は補助をすべきであると私は思います。  

 それから、今農地は減って、農地を保全せにゃいかんということ、それから食料を将  

来確保せにゃいかんということですと、農林省はやたら生産性、反当たりの収入のこと  

ばっかり言いますが、これは私は改めるべきじゃないかというように思います。面積当  

たり収入じゃなくて人当たり収入に改めるということではないかと思います。雇用にた  



とえますと、１人当たりの給料が高いか、雇用を広くすべきかということで、雇用とい  

うのは広く農地を使うことで、人手をかけないように直まきをするとかいうことで農地  

を守ると。農地は、いざという時の予備農地で、普段は生産性は低くても使うというこ  

とが肝心ではないかというように思います。  

 それから、米のいいことはいっぱいありますから、米と、お茶と、桜は日本人の心そ  

のものだということを言うべきじゃないかと。それは皆さんのような方が言っていただ  

けば・・。米は絶対いいことで、米を食べなくなってきたと同時に日本人の心が廃った  

ということは歴然とした事実であると私は思います。以上です。もっとどんどん皆さん  

に言っていただければいいと思います。  

○後藤座長 杉崎さん、いかがでございますか。  

○杉崎陳述人 今おっしゃったとおりなんですけれども、私自身は学校給食のイメージ  

というのがすごく強いんですね。脱脂粉乳が、今でもあのにおいをかぐといただけない  

というぐらい、学校給食の味覚というのはいつまでも残るわけです。それで、先ほども  

地元の農産物を使ってレストランという発想がおありでしたけれども、私が最近思いま  

すのは、学校給食を、アメリカさんが我々にパンとミルクを与えたと同じように、お米  

とおみそ汁の考え方があっていいんじゃないか。そして、これからは地域の我々の身の  

回り、足元を見詰める時代になっているわけですから、地域をよく知ってもらうために  

も、お子さん方に地域で生産された物を食べていただく。また、どういうふうにそれが  

作られてきているかということにも参画するという、身近に体験するということが非常  

に大事だと思うんですね。  

 今のお子さん方が非常に存在感がない。テレビでもなんでも受け身ですよね。偏差値  

にしても。すべて周りから与えられたものを気にしながら育っている。しかし生産の場  

で自分が関わってみると自分の存在感というのが出てくるんですね。自然の中で遊べば、  

お魚をとれたという喜びもありますし、収穫というものに対する感覚というのも変わっ  

てきますし、参加するということも非常に大事です。お子さんに言っても生産とか消費  

には伝わらないんで、私は最近、生態系のシステムを維持するという意味で田んぼをさ  



せていただいているんですけれども、そこから教わることがたくさんあって、参加した  

人はそれに対する関心というのが高まってまいりますので、グリーンツーリズムという  

のも最近言われていますけれども、都市の住民が農村に行くことによって生産のあり方  

とか、我々が食するものがどういうふうに伝わってきているのかとか、中山間地の問題  

が出ていますけれども、最近国土の荒廃ぶりというのも非常に私は旅をすると感じるこ  

とが多くて、自らそういうものを見るということ、見るだけでなくて参加するというこ  

とが大切だと思うんですね。  

 確かに唱歌も大切ですし、私なんか「めだかの学校」の歌なんかも、小川を見ては、  

あら、川は物を捨てる場所になってしまったと。みんなが集まってお遊戯しているよな  

んていう感覚、感性が今の子供たちは養われない。感性というのは非常に大事なことで、  

効率とかなんとかが優先され過ぎているんですね。先ほども原田先生がコストというこ  

とをおっしゃいましたけれども、農業はコストだけではいけないんで、感性、古代より  

営まれてきた、お祭りもそうですし、文化も含めて我々をいやしてくれている。食料だ  

けではなくて心もいやされているということで、なるべく皆さんが、都市と農村が近く  

なるような、そういうあり方がこれから望まれると思うんです。  

○後藤座長 大分時間も迫ってまいりまして、せっかくの機会ですから御来場の方から  

も一、二御意見を伺いたいと思うんですが、その前に、調査会側でございましたら・・。  

○菊地専門委員 私は山形から来ましたけど、いろいろ先ほどから出ておりますが、農  

業はみんなで助け合わないとなかなかできないものなんです。したがいまして先ほど株  

式会社云々というようなお話も出ておりましたが、私は株式会社の参入については前か  

ら反対しているんですけれども、先ほど堀内さんから、別に農地取得しなくても農業を  

やれるといったお話、所有でなくて使用権の拡大をというような話がありましたので、  

これは大変いいことだなというふうに思っております。必ずしも農地を取得しなければ  

ならんというようなことはないのではないか。むしろ非常に弊害が出ているような感じ  

がいたします。 私のところではこの間、若い人たちの集まりがありまして、140 名ほ  

どのクラブがありますが、新しく農業に参入した人が11名、その歓迎会も含めましてや  



りました。私は、やりようでまだまだ農業はやっていかれるのかなと、そういうふうな  

感じがいたしております。  

 ただ、農村は農業をやる人の集まり、それが非常に過疎が進んで、やりにくくなって  

いると。高齢化が進んで、女性部を中心にしながら高齢者の介護保険の制度なども入れ  

ながら、ヘルパーの資格をとっていただいてそれに備える運動なども今やっております。  

その時代に合った取り組みをしながら、やっぱり農村は残していかなければならんだろ  

う。この間、長野のオリンピックで閉会式の時に、みんなで「ふるさと」を歌っておっ  

たようですが、日本人の心の中にはそういったものを大事にして残していかなければな  

らん。それには農村がなくならないような政策をとっていただかなきゃならん。いろい  

ろやり方、方法はあるんだろうと思いますが、ある程度それらを保護するようなものも  

含めて、みんなで考えていかなきゃならん。これは農家の問題だけではなくて、国民全  

体の、みんなで農業を守りながら、食料が心配なくやれるような、そんな制度を作って  

いくのが今回の農業基本法だろうと、こういうふうに思いますので、大いに意見を出し  

合いながら立派な基本法を作っていただくように、ひとつよろしくお願いしたいと思い  

ます。  

○飯島委員 自給率の問題につきましていろいろ発言したことがあるんですけれども、  

自給率は簡単には改善しないと。それは、お米の生産がそのまま自給率になっているん  

ですね。お米の生産が伸びない限りは自給率は伸びないと。ところがそれがなかなか消  

費がうまくいかないというふうなことでございまして、そういう中で食料の供給力を確  

保するというのは、いかにしたら農地を保全できるか、確保できるか、こういうふうな  

形になってくるのではないか。ところが問題は大豆とか、とうもろこしとか、小麦とか、  

そういうものにはなかなか行かないわけなんですが、どうやったらコストが低くなって  

も、効率が悪くなっても農地を保全し、確保する道が開けるか、そういうふうな取り組  

みに、若干補助をしてでもやるような道がないものかと、そんなふうに感じるわけです。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 どうぞ。  



○生源寺専門委員 ２点だけ申し上げたいと思います。  

 きょうもいろいろお話がございましたけれども、食料の自給の問題にせよ、中山間に  

せよ、それが大事であるということについては恐らくどなたも、温度差があっても、反  

対はなさらないのではないかというふうに思っております。問題は、そういう理念は結  

構だとして、それがだらしのない政策に結びついてしまったのでは、短期的には生き延  

びることができても、結局農業・農村のためにならないのではないかという、そこの部  

分についてしっかり考えておく必要があるように思います。  

 それからもう一つ、株式会社の議論が今日も大分なされたわけでございますけれども、  

私自身は株式会社の問題というのは一種の応用問題であって、実は応用問題を解くため  

には基本問題を幾つか解いておかなければならないだろうと思っております。いろいろ  

基本問題があるわけでありますけれども、例えば農地の、あるいは土地の投機の問題と  

いうことで言えば、そもそも農地、土地全体と言っていいのかもしれませんけれども、  

特に農地に関しては随分国のお金、あるいは地方自治体のお金も入っているわけであり  

ますけれども、それについて100 ％私的な財産というような捉え方がいいのかどうか、  

そういうところをまず基本問題として考えるということがあって、その上で応用問題を  

解いていくということではないかというふうに思います。以上です。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 それでは、座長の不手際で時間が残り少なくなってまいったんですが、せっかくの機  

会でございますので、御来場の方々からお１人、２人、簡潔に御意見を賜れればと思い  

ます。  

 どうぞ。  

○堂本泰章氏 私は埼玉県生態系保護協会というところに勤務している者なんですけれ  

ど、先ほど本間先生の方から中山間地のすべてが公共財の価値を持っているのかどうか  

という質問があったと思うんですけれど、私どもとしては、今、環境庁も生物の多様性  

の国家戦略というのを発表していますけれど、国として自然生態系を守っていくという  

方向を出しているわけですから、そうした視点で中山間地のあり方というのを見詰める  



必要があるのではないか。生物の多様性の保全ということで評価していくということも  

一つあるのではないかなと思っています。以上です。  

○後藤座長 どうぞ。  

○黒沢一男氏 陳述人になろうとして申し込みをしていましたが、外れました。それで  

ちょっと申し上げてみたいんです。  

 今ずっと聞いていますと、私も、これは農業の、百姓の問題を話しているんじゃない  

のかなというような感じを受けたんです。菊地さん、保坂さん、白石さん、この方は農  

業に関係のある方ですから、実情というものが私にもわかります。けれども、実情はど  

ういうものかというと、もう歴史的に見ても農業は農業者が自分で考えたことが実現し  

ているというような状況ではないわけです。実際の問題として。戦争だとかなんか、そ  

ういう時があって、農業はその始末じゃないですけれども、みんな問題を抱え込んで、  

今の工業の発展や何かにもつながってきたはずなんですね。今ここで問題になっている  

ことは、農業というのは人間のふるさとじゃないかと思うんですね。人間のふるさとで  

あれば、ふるさとのことはみんなで考えなくちゃいけないと思うんです。  

 考えてみると、農業をやっている人は一生懸命自分の田を、畑をよくしようと努力し  

て、精農、篤農家、そういう人たちが農業を支えてきているはずです。全員が全員じゃ  

ないですけれども、そういうことだと思うんです。とすればもう少し、中山間地はもち  

ろんそうですけれども、専業、認定農業者、そういったことじゃなくて、農業の基本と  

いうもの、ふるさとということを考えなくちゃいけないと思うんですね。定年退職され  

た人たちがいっぱいいると思います。そういう人たちはぜひ農業の足りない部分を応援  

をしてほしいと、そう思います。ふるさとは国民全部で、そして、自給は当たり前のこ  

とだと思うんです。自給があって何もかも起こる。出発点だというような気がしますの  

で、ぜひいろいろ論議して立派なものを作っていただきたい。そんなふうに感じました。  

まとまりませんですみません。  

○後藤座長 背中に目がないもんですから見えなかったんですが、後ろの方で女性の声  

が聞こえましたので、もうお１人。  



○内藤氏 農水省の食料品消費モニターを９年度、神奈川県でいたしております内藤と  

申します。  

 一つは自給率の問題を申しておられました。500 万haということでしたけれども、実  

際に今、日本の国民が必要とする農産物を作るには、その３倍の1,500 万ha必要なんだ  

そうです。そうしますと自給率と申しますけれども、あとの1,000 万haをどうするかと  

いう問題です。500 万haの中でも、非常に今荒廃しています。今おっしゃったように、  

私は定年退職した方がぜひそういう土地へ行って農業をしていただくのが一番いいんじ  

ゃないかと思います。  

 それとともに、今日よかったのは、白石さんにしろ、保坂さんにしろ、実際に農業を  

していらっしゃる方、私は、その方たちが何を考えて、どうしたいと考えていらっしゃ  

るのか、それをまず聞いて、それから調査会がするべきだと。文化人類学でも、今まで  

は調査する側の理論だけで、調査される側の理論がなかったそうです。ところが現代で  

は、調査される人も、する人も、両方が同じ立場に立って物事を考えていくと、そうい  

う立場に立っているそうです。ぜひ今後も農家の方たちが、自分たちが自立するために  

は何をするかです。私たちがどうしろではなくて、まず考えていただきたいのは、農家  

の方たちが何をどうしたいか、それを基礎にして農水の方でも、調査会の方たちもぜひ  

やっていただきたいと思います。以上です。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 今のお３方の御意見について、委員の方々から何かございますでしょうか。  

○後藤座長 時間がオーバーしているんですが、よろしゅうございますか。  

 では、もう１人。  

○高野氏 時間が迫っているところをすみません。食料・農業・農村基本問題調査会の  

「中間とりまとめ」の11ページから12ページのところで、意欲ある多彩な担い手の確保  

ということに関して一つ提案したいと思うんですが、先ほどの渡辺会長代理さんの答え  

にもなるかと思いますので、お願いしたいと思います。  

 提案としては、子供たちに食料の大切さと重要性を認識してもらうことが重要である  



ということで、大切な食料を生産することに意義を感じたり、魅力を感じたりして、子  

供たちが将来農業に就くことが期待できるような施策を進めるべきではないかというふ  

うに思うわけです。  

 しからばどのようにして食料の大切さを認識してもらうかという話になるわけですが、  

飢餓の経験とか、飢餓の画像研修とか、書物等、いろいろあるわけでございますが、書  

物というとちょっと弱いようですが、ワイルド・スワンという中国の作家の本の中で、  

飢餓の状態の中で自分の子供を食べてしまったと、そういうショックな文章がありまし  

たので、ショックを受けたと同時に、食の大切さを感じたわけです。それから農業体験  

などもあるかと思いますが、いろいろ国民が農業、食料に目を向ける方法はあるかと思  

います。これは議論を尽くされて政策に反映させるということが重要かと思います。い  

かにして政策に反映させるかということは、この会が総理大臣に意見として申し述べれ  

ば政策になるのかという気がします。  

 そういったことで、この緊急事態に、教育という現場に立ち入らざるを得ないと思い  

ますので、そういうことを提案して、担い手確保と国民合意を得ていただきたいと思い  

ます。以上です。  

○後藤座長 ありがとうございました。  

 申しわけございません。予定の時間を経過いたしておりますので、別途文書その他で  

御意見をお寄せいただいて、それを今日の会議で御発言があったものとしてとりまとめ、  

総会にも報告するということにさせていただきたいと思います。  

 進行が適切でございませんで、時間がオーバーいたしましたけれど、このあたりで本  

日の地方公聴会を終わりにさせていただきたいと思います。  

 本日は、意見陳述人の方々にはそれぞれの御体験に基づいて大変貴重な御意見をいた  

だきまして、大変意義深かったと思います。お忙しい中、会場までお越しいただきまし  

て誠にありがとうございました。今日いただきました御意見については、今後の調査会  

における検討に十分に生かし、議論を深めてまいりたいと思います。また、何人かの陳  

述人の方々から、食料や農業についての問題の重要性の割に関心が盛り上がらないとい  



う、これは調査会に対する御叱正の言葉だというふうに私は受け取りましたけれども、  

私ども、そういうお言葉も十分背中にしょいながら、これから議論の詰めに入ってまい  

りたいと思います。  

   

６ 閉会  

○後藤座長 それではこれで閉会にいたしたいと思います。どうも今日はありがとうご  

ざいました。  

   

   

   

[※ 閉会後、文書で提出された意見を以下に掲載しました。]  

   

○ 横山 タケ子氏（愛農 消費者の会）  

 ・自給率を上げるべき、努力すべき。  

  遺伝子組み換え食品等、不安な食品が入ってきても防ぎようがない。顔と顔が見え  

 る関係があってこそ、安全な食べ物が生産される。  

 ・株式会社が農地を取得することは反対。株式会社、企業は営利以外を考えるはずが  

 ない。農地が宅地になってしまいそう。  

 ・農業が活性化するには、相互（消費者）交流ができるシステム作りも大切だと思う。  

 企業の人の声は、安い、おいしいは言うが、安全という言葉が出てこない、消費者は  

 不安である。遺伝子組み換え食品が入ってくることによって食が危ないと考えている。  

 種子も危ない（一部企業に縛られる）。日本の農業を非常に心配している、７～８割  

 の人が食べたくないと思っているものが入ってくる不安がある。  

 ・大豆のトラスト運動を起こし、消費者と生産者が手を結ぶことが大切。   

   

○ 有村 順子氏（地球市民食料クラブ）  



１ 食料自給率の政策目標化について  

 日本の食料自給率の問題は、中間取りまとめに指摘されているように米以外の穀類の  

自給率の極端な低下によって規定されています。特に食生活の変化による畜産食肉の消  

費の増加によることはあきらかです。このような状況のなかで自給率を政策目標にする  

ことの意義は食料の生産基盤はできるだけ国内でつくりつづけるという確固たる政策の  

柱を打ち立てることによって国民に分かりやすい政策を提起することにあります。  

 国際的に高コストな飼料穀類にあって、優先的な課題は国内の生産基盤を確保し、治  

水や気候への大きな環境影響要因となる水田を保全するために、飼料米をつくることを  

政策化していくべきだと考えます。生活クラブ生協では、自給率を向上させ持続可能な  

農業生産を続けていくためにも備蓄米を一部飼料として活用し、その価格差を日頃から  

食べている米価格に上乗せをして食べています。  

 日本の食料自給率は４２％と大変低い数字ながら、反面日本のＧＤＰのわずか２％、  

全就業者の約５％の産業が日本の１億２戦６百万人の命の基盤となっているという事実  

は驚くべきものです。そしてその役割は食料供給だけではなくすべての人がみとめてい  

るように環境保全という公共財としてのした支えの働きをもっています。  

 今の自給率をこれ以上落とさず一定の目標をきめ自給していくことを指針にしていく  

ような政策を持つことを消費者は望んでいるのは、人間の命は、生態系からの命をいた  

だいて生きて行くしかなく、食べ物の不安は、直接、生存の不安に結び付くものだから  

です。誰が作ったのか、どんな風に作ったのか、そこに人の労働がみえる食料は、真の  

満足感とその人間のアイデンティティを作り出します。  

 荒れる子供たちの問題が社会を騒がしていますが、社会学的側面だけではなく、食べ  

ものがつくる心身の健康についてもっと真剣に考慮し、その情報を教育の現場に生かし  

て行くべきだと考えます。  

２ 株式会社の参入について  

 農業基本法以来一貫して追及してきた、規模の拡大、生産性の向上は、北海道の農業  

の現状が答えを出しているのではないでしょうか。もともと国際競争力がないないと言  



い続けている農業の分野に最も効率と収益性がもとめられている株式会社が参入するこ  

とじたいが、理屈にあわず、矛盾に満ち国民として理解できません。  

 会社組織で成功できる生産分野は、大規模化、機械化できる穀類しかなく、しかしそ  

れは外国との競争にコスト的に絶対勝てず、輸入に依存している分野です。もし米の分  

野でそれに挑戦するなら、自給率の設定も方向性も決めず市場と国際競争力に任せたま  

まの高リスクで果たしてそれが可能なのか、とても不思議です。  

                                      


