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１．開会 
〇荏開津座長：それでは、時間になりましたので、食料・農業・農村基本問題調査会の北海道地
方公聴会を開催したいと思います。 

２．委員、専門委員及び意見陳述人紹介 
〇荏開津座長：まず、最初に本日のこの公聴会にご出席いただいております調査会の委員、専門
委員の方々をご紹介いたしたいと思います。 
私は、本日のこの公聴会の座長を務めさせていただきます荏開津と申します。どうぞよろしくお願
いいたします。 
調査会では食料と農業と農村と三つ部会がございますが、その中の食料部会長を務めさせてい
ただいております。 
委員の方をご紹介いたしますが、私の左側にいらっしゃいますのは、坂本多旦委員でございま
す。飯島延浩委員でございます。次に右側の方々でございますが、中村靖彦委員でございます。
望月みつ子委員でございます。西村裕興専門委員でございます。 
以上、委員のご紹介をいたしました。 
本日は、食料・農業・農村政策のあり方ということにつきまして、日本全域のさまざまな方々のご意
見を伺うというような目的でこの会は開かれておりますので、かた苦しく言えば意見陳述人となり
ますが、意見を述べていただきます１０名の方々にご参加をいただいております。 
本日は、この地域の各界を代表されます有識者の方々５名と、一般の方々から自発的に応募い
ただきまして、その中から５名の方、計１０名の方々にこの場でご意見をお聞かせいただきたい
と、ということなっておりますので、この１０名の方々を次にご紹介させていただきたいと思います。
まず、有識者の５名の方でございますが、私の方から見まして左手にいらっしゃいます方々が、ま
ず太田原高昭北海道大学農学部教授でございます。塩崎義郎北海道消費者協会専務理事でご
ざいます。竹内正一南幌町長・北海道町村会副会長でございます。戸田一夫北海道経済連合会
会長でございます。藤野貞雄北海道農業協同組合中央会会長でございます。 
次に、右手にお座りの方々でございますが、一般の方の中から応募された方でございます。札幌
市の五十嵐智嘉子さんでございます。神奈川県川崎市の石川和子さんでございます。紋別市の
高野裕治さんでございます。帯広市の外山聖子さんでございます。美唄市の眞野弘さんでござい
ます。 
以上、本日ご意見をお聞かせいただく方々をご紹介いたしました。 
この公聴会では、一般の方々の中から２５名の方が応募していただきましたけれども、時間の関
係ということで、ただいまご紹介いたしました５人の方々を人選させていただきました。この人選は
なかなか難しい面もございましたけれども、北海道庁のご意見もお聞かせいただきまして、こちら
におられる５名の方々とさせていただきました。したがいまして、応募いただきました方の中には、
今回意見をこの場では述べていただけない方々もおられるわけでございますが、時間が限られて
おりますので、各界各層の方々に幅広く北海道地方のご意見を述べていただこうと、こういった趣



旨で人選を行ったつもりであります。 
なお、本日は農林水産省の方から鈴木大臣官房技術総括審議官と伊藤大臣官房参事官が出席
しておられますのでご紹介いたします。 

３．調査会の検討状況等の紹介 
〇荏開津座長：それでは、議事に入りたいと思いますが、まず最初にちょっと時間をとりますけれ
ども、私の方からこれまでの食料・農業・農村基本問題調査会の検討状況がどうなっているかとい
うことをご紹介させていただきたいと思います。 
まず、調査会の設置に至ります経緯でございますけれども、現在日本の農政についての基本的な
方向というものを定めた法律としましては、「農業基本法」があるわけでございますが、これは昭和
３６年に制定されたものでありまして、その後三十数年間が経過し、特に最近は農業も農村もある
いは国民の食生活も大変大きく変化し、農業基本法制定当時とは大変情勢が異なっております。
また、国際化という面でも、当時とは全く違った状況に置かれておりまして、これから２１世紀を迎
えるに当たっては、新しく日本の食料・農業・農村というものについてどうすべきかという基本方針
をはっきりさせるために、農業基本法というのを見直すべきだという意見が各界からこの何年かの
間提起されるようになりました。 
世界に目を転じますと、２１世紀に向かいまして人口の問題、食料の問題、環境の問題、あるいは
エネルギーの問題と、こういったようなさまざまな重大問題が地球的な規模で非常に大きな課題と
いうことになっておりますのは、皆さんご承知のとおりかと思います。こうした状況の中におきまし
て、我が国が将来にわたって発展していくためには、農業基本法という農業だけの問題ではなく、
国民全体にとっての食料の問題、あるいはこれはもう世界全体の人類にとっての食料の問題とい
うようなことまで考慮に入れておかなければならない。それから農村のあり方、農村社会のあり方
といったようなことにつきましても、政策の方向について抜本的な検討を行い、２１世紀にふさわし
い基本方針を新たに作らなければならないというような情勢になってきたわけだと思います。 
このため、本年の４月に内閣総理大臣の諮問機関といたしまして食料・農業・農村基本問題調査
会という調査会が新たに設置されまして、各界各層から委員、専門委員が集まりまして、議論を行
っているところでございます。どういうメンバーであるかということにつきましては、お手元に資料４
というのがお配りしてあると思いますので、ごらんいただければと思います。 
次に、この４月以降の調査会の検討状況でございますが、資料３、「食料・農業・農村基本問題調
査会の検討状況」をごらんいただきますと、簡単にまとめてございますが、第１回のこの基本問題
調査会は、本年の４月１８日に開催されまして、内閣総理大臣から食料・農業・農村の基本的な問
題についての諮問をいただいたわけでございます。 
第２回、第３回の調査会は、５月１３日と６月１３日に開催いたしまして、まずこれらの問題につきま
して、委員の自由な意見交換を行った上で、今後この調査会でどういう項目について議論をしてい
くべきかと、こういう検討項目を整理をいたしました。これがお手元に配付してあります資料の５、
「食料・農業・農村基本問題調査会における検討項目」として文章に取りまとめたものでございま
す。 
それでは、この資料の５をごらんいただきながら、ちょっとお聞きいただきたいと思いますが、まず
食料部会におきましては、資料の「Ⅱ食料政策」の部分に記載されております検討項目を中心に
しながら、まず世界の食料需給、つまり人口と食料の関係でございますがこれについての議論を
行いました。２番目にそういう状況の中で我が国の食料の安全保障ということをどう考えたらいい
かと、こういう問題がございます。３番目に先ほどもちょっと申しましたが、もう日本国内の食料安
全保障というだけではなく、日本は世界全体に対する食料・農業の分野についての貢献というよう
なことも考えなければならないというような国際的に果たすべき日本の役割でございます。４番目
に、現在の食料問題を考える際に、農業と水産業は基ではありますけれども、食品産業というの
が非常に大きな役割を果たしているわけでございますので、食品産業政策の分野についての検
討を行ってまいりました。 
農業部会におきましては、その次に記載されている検討項目を中心にしながら農地及び農業の担
い手の問題、農業経営の安定、どうやって農業経営を今後安定させていくのか、３番目に生産性
向上のあり方、あるいは生産性を向上すると同時に環境や資源の問題、環境の汚染ということを
招かないようにどうしたらいいのかといったような議論を行ってまいりました。 
農村部会におきましては、その次の検討項目でございますが、我が国において農村地域というの
を今後どう考えたらいいのかと、これは基本問題でございます。それから、農村地域の定住条件
を整備する、土地利用の現状と課題という、農村地域におきましても、土地利用をどのようにして



いくのかという大きな問題でございます。それから、３番目にこれも非常に重要な問題でございま
すが、中山間地の条件不利地域の農村をどうするのかと、こういったようなことを議論してきたとこ
ろでございます。 
これからのスケジュールでございますけれども、引き続きもう今週から農業部会と食料部会が開
かれるわけでございますけれども、本年の末までには基本的な考え方について「第１次答申」とい
うことで取りまとめる予定でおります。 
また、来年度におきましては、第１次答申を踏まえまして具体的な政策の方向につきましてさらに
検討を行い、夏ごろに「最終答申」ということで取りまとめると、そういうような予定でおります。 
以上が、食料・農業・農村基本問題調査会の設置に至る経緯とそれからこれまでの検討の状況を
簡単にまとめてお話したわけでございますけれども、現在は今申しましたように、今年末までに第
１次答申を取りまとめる議論を集中的に行っているわけでございますが、この調査会の趣旨から
いたしまして、全国各地のさまざまな立場、さまざまな形の農業の条件が異なっておりますので、
各地のさまざまな関係者の方々、あるいは消費者の方々にご意見を伺うということがどうしても必
要だと、こういうことになりまして、全国で４カ所、札幌、仙台、岡山、熊本におきまして、今日ここで
開いておりますと同じような地方公聴会を開催すると、こういうことになったわけでございます。 
２１世紀におきまして我が国の食料・農業・農村ということについての政策の基本的な方針を出し
たいという意向でございますので、やはり国民の幅広い各層の方々のご意見を直接伺いたいと、
こういうことでございます。先ほども申しましたように、本日意見陳述される方のうち、半数の５名
は自主的に応募いただきました方の中から選ばさせていただいたわけでございます。こういうよう
な趣旨でございますから、意見陳述される方々におかれましては、どうぞご遠慮なく忌憚のないご
自分のお考えというのをストレートにお聞かせいただきたいと思います。農林水産省の方々もおら
れますし、食品産業やそのほかの関係の方々もおられますけれども、耳の痛いような話もあって
もそれは一向に構いませんと、むしろご意見を率直にはっきりとお聞かせいただければと、このよ
うに思うわけでございます。 
一応皆さん１０名の方々のご意見をお伺いした後で、残った時間で意見交換等をさせていただき
たいと思います。 

４．意見の陳述 
〇荏開津座長：それでは、これから意見陳述をお願いいたします。４時半までを予定しております
けれども、できるだけ時間を残しまして、意見交換というようなことも行いたいと思いますので、短
い時間でまことに恐縮ですが、１０名の意見陳述人の皆様方には７分以内ということで、時間厳守
でお願いいたしたいと思います。７分経過したところでもし話が終わりませんとベルを鳴らすと、こ
ういう工夫をしております。また後で時間もあるわけでございますので、ベルが鳴りましたらそこで
一旦お話を、打ち切っていただければと思います。 
それでは、最初に北海道大学の農学部教授の太田原さんからご意見を伺いたいと思います。太
田原さん、よろしくお願いいたします。 
〇太田原氏：北海道大学の太田原でございます。 
私は、ここ数年北海道農業・農村振興審議会というものがありますが、その一員として北海道農業
の今後のあり方にかかわる議論に参加してまいりました。 
道では今年、都道府県では初めてでございますが、農業・農村振興条例を制定いたしました。そ
の中で、北海道の農業・農村を道民の貴重な財産として守り育て、次代の人々に引き継ぐというこ
とをうたっております。しかし、昨今の状況を見ておりますと、このような理念を実現するためには、
どうしても国政において農業・農村の維持発展のための強い施策を講ずることが必要だということ
を痛感しております。そのことを保証する条項が新しい基本法に盛り込まれることを期待して発言
させていただきます。 
北海道農業は、これまで稲作・畑作・畜産の３本柱から成り立ってきましたが、米の減反政策、牛
乳、畑作の生産調整というように、基幹作物のすべてが生産調整の対象となるという悪条件の中
で、全国一の離農が発生しておりまして、農業基本法制定当時２３万戸を超えていた農家戸数
が、現在では８万戸を割るという、ちょうど３分の１に激減しております。しかし、それにもかかわら
ず、全国的には農業生産額は落ち込んできているのでありますが、北海道は農家戸数を減らしな
がら、持続的に生産を伸ばしてきており、金額表示でありますが、以前は全国の農業粗生産額の
５％程度であったシェアを１０．５％位まで拡大してきております。これは残った農家が規模を拡大
し、生産性を高める努力を続けてきたからでありまして、北海道が農業基本法の優等生と言われ
るゆえんでございます。このことは、食料自給率が急激に低下しているわけでありますが、それに



何とか歯どめをかけてきているという役割を果たしておりますので、北海道の農業は道民にとって
だけでなくて、国民的に見ても貴重な財産であるというように思っております。ところが、近年こうい
う北海道農業を特徴づける持続的な農業発展に赤信号がともっております。今年の春に北海道で
も１、２の水田経営面積を持ちます新篠津村で、専業農家の集団離農ということが、朝日新聞の
一面トップで報ぜられたわけでございますが、せっかく育ってきた大規模専業農家がこの大事な時
点で大量に離脱するということは、これは誠に残念なことでございます。しかし、この傾向は今年
の低米価によって、ますます加速されるのではないかというように懸念されております。今年の北
海道のお米の農協の仮払いは１万3,000円も保証できるかどうかわからないというように言われて
おります。昨年の精算価格は１万6,000円を超えておりましたから、２０％の低下ということで、完全
に採算点を割っております。 
北海道は府県と違って兼業機会に恵まれないず、また経営的に重装備の専業農家が主要な担い
手になっているということがありまして、兼業を拡大して所得補てんをするという道が一般的には
閉ざされております。離農が直ちに離村につながるという特徴を持っております。このような状況
が続くならば、北海道の稲作は担い手を失って、地域そのものも崩壊するという危機感を我々は
持っております。 
畑作、酪農も大変深刻であります。北海道の中央部にあります富良野、美瑛の丘の風景というも
のが、日本を代表する農村景観として、大変高い評価を得て、観光客も大変集まっておりますが、
あの風景を支えているのは、小麦、馬鈴薯、ビート、豆類の４年輪作体系でありまして、これは北
海道の畑作が長い時間をかけて確立してきた農業の一つのモデルでございます。しかし、この４
年輪作を支えている各作物の価格も、この間軒並みに下がってきておりまして、ウルグアイ・ラウ
ンドの前に比べますと、大体１８％から２０％低落しております。こういうことでは、あの美しい風景
がいつまで維持できるのかということが大変心配になっております。 
これから、いろいろとお話があるかと思いますが、北海道では農産物の価格と所得の問題に関心
が集中しております。これはもちろん北海道に限ったことではありませんけれども、ほかの収入減
がないだけ、専業農業地帯である北海道ではこの問題が特に際立っているわけであります。 
今、農業基本法を見直すということで私が大変心配しておりますのは、なぜ農業基本法を見直す
のかと、その理由でございます。いろいろな理由があると思いますが、最大の理由は現行の基本
法がガット農業合意とＷＴＯ条約に矛盾するに至ったという点だろうというふうに私は理解しており
ます。 
特に、基本法の１１条と１３条、ご存じのように１１条は農産物の価格の安定を政府に義務づけ
て、米価における生産費所得補償方式をはじめ、各種の価格支持政策の根拠になってきている
わけであります。１３条は輸入農産物との関係の調整についての規定でありまして、輸入農産物
が国内の生産に著しい障害を与えないように関税率の調整、輸入の制限、これを政府の義務にし
ております。このことがＷＴＯ条約との関係で見直さなければならなくなっているとすれば、これは
生産者の立場から見て一番大切な価格、所得に関する条項が基本法の条項から削られるのでは
ないかということが大変心配なわけでございます。そこが基本法改定の眼目だともしするならば、
それにかわる補償措置、代替措置をどうするのかということが当然問われるわけであります。時間
になりました。これを解決するのは私は所得政策の確立以外にないと思っております。よろしくお
願いいたします。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。時間が短くて恐縮でございますが、それでは次いで
塩崎さんお願いいたします。 
〇塩崎氏：国際的な規制緩和の中で、貿易自由化が最優先されるような昨今の動きですけれど
も、やはり食料というのは少しやはり違うというふうに私たちはとらえていいと思います。やはり食
料自給率というものは、歯どめなしにどんどん下がるという現状は黙視できないと思っておりま
す。そのために日本の農業をどう守るかと、私は専門家でないので余り詳しい議論はできません
けれども、例えば経営内容について確かに今の価格が上がらない中で非常に苦しいというのはわ
かりますけれども、経営内容改善のためにもっといろいろな政策的な手だてもいろいろあるのでは
ないかと思います。この間もテレビなどでやっていましたけれども、規模拡大、規模拡大が全てい
いとは言いませんけれども、やりたい意欲のある農家がなかなかそれをできないでいる現状という
のが一つあるようですね。それは農地法の関係とかいろいろあると聞いておりますので、その辺
の規制をもう少し見直していいところがあるのではないだろうかと思います。 
例えば、既に耕作が放棄された農地がそのままになっていて、それが効率的に集約されない。そ
れはなぜかというと農家が資産保有意識が強くて、私権を主張するからとのこと。今や食料自給
率の確保、食料の安全保障と言うからには、農地というのは公的資産であって、私権については



ある程度制限といいますか、社会的なコントロールがあってしかるべきではないかというような発
想で少し農地のあり方、農地管理のあり方というのは見直していただきたい。その場合、国が全国
画一的にやるのではなくて、やはり相当にウェイトを自治体の権限、自治体あるいは地域の住民
がどうやっていくかという、その自主的な判断に委ねていただきたいなと思います。 
それから、コストの点では、円がずっと強くなって輸入される餌とか肥料とか、相当価格的に有利
になっているのだけれども、果たしてその有利さが農家に反映されているのかという点について
は、私はまだ少し疑問が残っています。規制緩和ということもございますし、もう少し自由市場競争
の中で価格が安く手に入るということがあっていいのでないかと、その辺は行政もそれから農業団
体ももう少し努力の余地があるのではないかというように思っております。 
私は、内外価格差がとてもなくなるとは思えませんし、それはもう土地の広さが決定的なハンディ
ですから、なくなるわけはないけれども、いろいろな努力をしていただいて、内外価格差が少しでも
縮まる方向に行くという、その努力を消費者は見ているということだと思います。それは非常に難
しいことだけれども、そういう方向に行くのかどうかという点で努力を見つめざるを得ないということ
です。 
それから、それでは農家ご自身も確かに太田原さんがおっしゃったように、非常に厳しい状況にあ
ることはわかりますけれども、私らから見てみますと、まだ経営合理化の経営努力の余地はある
のではないかと、まだあると私は思っています。 
一昨年頃でしたか、道東のある大きな酪農地帯に行ったのですが、そこで「最近酪農どうなのです
か」と言ったら、「いや、それはもう非常に難しいのだけれども、いいところはいい、だめなところは
だめだ」と、どっちかというと、やや二極分化、「そのいいところと悪いところというのは、見てわかり
ますか」と言ったら、「わかります」というのですね。「それは簡単だ」というのです。要するに新しい
大型車に乗っている農家というのはだめな農家なのだと、小さいもう１０年ぐらい乗っているような
ぼろっちい車に乗っている農家はいい農家だと、経営内容がいいと、「なるほどなー」非常にわか
りやすいというのです。 
それから、私は今消費者運動をやっておりまして、北海道では灯油を暖房に大量に使用しますの
で、価格に非常に敏感なわけです。それで、ガソリンはめちゃくちゃ安いのです。ガソリンを安くして
損している分を灯油で上げたいなという動きが去年、一昨年ございまして、私ら非常に反発したの
ですけれども、そのときいろいろな統計見ますと、農家の方というのは非常に灯油を焚くわけで
す。自分のところでも焚くし、温室、ビニールハウスでも焚きます。そうすると私たちと一緒に灯油
の価格抑制運動をやっていただきたいのですけれども、そういう声というのは農家の団体や農家
の主婦の方々から全く上がってこないと、その辺は少し誤解しているのかもしれませんけれども、
もっとコスト意識というものはもっともっと私らから見ると、厳しくやれる余地があるのではないかと
いうふうな気がしております。 
それから、今度は経営と違って私ら消費者の立場から見ますと、やはり何といってもその価格もそ
うですけれども、今もう非常に意識が高まっているのは、安全性の問題ですね。この点は、私らが
いろいろ世論調査をしますと、数字持ってこなかったのですけれども、ひところは価格の安いのが
第一だと言っていたのですけれども、最近は少しの差で安全性が最優先なのです。ただ、それで
は価格が高くてもいいというのではないですよ。大体言いますと、１００人に聞くと６０％が安全第
一と言うのです。複数回答出すと大体６割ぐらいは安全だと、５割ぐらい価格だと、少しの差で価
格について優先して安全が上に来るのです。大体いろいろな調査をすると大体そんな感じで間違
いないと思います。それだけに、非常に安全性に関心が強くて輸入品はどうかということで、輸入
品は残留農薬もあってやばいのでないかという意識が非常に広まりつつあるわけですね。 
ただ、最近ではアメリカあたりのオーガニックですか、アメリカできちっとチェックした有機性農産物
が入ってきて、これが入ってくると非常に日本以上に厳重に検査しているよというような話で、非常
にこれ脅威だと思うのです。ただ、私よくわからないのだけれども、オーガニックというのは、ポスト
ハーベストのところの残留農薬については管理がきちっとできているのかどうかと、その辺があま
りよくわからないのですけれども、いずれにしても、世界的に安全性という意識が非常に強くなって
くるとおちおち安心していられない。国内産がいいよということでもなくて、国内産の安全性管理、
それから表示問題で産地表示、それから最近は生産表示とありますね。生産者の写真が入った
物を売っているとか、そういうのは非常に歓迎されるし、ますますそういうことを重視していただき
たいと思うのです。 
ただもう一つ言うと、それでは安全性の今の表示が安心できるかというと、有機農産物の表示とい
うのはまだよくわからない。農水省でも検討されているようですけれども、非常にわからない点が
あるし、それから非常に不思議に思うのは、お米がかなり自由化されつつありますけれども、お米



の表示が変わったのだけれども、魚沼産コシヒカリというのがやたらその辺で売っているのです。
不思議なのです。魚沼という土地は日本列島の中でごく一部限られた土地なのだけれども、そこ
で日本列島のあちこちのスーパーで魚沼産が売れるほど魚沼産はできるのですか。こういうことを
言うと主婦はみんなそうだそうだと首をかしげるのです。だからその辺のところは、やはり信頼性を
回復するように、きちっとしたチェック体制を作っていただきたいということです。そうすれば、本当
に国産に対する信用が高まって国産品愛用、北海道産品愛用ということに、もっともっと行くと思う
のです。 
あと、農村と都市の交流をぜひもっともっと進めたいということを実は後から申し上げたいと思って
おります。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして、竹内さんお願いいたしま
す。 
〇竹内氏：地方の自治体の代表といたしまして、意見を申し上げさせていただきます。 
北海道の農業は、地域経済を支える基幹産業として、極めて重要な位置にあります。北海道農業
がこれ以上衰退すれば、地域の崩壊を招きかねないものと危機感を深くいたしているところでござ
います。 
既に先生方ご承知のこととは存じますが、北海道は専業的な農業経営が主体であるとともに、我
が国最大の食料基地であり、農業所得を主体とする専業農家や、第１種兼業の割合は都府県の
３２．６％に対しまして、北海道は８６．２％と極めて高いものであります。農家所得に占める農業
所得の割合、いわゆる農業依存度は都府県が１９．７％に対しまして６５．２％と、国内農業地帯と
言われる東北２１．３％や、九州２１．１％を大きく上回っております。特にこうした専業的な農業経
営が主体である北海道の農業者が、将来的に希望と意欲を持って営農に取り組むことができるよ
うな、地域重視の視点に立った新しい基本法の制定が必要であるものと考えております。 
例えば、南幌町におきましては、皆さんのお手元にお届けいたしてございます資料１にありますよ
うに、昭和４５年に９３８戸ありました農家戸数が、平成８年では４４１戸で１戸当たりの平均経営面
積は１１．３ヘクタールとなっております。また１５ヘクタール以上の経営面積を持つ農家戸数も約
３割を占めてございます。国の施策に沿いまして、経営規模の拡大が進められてまいったわけで
ございますが、これにより農地取得にかかわる制度資金を中心に、多額の負債を背負っている現
状にございます。これも資料を差し上げてございますので、見ていただきたいと思うところでござい
ます。この状況の中で、本年におきます米価の急落は農家所得を大幅に減少させる結果となるこ
とは、確実になったところでございます。 
南幌町全体で米の生産額は平年作で約４０億円でありましたが、本年は約１０億円の減と見通し
を立てております。これまで機械の共同方式の導入や、生産基盤の整備など低コスト化に努めて
きたところでございますが、生産者の努力は限界に来ているものと思っております。 
資料２にございますように、専業農家３タイプに示してございますけれども、償還金が土地取得あ
るいは基盤整備等を含めまして、年に５００万円から６００万円が必要なのでございます。本年は
当然のことながら償還が不可能となっております。このままでは専業農家の多くの崩壊は必至で
あると考えております。専業農家が持続した経営を続けるためには、新たな国境措置のもとでの
価格安定のための措置について確立し、農業所得確保対策を早急に確立することが必要である
と考えております。 
次に、農地価格は昭和５３年のピーク時より約２０年、給与所得は倍増しておりますが、地価は半
値となっております。今後はこれ以上の低落を極めて心配をしているところでございます。現在１０
アール当たり約４５万程度でございますが、仮に農地価格が３５万円と試算いたしますと、資料２
の下段にありますように、債務超過するものが４４１戸の農家のうち１４７戸となるわけでございま
して、実にその額が１９億円を超えることとなります。農地の暴落は担保能力もなくなり重大な結果
となるものと考えております。農地流動化が引き続き行われ、農地のこれ以上の低落を防ぐため
には、新たに制度化されました長期貸付農地保有合理化促進事業の実質的な大幅な拡充強化
の対策は絶対に必要でございます。 
水稲、稲作の農機具の関係について申し上げさせていただきます。北海道の稲作の農機具の生
産費に占める割合は２０％を超えております。欧米と比較いたしまして、これまた今年カナダへ行
ってまいりまして資料をお届けしてございますが、大体欧米に比較いたしまして２倍ないし３倍でご
ざいます。この農機具が欧米諸国並みになりますと、米価１俵あたり１，５００円から２，０００円の
軽減が図られるわけでございます。自動車産業は世界にこれだけ価格競争に打ち勝っておる中
で、農機具だけが２倍ないし３倍するというのは、これは早くから申し上げておるのでございます
が、なかなか取り上げてもらえません。このことは北海道農業にとりましては、極めて重大な問題



でございますので、できるだけこれの改善が急務であると、このように考えております。 
時間がございませんので、まだまだ申し上げたいことはございますが、北海道内でも水稲、畑作、
酪農、畜産など地域によって農業形態に大きな違いがありますが、専業農家が将来に希望が持
てる、専業農家あっての北海道でございます。この農政の確立が急務であることを申し上げまし
て、意見とさせていただきます。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。続きまして、経済界を代表していただきます、戸田さ
んの方からご意見を伺いたいと思います。 
〇戸田氏：５点申し上げます。 
一つは、地域ごとの農業政策を立案実施するという形の、地方分権をできるだけ早期に実現する
ことであると考えます。先ほど来、お話がございますように、北海道と本州の農業が置かれている
地域条件の違いというのは、極めて大きいと言わざるを得ません。現在までのメニュー方式による
全国画一の農業政策によって、すべてを一元的に強制しようとする現在の政策を大きく変革すべ
き時期であると考えます。このことは、京都大学の柏教授が指摘されておられますように、国が経
営計画を立て農家は働き手であると、農業従事者であるという問題を、基本的な問題として考え
方を変えていただきたいと。したがいまして、経営者として農業者を育成する生涯教育を含めた教
育制度を一日も早く確立すべきであると申し上げたいと思います。国際化に十分耐える能力を備
えた、経営者育成の教育制度に変える必要があります。今の農業教育の制度であればそういう形
にはなっておりません。少なくとも工業関係から見て全くなっていないというふうに言わざるを得ま
せん。そういう面から見て教育制度を確立して、その評価にしたがって資格制度を設けて、その資
格に見合った国としての支援方策を樹立すること。これはデンマークその他の国でもう既にやって
いることでございますから、日本ができないはずはないのであります。そして、それに基づいて農
業者を社会全体がその社会的な位置づけを高めると、高く評価するという体制をつくるべきであり
ます。 
次に、先ほど来、出ております農地に関連した土地政策の問題であります。農地評価を現在のよ
うな資産評価ですべきであるかどうか。これは将来の日本の農業を考えた場合に、基本的な問題
であるというように考えます。むしろ農地評価には地力の概念を導入して、その地力維持をさらに
評価するという土地価格制度を採用すべきであります。そして、後継者が土地取得に当たって営
農上の大きな障害とならないと、要するに今のように資産評価が下がると、下がると負担能力が
ない。したがって、農業をやりたくてもやめざるを得ないという実態は、まさしく今の東京の人たち
の考える土地そのものが資産であるという考え方に基づくものであります。 
四つ目、環境問題の対策であります。ヨーロッパに既に見られておりますように、農業での環境維
持は社会的にも重要な問題になりつつあるというように私自身承知してございます。今後の国際
化の中で避けて通れないという状況にあるとも聞いております。農業経営上の大きな課題になる
ということが十分予想されるとするならば、早期にその対応を検討いたしまして、実施に当たって
の影響を最小限にとどめる努力、政策を一日も早く樹立すべきであります。 
五つ目、株式会社による農業経営の問題でございます。農業の経営に当たりまして、一定資格を
有する人が、集団として法人化することは、そこから生み出す効果というものは大きいということは
私自身も理解しております。ただ商社等を中心にいたしました流通部門の資本が中心となって農
地を取得して経営するという農業経営については、将来に向かって非常に大きな禍根を残すこと
になりかねないというふうに私は考えております。私も経営者の一翼を担うものでございますけれ
ども、資本というものは短期の利益を求める特性を持ってございます。 
特に、昨今の経済、国際的な自由化の流れの中では、将来１０年後などということはもう話になら
ないのです。そういう時代の中で短期の利益を求める特性の強い消費者資本に、農業経営を委
ねることはすべきではありません。地力の収奪が起こらないという保証はないのであります。とい
うことから考えました場合に、地力を将来にわたって維持するというのは、やはり土地にしかもこれ
は国民の財産でございます。その国民の財産を維持するというのは、農業に愛着心を持った人で
なければだめであると。恐らく地力の維持というのは、これは非常に骨が折れてしかも長い将来た
たないと、地力が生まれてこないという性格を持っております。そのことをぜひとも東京におられる
先生方もう一度よく考え直していただきたいということをお願いいたしまして、私の陳述を終わらせ
ていただきます。以上です。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。それでは、農協中央会の藤野さんひとつよろしくお
願いいたします。 
〇藤野氏：農業団体の立場から申し上げます。 
北海道農業は、明治２年の開拓使の設置以来、わずか１２０年余りの間に、積雪寒冷な気候、泥



炭や火山灰等の悪条件を欧米の近代的な農業技術の導入や生産基盤の整備などにより克服し、
現在我が国最大の食料基地として発展をいたしております。特に自然環境に恵まれたクリーンな
環境の中で、専業的な農家が主体となって優良品種の育成や生産技術の向上などコスト低減に
向けた努力により、生産性の高い大規模専業経営を展開いたしております。 
また、我が国最大の食料供給基地として、米をはじめ、てん菜、馬鈴薯、小豆、タマネギ、小麦、カ
ボチャ、スイートコーン、牛乳、牛肉など全国一、二の生産量を誇っており、国民食料の安定供給
に大きな役割を果たしてまいりました。さらに、北海道経済全体の総生産額に占める農業の割合
も高く、地域経済を支える基幹産業として重要な地位を占めております。しかしながら、ＷＴＯ体制
が発足して、新たな国境措置のもと、輸入の農畜産物との激しい競争を強いられ懸命な努力にも
かかわらず、専業地帯の北海道農業者の経営環境の悪化が進み、将来に大きな不安がある。そ
こで本日の公聴会の委員の皆様にまずお話したいのは、ＷＴＯ協定の発足や国際的な食料需給
のひっ迫の懸念など、我が国の農業が大きな転換期を迎えている中で、国内農業の持続的発展
を確かなものにするため、安全で高品質な農産物を国民に安定的に供給できる食料自給率の維
持向上とともに、国土環境の保全や地域経済の安定といった、多面的機能の維持増進などを食
料・農業・農村政策の新たな理念として盛り込み、専業農家を主体とする我が国最大の食料基地
である北海道の農業者が、将来に希望と意欲を持ち営農に取り組むことができるような、地域重
視の視点に立った新しい基本法の早期制定をまず要望したいと思います。 
以下、時間の制約もありますので、現在、基本問題調査会で議論をいたしております項目の中か
ら、３点に絞ってご意見を申し上げます。 
まず、第１点は国内農業生産の位置づけについてであります。今後、世界的な食料需給がひっ迫
する懸念等を踏まえると、可能な限り国内生産を維持拡大することが重要であり、そのためには
国内生産力の基盤となる現状規模程度の農地の確保、担い手の確保、育成技術の維持向上が
極めて重要であります。そのためには、国内で一定水準の農業生産を行うことを明確にした中長
期的な国内生産目標の設定と、これを実現する農地、水、人などの生産基盤の確保などを明確に
措置していくことが必要であります。また持続的な国内生産の維持、食料の安定供給のために
は、我が国の国土条件を踏まえると、一定の国境措置は不可欠な条件であると考えます。 
第２点は、農地の利用、管理のあり方であります。 
我が国最大の食料供給基地である北海道においては、食料の安定供給と農業の維持、持続発
展、農村の維持活性化という観点から、農地の確保ということは極めて重要な問題であり、農地
は食料供給や国土環境保全の基礎であるという、公共財的な性格を踏まえると、農地総量の確
保と農地の権利移動や、転用規制、さらにはスプロール化現象を具体的に防ぐ方策の確立は、国
が責任を持つべき課題であると考えます。これらの規制のもとで、農地が農地として確保され、継
続的に利用されることを農地制度の基本原則とすべきであり、必要な量と質の面から、計画的な
農地が保全される必要があります。 
現在、調査会の中で、規制緩和策として株式会社が農地に対する権利を取得し、農業に参入する
ことについて議論が行われておりますが、株式会社が農地に対する権利を取得し、農業に参入す
ることは、農地利用が共同作業や共同水利などの集落機能と結びついていることから考えると、
集落機能が損われ、農地の荒廃や地域社会の維持が困難になるおそれがあり、また環境問題の
制約から持続可能な農法が求められていることから、量と質とに計画的に保全をし、一定の規制
のもとで有効適正に確保、利用することが基本原則である。さらに、農地の投機的取得につなが
る可能性が高く、結果的に農地が農地でなくならせるための議論として受けとめざるを得ないわけ
であります。北海道としてはこの問題は反対であります。 
３点目は、担い手の確保と経営安定対策についてであります。北海道農業の安定的な発展と農
村を活性化させていくためには、意欲ある担い手の確保とその経営の安定を図ることが何よりも
重要であります。現在北海道の新規就農者は、年間約５００人で、後継者補充率は２割の状況で
あり、また農外から就農する新規参入者は３０人程度で推移いたしております。こうした中、新規
就農者対策として道内では行政、市町村、ＪＡの運営により、北海道農業担い手育成センターを設
置し、就農相談活動、就農支援資金の貸付け、研修啓蒙など幅広い取り組みを総合的に実施を
いたしております。また、東京、大阪にも就農窓口を設け、北海道農業を担う者を支援しておりま
す。 
今後とも将来の北海道農業を担う人材の育成を積極的に進めること、地域農業の中心的な担い
手の営農の継続と所得の確保、新規就農の確保という観点に立って、価格政策について地域の
実情、品目等に応じ適切に講じていただくことをお願いしたいと思います。時間がまいりましたの
でやめさせていただきますが、少しでも余計申し上げようと思って早口で申し上げて恐縮でありま



すが、以上で終わらせていただきます。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。早口でもよくご趣旨はわかりましたので、時間を皆
さん守っていただきましてありがとうございます。 
それでは、続きまして一般から応募していただきました方々のご意見を伺いたいと思います。最初
に、五十嵐さんどうぞお願いいたします。 
〇五十嵐氏：消費者としてまた納税者として、以下４点について申し上げたいと思います。まず１
点目は、安全な農産物の生産についてということです。自給率という論点でいろいろ議論されてい
るようですが、消費者にとってなぜ自給率なのかという点が、まだ十分にＰＲされていないのでは
ないかなと思います。この点はひとつ安全性という視点からの議論もぜひこの中でしていただきた
いと思っております。また、安全な農産物生産については、技術の開発普及それから低コスト化、
及び消費者教育など総合的な施策が必要かと思われます。無農薬、低農薬、減農薬、有機農法
等々については、農業者の間でもまだ理解が十分ではないと思われますし、ましてや消費者にお
いては表示がされていればそれを信じて買ってしまうという状況にありますので、総合的な施策と
いうことで、ご検討する必要があろうかと思っております。 
２点目は、多様な農業者の育成、または農業経営の多角化という点でございます。 
知り合いの農業者の方にもみずから生産した農産物をみずから加工したい、販売したい、あるい
は少数ではありますが、自分で調理をして提供するといったサービス業への取組みを考えたい
と、そういう意欲を持っている方が少なくはございません。このような取組みに対する支援策が望
まれるところではなかろうかなと思います。 
我々農村に遊びに行きまして、気軽にスーパーに入りましても、その土地で作ったたものになかな
かめぐり合いません。あるいは昨今安い宿泊施設が町村立で作られておりますし、あるいはキャ
ンプ場の施設も随分整ってきておりますが、食材は都市から買っていくと、こういう状況であります
し、宿泊した宿泊施設では流通機構を通じて買ったものを提供してくれると。ですから、地元でとれ
た山菜を使っていますというのが、宿泊施設の宣伝文句になるくらい、地元でつくったものが地元
で売られないという現状があるのかなと思います。 
また、逆に農業に興味のあるという方に対しての支援もぜひご検討いただきたいと思います。株
式会社の参入そのものを直接すぐにということにはならないかと思いますが、何らかのやはり法人
化というのでしょうか、農業者みずからが有限会社を作ったり、共同で農業法人を設立している場
合が多くございますのは、やはり法人化をして経営という視点から人材育成を図るという視点があ
ると思いますので、多様な農業経営者の育成という視点からは必要かと思います。 
３点目に、都市と農村の交流についてでございます。都市の住民が農村へ遊びに行くというのは、
比較的大がかりなイベントが行われるときが多いようでございます。むしろ、大がかりなイベントで
年１回農村に行くというよりも、日ごろから交流できるような多様な機会や場の整備、提供といった
ことが望まれるかと思います。 
先ほど申し上げましたこととダブりますが、農村地域には非常に安価な宿泊施設、町村立のもの
ができておりますし、また立派なスポーツ施設、あるいは運動施設が整備されております。それは
農業振興のためということで補助金がついているかと思いますが、その場における農業者と都市
住民の交流が余りにも少ない。むしろ立派な施設は都市住民が観光のために利用して、地元の
人は行かないのだよという話を地元で聞きます。そういった場にぜひ都市住民と農業に従事され
ている方々の交流の機会、場というものを細かくても結構ですから、小さく組んでいくという政策が
望ましいのではないかなと、それがひいては都市住民の農業理解につながるというように考えて
おります。 
最後４点目ですが、農業・農村整備の基本的な考え方ということで、ちょっと大きなテーマになろう
かと思います。 
皆さん異口同音におっしゃいましたが、農業・農村は現在、生産機能のほか、教育ですとか、レク
リエーション、休養機能、あるいは環境保全、あるいは環境問題を考えるきっかけの場にもなって
おりますし、さらには昨今非常に多くなっておりますのが、中高年の方たちの農業従事、農業指向
といった意味では、社会参加、生きがいの場といった多面的な機能を発揮しつつあるかと思いま
す。したがいまして、農業・農村整備というのは、広く国民の生活の質を向上させるのだという視点
から行われることが望ましいのではないかと思います。 
建設省、運輸省、環境庁との連携というのをよく言われますが、これに加えて厚生省ですとか、文
部省ですとか、そういったことを所管する事業との連携あるいは相乗りといったことが必要ではな
かろうかなと思います。厚生省も昨今生活習慣病と、あるいは健康づくり、あるいは福祉事業でも
農協が福祉事業を実施できるようにいたしましたが、そういった場面でも、専門農家の方ばかりで



はなく、その分野での専門家の方たちとの議論の場ということが必要ではないかと思います。この
ことがひいては行財政改革というものにつながるということも考えておりますので、納税者としては
一つの事業で多面的な機能を発揮できるような、そういう施策を望みたいと考えております。以上
でございます。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。それでは、続きまして石川さんよろしくお願いいたし
ます。 
〇石川氏：食べる側、消費者としての意見を届けようと、神奈川県川崎市から来ました石川和子で
す。よろしくお願いいたします。 
私は、食料はすべての命にとって不可欠なものである、人々が食料を質、量ともに十分に得ること
は基本的人権であるとの視点で、市民が提案する食の基本法づくりを進めている「食の自給と安
全を目指す基本法制定のための全国行動」、通称「ふーどアクション２１」のメンバーです。そして、
それと同時に神奈川の生活クラブ生協の組合員でもあります。食の生産の現場と消費の現場が
分断され、食が消費者にとって与えられるだけの物になってしまっている現状を何とか打破したい
と思って活動を続けております。私は日本国内で生産された安全な食料を、安心して安定的に食
べ続けていきたいと強く願っている消費者の一人として意見を述べさせていただきます。今日は時
間の関係がありますので、２点に絞ってお話したいと思います。 
初めに、地域内流通の仕組みづくりについてです。食べ続けるためには、安全な食べ物をいつで
も手にすることができる生産の仕組みと、流通の仕組みを作ることが必要だと考えております。他
国に依存する生産ではなく、他国からの輸入に頼る流通ではない地域で作る仕組みです。言って
みれば、生産の現場と消費の現場をつなぐ仕組みと言えると思います。 
例えば、私の住む川崎でも野菜や果物が生産されています。今は私たちのように生協で取り組ん
でいるほかには、庭先で販売するケースが多くて、川崎の市民が川崎の農産物に触れる機会が
少ないのですけれども、もっと地域のスーパーや八百屋さんに置くとか、共同販売所をつくると
か、市民と一緒に市を開くなど市民が利用できる仕組みを作ることで、地域の農産物を手にする
消費者が増え、安定的な生産と消費が可能になると考えます。とはいえ、川崎での生産には大変
限りがあります。地域をもう少し広げて神奈川県産、さらに広げて関東圏、そして国内産、どうして
も足りない分はまずは近隣諸国産と段階を踏んでの生産と流通の仕組みを作っていけばよいの
ではないかと考えます。地域内流通のルールづくりとその地域の拡大が必要だと思います。川崎
だとなかなか見えづらいのですけれども、札幌そして北海道そして日本と考えると、もっとわかりや
すい地域内流通になると思います。 
消費者は安いものを望んでいると思われている調査会委員の方も多数いらっしゃるように思えま
すけれども、すべての消費者がそんなことを望んでいるわけではありません。経済的に考えたら、
安く作れるところで作り、安く輸入して、安く売るということに優位性があるからもしれませんけれど
も、私はどこで作られたものであろうと、どんな作り方がされたのかわからないものであろうと、安く
手に入りさえすればよいなどと考えていない消費者が大勢いると思います。 
それどころか、食料を輸入に頼って暮らすことに大きな不安を覚えている人も大勢いると思いま
す。これは大変一面的な見方ではあると思うのですけれども、現行の農業基本法がとった国際価
格の安い麦とか、豆類とか雑穀類などを輸入に頼るというような政策があったと思うのです。その
ことが日本の食料自給率を下げ続け、そして食の安全性を不明にし、農業を衰退させる原因にな
っているのではないかと、そう思えてなりません。農薬残留基準や添加物、薬剤使用の大幅緩和
がありました。それから、消費者の意に反する賞味期限表示、そして今一番問題になっている遺
伝子組み換え食品の導入認可など、そういったものは日本という国に自給力がないから、あちこ
ちで言われることを受け入れざるを得なくなっているのではないかと思えてなりません。ですから、
地域内流通、まずは地域で作られたものを食べていく、そのような流通のあり方が必要と思いま
す。 
それから、補償のあり方についてです。 
農業・農地には食料を生産する場としてだけではないもう一つの価値があると思います。農業・農
地は緑の空間を生み出し、生き物を育て水をため空気を浄化する働きを持っています。安らぎを
与える豊かな環境は、生態系としても豊かなものなのです。環境を経済性からだけ見ると、生産性
はなく何の価値もないように思われますけれども、農地の働きは限りなく私たちの生活にとって価
値あるものだと思います。経済優先の視点からは見えてこない価値だと思います。そして、農地の
所有ということから考えますと、農地は個人の所有物です。しかし、この農地が作り出す農的環境
は、社会的財産、公共的財産に限りなく近いものではないでしょうか。 
私は、今、県や市の農業指導員や農政課の職員が中心になって組織している自治体のネットが



提唱しているアグリチェック、これは地域の農的環境をチェックして、農業の生み出す価値を確認
しようというものです。そのアグリチェックの活動を地域の仲間と行っています。地域を歩けば歩く
ほど農業が農地が作り出す環境、豊かな生態系が私たち消費者にとっても大きな財産だというこ
とが実感されます。これは川崎という都市にあっても実感されるのです。農的環境は農家の皆さん
が耕す、それから作物を育てるという行為があって、初めて作られ守られるものだと思います。環
境を創造する環境を保全するという農家のもう一つの役割に対して補償すべきではないかと思っ
ております。所得補償という話がたくさん出てきますけれども、その所得補償とは少し観点を変え
た保障になると考えております。 
私たち消費者は、これ以上農業が縮小されてしまうと、食料が手に入らないというだけではなくて、
豊かで安らぎのある環境まで失うことになってしまいます。なくなってからでは取り返しがつきませ
ん。一刻も早く安心して生産が続けられるための農業政策、安心して食べ続けられるための食料
政策が具体化されることを望みます。それでは終わります。〇荏開津座長：どうもありがとうござい
ました。それでは、高野さん続いてお願いいたします。 
〇高野氏：私、現場の農業者の立場として生々しいといいますか、言葉もちょっと荒いでしょうけれ
ども、聞き流してほしいと思います。 
実は、ここに来るまでに１日がかりですけれども、５時にまた帰るのですけれども、うちで７０頭の
搾乳牛を妻１人でやっています。でもここへ来なければ政策は進むのですけれども、現場の農民
が抱えていることを言う場がないという気持ちで今日は来ました。非常に残念なのですけれども、
今の南幌町の町長さんと少しお話したのですけれども、田んぼ地帯は異常な状態です。これで怒
らない農民はいないと思います。あとで少し意見を交換してほしいのですけれども、農民は怒って
も届けるところがないのです。我々も農民運動をやってますけれども、それはただ農民のエゴだと
いうとらえ方が今まで日本中で非常に多かったです。でも、今みずからが発する意見にようやく耳
を傾けつつある官僚と言いましたら、差別用語だと私は思っていますが、政府の職員も非常に気
がつき始めた人が多くなってきています。その点は冒頭に申し上げて、これからの農業者の現場
の声をぜひ聞いてもらいたいと思います。 
今、農村で何か組織を起こす、団体起こすとなったら、端的に言えば皆さんの職場はどうですか。
好きだからとか、嫌いだからとか、高いとか安いとか、低いとか高いとか、そういう二者選択的なも
のの発想で、好きだからやればとか、暇だからやればとか、そういうのが非常に多いわけです。皆
さんの職場になければそれは幸いですけれども、農村にそういう部分が非常に多くなってきている
と、その背景にはやはり経済オンリーで儲けないものはやめなさいと、好きでやっている農家は何
か別に田んぼでも作って、米でも自分で食べていなさいと、そういう極論が経済界からもまさしく出
てきている、こういう発想で農村が続けていけると思いますか、皆さんの職種いろいろでしょうけれ
ども。やはりその辺は今前の方も述べてもらいましたけれども、公的農業の農、実り、命をつくっ
て、命を食べてもらっているという我々の気持ちが届いてないのです。 
学校の先生はよく説教で言います。過日、市町村で非農家の子供たち６０人希望者を募って農業
塾をやりました。ところが牛乳が余ってバケツに飲まないで投げるのです。それを子供たちは何と
も思っていないのです。もったいないという言葉がわからないのです。そういう教育をしたとは言い
ません。私も５人の親ですから、したとは言いませんけれども、投げるものに対しての罪悪感がな
いのです。 
ですから、皆さん結婚式でも、こういうホテル等でも投げたところ見たことあると思いますけれども、
それが自然だ、当たり前だという感覚になってしまったのです。我々が悪いというか、私は昭和２５
年生まれの開拓農家の次男坊です。イナキビ、アワと言ってもわからないだろうけれども。食べる
ものがもったいないのです。そういう感覚がどこでなくなったのか。たくさん申し上げたい中で、私
はこれを言いに来たのです。もったいない、粗末にするという部分を、どこかでこれは基本法の法
律でうたうはずがありませんけれども、どこかで運動としてもう一回見直さない限り、食べるものは
余ればドブと川に投げられ河川汚染になるだけです。畜産公害を訴える前に、皆さんの投げてい
る食料をタンパク源なりでん粉源なり、カロリーで計算して、もう一度冷静に考えてください。我々
は畜産公害に非常に神経を使っています。これらも合わせて努力していこうと思っています。 
それから、国費でいろいろな補助事業、助成金、すべて農家の懐に入ったような言い方される方
おりますけれども、よく考えてください。私は、オホーツクの紋別ですけれども、基盤整備に１０万
円程度かかります。今、道でようやく５％補助事業出してくれましたけれども、その５％出た途端
に、素焼きの土管、麦かん、工賃が２割から３割すぐ上がっています。これはなぜでしょう。やはり
最終的に農家からはとれるということなのでしょうか。行政の補助金も出していますから、行政か
らもとれると、そういう動きなのです。これを不思議に思わない人だれもいないはずです。私が先



ほど控室で言いましたけれども、やはり現地を見て土の上で草の上で、こういう委員さんが農業者
と農業関係者と語らうようになれば、もっといいアイデアが出るだろうし、もっと真剣な鳥肌の立つ
ような現実も見ることもできると思います。 
昔から言われておりますように、政府なり代議士は、東京の机の上で数字をはじいていいなと、現
場を知らないということを去年東京へ行って言ったら怒られました。北海道へは１３回行ってます
と、農家にも泊まりしたと、牛乳も御馳走になりましたと、そういう真剣な政府の職員が増えている
ことに私は感動しました。そういう意味で、もっと現場に入った声を聞いてほしいし、我々農民組織
も訴え続けていきたいと思っています。それと、私も１３０頭の乳牛を飼ってます。馬の背中のよう
なところの６０町で先ほど土地は公的な財産と言われましたけれども、国費で反１０万円を入れた
草地改良したところに、残念ながら今クマとシカとキツネが遊んでおります。これは笑い話ではなく
て、これを見て「わーっ、楽しい、クマ見た、キツネ見た」と喜んで帰る人いるでしょうか。もしいると
するなば、極めて残念な国民です。やはり農業そのものをもう少し理解する努力をしてほしい。 
それから、私は立場がら若い人と接する機会が多く、道の指導農業士なり、ファームアドバイザー
なり、市の農業人材銀行といってお嫁さんの話なり、４Ｈクラブのアドバイザー等やっておりますけ
れども、若い人は極めで割り切りがいいです。今の若い人は大学なり海外研修、別に珍しくありま
せん。そしてほかの企業で働いてきてＵターンした子供結構おります。 
過日二組目、ようやく成立させましたけれども、そういう意味で農業に対する感覚が、今女性の立
場から変わってきています。非農家の奥さんがほとんどです。「農村ってこういうとこでなかったは
ずなのだけれども、あなた嘘言ったでしょう」と、プロポーズする言葉で言ったのだろうけれども、そ
ういう部分で非常に「こんなはずではない」と、先ほど言われましたように食品加工なり、ファーム
スティなり、そういう部分の動きが非常に全道で高まっております。これらを一つの動きにするので
はなくて、１００戸なり２００戸なり１，０００戸なり増やして、今言われた都市との交流等に我々も努
力していきたいと思ってます。 
最後に、我々も乳価を１００円/kgから７３/kg円まで下げるような努力をしています。皆さんも農業
関係団体挙げてと言いますけれども、余りにも附属する団体が多過ぎます。それらの負担金はみ
んな農家から出ているわけです。そういう意味で、行政に申し上げたいことは、農業関係の組織再
編成を強烈に国の指導でもって行ってほしい。 
以上です。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。それでは、次に外山さんお願いいたします。 
〇外山氏：十勝、帯広で畑作専業農家を営んでおります外山です。今日は生産者であり、母親で
あり、女性である、そういう立場で意見を述べさせていただきたいと思います。今朝は十勝には霜
を通り越してしばれが入りました。今年は小豆の生育が、春先の低温のために遅くなり、霜に当た
って被害が多分何億という額が十勝管内では出るのではないかと思っております。ですから、ちょ
っとここに座ってお話をするのはちょっと平常心ではいられない、そういう状況にあります。 
このように農業というのは天候に左右される仕事です。それと同時に、これは日本だけに限らず、
世界各国の農業者が抱える問題であり課題です。そして、そういう中で私たちは食料を生産し、そ
して大地の恵みをいただいて生かされている人類です。そのことをまず私は国民すべての人たち
に理解をしていただきたいと思います。そのように、天候に左右され、そしてそれだけに私たちの
命の糧である食料生産というものは不安定です。世界各国の農業者が食料生産のために、一生
懸命汗水流して努力をしています。私はそういう中にあって、日本の国内の自給率が年々低下す
る、そういう現状にある中で、本当にそういう状況が日本の中で、これからますます自給率が低下
するということが、本当にあっていいのだろうか、そう母親としても生産者としても不満を覚えます。
昨年機会がありまして、ヨーロッパに農業視察研修に行ってまいりました。そちらの農業も抱える
問題は日本と同じです。後継者難、花嫁不足、高齢化、生産する物の価格の低迷、そういう中で
皆離農を強いられている現状です。それは世界各国共通の問題だと私は海外に出て改めて思い
ました。これ以上経済優先社会の中で、日本がお金だけで各国の食料を賄っていいのだろうか、
もっと日本人は食料について生きる糧について、国民全体が考えなければならない、そういう現実
にあるのではないかとつくづく感じてまいりました。日本のスーパーの店頭にまいりますと、日本の
食料、輸入の食料が所狭しと並んでおります。ですから、私たちはそのような食料危機感というも
のを考える、感じるいとまもありませんけれども、でも世界各国農業の置かれている立場は同じ
で、そういう危険性というものは、常にあるということをつくづく感じています。 
そういう中で、私は特に農業後継者の育成について述べさせていただきたいと思います。農業後
継者の育成と言いますと、農業生産を担う後継者、それが政策の中で大切なこととして、今まで農
業の中で論じられてきたと思います。確かに後継者の子弟教育というものはとても重要です。１０



年後には私たちの農協管内でも１割、２割の農家の離農が現実のものとして見えております。 
そういう中で、後継者がいかに意欲を持って農業という職業につくか、そういう子弟教育も大切だ
と思います。それと合わせて新規就農者の育成といいますか、支援活動も強化していただきたい
と思います。 
この四、五日間私の農場でも新規就農をしたいという方が見えて、農業体験をされていかれまし
た。私はその方に意欲を持って本当に生産者としてそういう人たちの意欲を農業・農村が受け入
れてあげられる、そういう地盤であることを本当に願っています。ところが、私たちのように生産現
場といいますか、農地を所有している者でさえ離農を余儀なくされる者もいる中で、新規就農とい
う形になりますと余りにもリスクが多過ぎます。そういう中で、意欲のある後継者の人たちや、新規
就農者の人たちに対する支援強化というものが、生産現場を考える上でとても重要な課題だと思
います。 
それと、高野さんもお話されましたけれども、農業を職業とする女性、つまり農村女性がいます。で
も多くの人たちは都市の住民といいますか、農業経験のない農村経験のない人たちが今花嫁とし
てほとんどを占めています。数字的に言いますと、８、９割がそういう形です。新しい彼女たちの感
性、今までの感性を農業・農村の中で生かすときに、農業・農村のさらなる活性化が図られると私
は確信しています。しかし、彼女たちに農業を職業としてとらえ、そして積極的に生産活動、地域
活動に邁進させるための教育というものは、なかなかとられておりません。行政の中でそういう後
継者育成の中での女性の教育強化、そういうものを考えていただきたいと思います。 
そしてまた、私たちは生産することに一生懸命で、これまで国民といいますか、消費者のことを余
り考えなかった、そういう時代がずっと農業の中ではあったと思います。そのことをきちっと反省す
るということが、これからの農業・農村にとって、とても大きいことだと思います。 
つまり、今よく言われております農業の国民的コンセンサスづくり、このことになりますけれども、や
はり国内で生産する農産物は輸入農産物と比較しても価格が高いです。しかし、その高い農産物
を理解して応援してくれる国民あっての農業であることを考えるときに、やはり都市と農村の距離
をどう縮めるか、そういう農業理解のさまざまな行政支援、そして施策を期待します。以上です。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。それでは、最後になりましたが、眞野さんよろしくお
願いいたします。 
〇眞野氏：ご案内いただきました眞野と申します。 
新しい基本法に向けて発言の機会を得ましたことを心より感謝を申し上げます。私は、石狩平野
のほぼ中央部、美しき唄の町と書く、美唄からまいりました。間もなく今年も文化の日がやってま
いりますが、私どもの唄の町でも小さな文化を見つけて、そのまつりの企画や準備が始まる時期
になりました。孫の通う１００人ほどの小さな小学校でも、年に一度の学芸会をこの日に合わせよ
うと、その練習に余念がありません。 
さて、ここまで申し上げますと、いとも平和でのどかな田舎がイメージされるのではないでしょうか。
しかし、その後が大変なのです。その様子も聞いてください。 
軽快で心地よい響きのはずのコンバインの走りが、いよいよ今年に至っては悲壮な叫びとなり、う
めき声に変わってしまったのであります。２０年前の米価水準が今年に至っては３０年前に３段飛
びで逆戻りです。もちろん生産費など賄える実態ではありません。その値段だけがタイムスリップ
された今年のお米の顔も、いつもなら誇らし気にもみすり機から躍り出る一粒、一粒の輝きが、心
なしか置きざりにされた古時計のようで哀れに感じます。あのマザーテレサは、人間として最も悲
惨なことは飢餓でも病気でもありません。自分がだれからも愛されていないのではないか、認めら
れてはいないのではないかと感じるときです。自分の役割や任務がないのではないかと感じると
きが最も悲惨なのだと言いました。 
まさしく、今日の農村はこのマザーテレサの言葉そのもののような気がするのです。こんな悲壮な
田んぼの中で基本法を考えるときに、せめて現基本法の基本理念、申し上げるなら、我が国の農
業は幾多の困苦に堪えつつ、その務めを果たし、国家社会、地域社会の重要な形成者として、１
億国民の勤勉な能力や１億国民の創造的精神の源泉として、使命を全うしてきた。加えてこのよう
な農業と、農業者の使命は今後においても変わることなく、民主的で文化国家建設にとって、極め
て重要な意義を持ち続けると確信すると、今の基本法の冒頭に書いてあるのであります。少なくと
も新しい基本法がこの理念から後退、逸脱することのなく、前進構築してもらわなければなりませ
ん。 
そこで、項目的に何点か申し上げたいと思います。 
まずは、稲作経営と米価水準の見直しと、安定に関する新たな制度の確立であります。特に規模
と地域性を配慮した専業的農業地帯が、持続的な営農によりその役割が十分に発揮できること、



そのことを基軸に据えた対策の確立であります。 
二つ目には、水の確保と農業・農村の多面的公益的機能についてでありますが、洪水防止機能を
はじめ、国土環境の保全機能、農村空間など農業者みずからが土地改良区組織の中で、農地や
水を守り、国家と国民的資産を保持し持続管理していることは、ご案内いただいているとおりであ
ります。公共的役割を土地改良区が果たしている事実、そのことを適切に評価していただかなけ
ればなりません。 
さらに、国際化の進展、農村の高齢化に伴う高度政策の推進が課題だと思うのであります。これ
からは、担い手農家を中心として、一層のコスト低減を目指した農地の整備がますます重要であり
ます。農業経営の体質強化、活力ある農村社会の形成を図るためには、農業・農村整備事業の
積極的な展開が必要であると考えております。 
次に、健康についても申し上げます。毎年国民医療費が増大し、昨年に至っては２７兆円と聞いて
おります。海外輸入食品に依存し、本来の御飯を中心とした日本的食事からの敬遠逸脱が最大
の原因であることにほかなりません。政治も社会も、１億国民が金と物に異常なほどに執着したい
びつな今の日本からは、健康の回復などを望むべきものもないことだと私は思うのです。もしも健
康を望むなら、もう１兆円御飯を食べてみてください。２７兆円がきっと半減されると間違いないと
思うのですが、いかがなものでしょうか。 
 今の農村の過疎衰退は極限の域であります。行政指導によりＵターンや新規就農の確保も、私
どもから見ると点の存在でしかありません。本当に農村を守れるのは農家子弟であるべきなので
す。せめて農家の子供たちが将来の生きざまを考えるとき、その選択肢の一つに農業が悠々と存
在する、そんな農業が再び訪れることを最後に祈りを込めて念願し、発言を終わらせていただきた
いと思います。 
長期にわたってご審議賜る調査会の委員の方、専門委員の方、皆様にねぎらいの言葉を申し上
げ終わらせていただきます。大変ありがとうございました。 

５．意見交換 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。 
以上をもちまして、１０名の方々からのご意見を聞かせていただきましたので、これから４時半まで
予定の時間までほぼ１時間ございますが、まず、委員とそれから本日ご意見を述べていただきま
した方々の間で、意見交換を少しさせていただきたいと思います。 
最初に委員の方から、ただいまの皆様方のご意見に対して質問がありましたら、どなたからでもご
質問いただきたいと思います。中村さんどうぞ。 
〇中村委員：太田原先生にお伺いしたいのですけれども、我々もその価格制度について、特に農
業部会でいろいろ議論しているものですから、特に最後でちょっと時間切れで恐らくお話になりた
いことが不十分だったと思うのですが、その所得政策へ転換すべきだとおっしゃいましたが、どう
いうことをイメージしておられるのか教えていただきたいのです。 
〇太田原氏：ありがとうございます。最後のところ時間切れになったのですが、結局農業基本法が
ＷＴＯ条約との整合性を求められれば、今の価格支持政策、国境措置、これをおろさざるを得ない
わけです。そのことを新しい基本法の中でどうするのかということが私の問題意識なのでありま
す。もし価格政策で守れないと、国際条約優先ということになれば、そこのところをどうするのかと
いう、どういう代替補償措置をとるのかというのが、基本法見直しのポイントにならなければならな
いのではないかと。今までのところ、私たちも伺っている限りでは、そこのところは明確に出ていな
いというのが大変残念であります。これは私が申し上げるまでもないのですが、大体ＥＵだけでは
なくて、カナダやアメリカのような国際競争力の強い国、大体ＯＥＣＤの先進国はほとんど何らかの
所得安定政策を持っている。価格で守れなければ所得で守るというのは、先進国の中の常識にな
っていると考えていいと思います。 
私、先週韓国に行ってきたのですが、韓国でも既にウルグアイ・ラウンド対策で例えば農地税とい
う固定資産税があったのですが、それを全廃するとか、それから基盤整備にかかる農民負担はゼ
ロにするとか、かなり日本から見れば思い切った措置をとっております。それに加えて水田、これ
は全国の水田に対して今１ヘクタール当たり６０万ウォンの所得補償という法律を準備しておりま
す。韓国の人たちの問題意識は、やはりそれが先進国の資格だと、その点で日本はどうするのか
と聞かれまして、まともな答えが我々できませんでした。日本は国内農業をあきらめるのかと、そ
れをあきらめないために今何を考えているのかということが向こうの質問なのです。この点に基本
法の委員会が国際的に答えていただいけるようにお願いしたいというのが私の趣旨でございま
す。 



〇荏開津座長：どうもありがとうございました。ほかにどうぞ。 
〇望月委員：山梨県でモモとブドウとそれからバラの花を作っております、委員の中での数少ない
生産者の代表です。 
今、こちらにおいでのお三方の生産者の言っていらっしゃることを、そのまま私が身を持って体験
しておりますので、逐一調査会の場で申しております。天候に左右されるということも十分申し上
げてあります。そして、山梨県で一番大きな富士川という川があるのですが、そこに６０６メートル
の橋がかかったのです。そして、それは農水省の補助金で作られたということを言われました。だ
けど、それを使っているのは全部が農業者が使っているのではないのです。そこをスピードスプレ
アーだけが走っているとか、そんなことではなくて、経済効果を上げるために農水省のお金でつく
った橋や道路を国民全体が使っているのですから、農家の方たちの補助だけが多いと言われるこ
とがたくさんあるのですが、そういうことはないということも申し上げています。 
それから、私も農村で暮らしておりますが、農家の年寄りたちが昔から言っていたことは、地元で
とれたものを食べていれば健康で長生きができると、ずっと言われていたのです。それがこの２０
年の間に随分外国からたくさんの食料が入ってきて、先ほども申し上げられたように、２７兆円とい
う大きな医療費が使われています。私もそれも申しました。そんなようなことで、質問ではありませ
んが、今一番私が言いたいのは、言い残していることがあるのです。それは農家のお母さんたち
が６割を占めて頑張っています。そのことをまだ言う機会がまだありませんので、今、一般論を代
表として言っておりますので、農家のお母さんたちもこのように頑張っているということを、これから
調査会で申し上げたいと思っております。以上です。 
〇荏開津座長：それでは、どうぞ。 
〇坂本委員：二、三質問をさせていただきたいのですが、まず戸田会長さんにご質問いたします。
株式会社の農業参入論に触れられましたのですが、ちょっと聞き違えてはいけないので確認する
のですが、流通会社については私は賛成ではないと。しかし地力を維持していくような考え方の株
式会社ならいいと思うと、こういうご発言と受けとめていいのでしょうか。もう少しちょっと詳しく。 
〇戸田氏：株式というのは株式会社の役員をしておりますからよく知っているのですけれども、お
金というものは、理念があっても人は変わっていきます。そうした場合、必ずお金は短期の利を求
めます。これは避けられないですね、基本的に。ですから、農業の場合は長期的に物を維持して
いかなければならないという基本的な課題があります。ですから、それが実行できるような株式会
社、例えばそこの経営者以下は、常に農業者のある程度の資格を持った人でなければならないと
いうことが私は基本だと思います。 
〇坂本委員：わかりました。ありがとうございました。 
それから、高野さんにご質問いたしたいのですが、ちょっと見ますと農業団体の役員というふうに
書いてございます。さっき団体等のスリム化、組織再編とおっしゃったのですけれども、もう少しそ
れをどういうことを言わんとしていらっしゃるか、お聞きしたいのですが。 
〇高野氏：ミスプリントと言うと事務局に悪いのですけれども、農民組織の役員と直してほしいので
すけれども、経済団体になりますので、農民組織と直してほしいのですが。 
実は北海道の草地協会等、今日見えられていますか。後でまた言ったかと怒られたら困るのです
けれども、草地協会と畜産会の事例発表のときにこれを言ったら、後で褒めてくれた職員がおりま
して、「なぜあなたたちは自分の職場を変えようとしないのか」と、逆に怒って説教したのですけれ
ども、その辺は坂本さん、僕はテレビ、新聞でよく覚えていますので、理解というかわかってくれる
と思います。外郭団体がいい方に外郭団体研究組織があればいいのですけれども、いい方もあり
ます。ただ、これも余り言ったら差し支えあるのですけれども、人の流れが余りにもひどい、お金も
ひどい、退職金の話などを聞くと、僕らは「何を仕事しているの」と、そういう意味でその負担金、そ
れから農協の決算のときに出る出資金の増高とはすべてそういうところに行っていると、そういう
意味です。 
〇坂本委員：わかりました。ありがとうございました。 
〇荏開津座長：ほかにどなたかでも、ご質問あればどうぞ。 
〇坂本委員：五十嵐さんにお聞きしたいのですが、さっきその農業に一般の消費者も含め国民の
皆さんが自由に参加できるようなものを組織は望むと、ただし株式会社を、だから望んでいるので
はないという発言と受けとめていいのでしょうか。もう少し何か思いがありましたら。 
○五十嵐氏：株式会社云々の議論ではなくて、今必要なのはむしろその農業者自身が法人化を
進めるということではなかろうかなという意味です。 
〇坂本委員：わかりました。 
〇荏開津座長：株式会社に関しては賛成反対というようなことは特にございませんか。 



○五十嵐氏：特にそこまで深く議論できませんので。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。 
ほかに委員の方から、皆さんよろしいですか。 
それでは、一応委員の方からの質問というのは終わりましたので、今度はご意見、先ほど７分とい
う時間を限って非常に窮屈な短い時間で申しわけありませんでしたが、もしなおご発言になりたい
点、あるいはこの調査会に対してご質問になりたい点と、こういうようなことがありましたら、どなた
からでもご発言いただきたいと思います。 
眞野さんどうぞ。 
〇眞野氏：去年たしか生誕１００年だったと思いますが、宮沢賢治さんが農業は頭で聞くものでな
いと、体で聞くものであると、こんな言葉を何かの文献で見ました。先ほど申し上げませんでしたの
で、少し私自身の身の振り方を申し上げたいと思います。私は、美唄の戦後開拓の開拓者で、北
海道の戦後の開拓行政の中で昭和２８年度入植での選考委員会で土地をもらって、２９年の４月
から原野へ入植をした。９町歩の配分の中でいわゆる開墾をし、そして基本法ができた３６、７年ぐ
らいから水田をつくって、そして今に至っておるのです。 
先ほど意見の中でも申し上げたのですが、コンバインが悲鳴をあげているよという表現をしまし
た。私ら農家から見るときに、やっぱり農機具の心やら田んぼの気持ちやら、そういうものがわか
っていただけるような人で、農業関係の議論をしていただきたいなとこう思うのが一つであります。
お米の輝きの話も文章の中に入れました。今朝も大体北海道は５時ごろから薄明るくなるのです
が、今日この会議に来なければならないものですから、息子と一緒に朝４時半に起きて５時から確
か６６俵だと思いますが、もみすりをして出てまいりました。やっぱり米の一粒一粒の輝きがどうも
ぱっとしないような気がするのです。 
なるほど、今年の北海道は１０４などという数字がこの前出ておりましたけれども、残念ながら質と
いい量といい予想外に悪いのです。大体私どもの空知という地区なのですが、去年、一昨年は９２
～３強の１等米が出たと思いますが、今年は恐らく半分キープするのは難しいだろうなという話
を、今日は藤野会長さんもいらっしゃいますが、空知管内の美唄、峰延、岩見沢の組合長さん方
も、そんな話をしております。私自身の米も大体今年１１町１反９畝の田んぼがありますが、そのう
ちの７０何％の約９町４反９畝だったと思いますが、田んぼで作っております。約８００俵余り作って
いるのですが、何とか半分ぐらいは１等米にいってほしいなと思って一生懸命出荷しております
が、残念ながら半分いくかいかないのかなと、まだ出荷は半分少しぐらいしかいっておりませんか
ら、まだわかりません。そういう状況の中で基本法を考えたら、先ほど申し上げましたけれども、基
本法に書いてある今の理念、やはり１億国民の教育的な役割を果たしていきているよと、その言
わんとする理念だけは、基本法の中に絶対生かしてもらわなければならないと、私はそう感じてお
ります。私ばかり意見申し上げて申しわけありませんので、これで失礼します。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。ほかの方どうぞ、藤野さん。 
〇藤野氏：さっき時間切れになって申しわけなかったのですが、その後今眞野さんからそれに触
れたお話もございましたし、特に今年のいわゆる新食糧法に移行してから２年目を迎えて、お互い
に新しい法律だけに、役所もまた我々それに携る生産者も、お互いに歩み寄りながら、いい意味
の食糧法にスタートしたいと、こんなことを合い言葉にこの新食糧法が出てきたと思うのですけれ
ども、これが実際に昨今の状況から申し上げますと、まことに生産者が再生産をできないのでは
ないかという不安を持つ結果に相なっているということが事実でございます。 
ご承知のように、３年連続の豊作があったということも事実なのですけれども、これは少なくても食
糧庁が去年の１１月に平成９年産の米は１２０万から１３０万トン買い入れしますよと、こういう約束
を我々生産者ともしてくれたわけですあります。ところが、平成８年の米がまだ売れ残っている、そ
して政府米がさらに在庫上積みになるという、そういうことも理由にして、今年はついこの間発表に
なった７０万トンしか買わないと、こういうことなのです。農家の皆さん方にしてみれば、我々が政
府が言ったことに違反をしたり、過ちを起こしたりすると、結構大きなペナルティーか罰則がつくの
ではないか、国や農業団体、私どもも政府と一緒だという叱られ方をしているのですけれども、国
や農業団体が我々に嘘を言ったら、何も罪もなくて終わるのかと、こういった厳しい指摘がござい
ます。私どもこの自主流通米の世界の中で、北海道の米だけを取り上げて申し上げますと、先ほ
ども数字が出ておりましたけれども、２，０００円から３，０００円、品質その他の例もありますから、
はっきりした数字は今の段階で言えませんけれども、少なくとも１俵当たり二千五、六百円の米の
減収につながるわけであります。そうなってまいりますと、この２，０００円というのは、大体１０ヘク
タールの農家で２７０万円ぐらいの損害につながるわけです。同じような生産をして前向きの努力
をして、今年はこういう気候でしたから少しロスが多いけれども、それにしても同じような努力をし



て、去年の１１月約束されたことから考えてみて、今現在１年の収益が２７０万減るということにな
ると、生活費は吹っ飛んでしまう。 
しかも、北海道の米、いろいろな形で原価計算をしてみましたら、１万４，３００円程度です。ところ
が今我々農業団体がいろいろ試算をして、北海道の米を今集荷をするために概算払いが１万３，
０００円しかできない、あとどれぐらい追加ができるのだと言われてみても、むしろこれに傷がつく
のではないかという不安の方が大きくて、追加精算は多分当てにしないでほしいと、こんな言い方
を各農協がしているはずであります。そうなってまいりますと、組勘もご承知かと思いますが、北海
道独特の組勘制度も必ず赤字になってきます。また、土地改良の資金だとか、あるいはいろいろ
な制度資金をたくさん借りておる者が返すことができないと、それから水稲単作地帯の農協も、今
年の決算を迎えるに当たっては、帯を締めることができないのではないかと、これらの措置は一体
農業団体としてどうするのだという意見が今、各地区からも非常に大きな声で沸き上がっておりま
す。私ども今、全国段階では、役所との関係、新しい平成１０年度の米をどうするかという、食糧庁
の問いかけに対してどう答えるかという議論をしておる最中であります。北海道に帰りますと、そ
んなことではなくて、９年度の我々の生活をどうしてくれるのだという声が非常に多いと、こういう状
況にございます。この辺のところも十分ひとつお酌み取りをいただきたいと、このようにお願いした
いわけであります。 
基本法の問題と多少ずれるかもしれませんけれども、これこそ基本法につながる問題でないかと
考えますので、今日は農水省の方もお見えでございますから、あえて申し上げさせていただいた
わけであります。よろしくお願いしたいと思います。 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。 
私どもの会は、最初に申しましたように、今年、来年というような問題を議論する会ではございま
せんけれども、今藤野さんお話のように米の問題は非常に将来にわたっても続くであろう大きな問
題でございますので、これも取り上げて議論することになっておりますし、いずれにしてももう少し
根本的な点から米の経済というのを立て直すといいますか、そういう必要があろうかと私ども考え
ておるところでございます。 
ほかに私どもの調査会やあるいは委員に対してご質問がございましたら、どなたからでもどうぞご
発言ください。 
五十嵐さんどうぞ。 
〇五十嵐氏：皆さんの意見を聞いておりまして、２点ばかり追加させていただきたいと思います。 
一つは、先ほど補助金の問題ございましたけれども、農業者だけが使っているわけではないとい
うお声ございました。これは私たち消費者もよく理解をしていることだと思っております。むしろ農業
のための補助金と言いつつも、いろいろな方たちが利用しているということが実態としてあります
ので、それに即したむしろ政策が必要ではないかと思います。ですから農水省、建設省、運輸省と
いった縦割りの中でのその政策がむしろ問題なのであって、消費者もそれについては農業補助金
が、農業者のためだけではないというところは理解をしているのではないかなと思います。 
したがいまして、その健康政策のことも触れられておりましたけれども、健康づくりにしても農水
省、厚生省、あるいは文部省といったところの管轄する事業が一緒になってやらなければならない
ことが非常に多いわけでして、そういった観点からそういったことを十分勘案して盛り込んでいただ
きたいなということが１点でございます。 
それから、２点目は農業に対する消費者の理解を広めようということですが、恐らく一番大変なの
は意識のない人にどう意識を持っていただくかという点だと思います。生活クラブに加入している
とか、消費問題に非常に関心のある人が農業生産に関心を持つという、これはかなり当然という
か当たり前の流れだとは思うのですけれども、もっともっと多くの消費者が実は関心のない消費者
に対しての理解をどう求めるかということが非常に長期的に見ると重要なのではないかなと、です
からそういう意味でも都市と農村の交流の場というのはさりげないところから、あるいは学校教育
の中ですとか、生涯教育の中に位置づけていくということが必要なのではないかなと思いますの
で、そういう観点からの議論もぜひお願いしたいと思います。 
○荏開津座長：どうもありがとうございました。私ちょっと一つ石川さんに私の方から先に質問させ
ていただきますが、先ほどその地域内の流通というようにおっしゃいましたけれども、これはその
川崎なら川崎の近辺というようなそういう意味でおっしゃったのかどうなのかちょっとはっきりしな
かったのですが、もう一度もう少し詳しくお話しいただけますか。 
○石川氏：やはり、先ほど望月さんもおっしゃってましたけれども、地元で作られたものを食べてい
くというのが基本ではないかなと思うのです。ですから、川崎で全てが作られているわけではあり
ませんけれども、少なくともかなりの葉っぱものの野菜が作られているという現状があるんです



ね。それをちゃんと川崎で作られているということをわかって食べていきたいなと思うのです。それ
がとても川崎だけではできないときに、それでは次にできるのはどこなのだろうかという、あくまで
も地域というのを川崎とか神奈川県とか限るつもりはないのですけれども、身近なところから広げ
ていった地域内流通が必要ではないかと思っております。 
○荏開津座長：どうもありがとうございました。それで、何かご発言。 
○石川氏：先ほど時間切れで言えなかった部分なのですけれども、これは調査会にやってほしい
ということになるかどうかちょっとわからないのですけれども、私たち消費者というのは、今の五十
嵐さんの発言とも関連しますけれども、農業の現状とか、食料の現状を余りにも知らされていない
なという思いがあるのです。それで、もちろん私は先ほども言いましたように生協活動を通したりし
ながら気がついたことを伝えるということは一生懸命やっているつもりですけれども、なぜか消費
者は活字にならないと、それからマスコミが取り上げないと信用しない、仲間の言うことは信用しな
いということがあるのですね。それも当然だと思うのです。何が輸入されているのかとか、何しろ私
たちの回りには食料があふれて、飽食、飽食といわれるほどに好きなだけ食べるものがあるわけ
ですね。そういうことを見ていると本当に今農業が抱えている深刻な問題とか、危機感とか自分の
ものになかなかできないのです。ですから、やはり本当はどうなのかということをもっと消費者に知
らせていくという必要がとてもあるように思うのです。それは消費者サイドだけがやっても本当に伝
わらない、そのこともう少し大掛かりに伝える必要があるのではないかなと思っております。 
○荏開津座長：どうもありがとうございました。消費者といいますか、都市に住んでいる人々と農
村に住んでいる人々との間の交流というのは、昔と違いまして非常に難しくなってきていると思い
ますが、距離が遠くなってきているという感じはみんな持っているところでございます。これどうす
るかというのはなかなか難しい問題かと思っておりますが、中村さん何か。 
○中村委員：今のお話にもちょっと関連して、先ほどから消費者とそれから生産者の断絶みたい
なお話がありましたので、私が日ごろ考えていることを言いますと、これは反論があったら言って
いただきたいと思います。なぜそうなったのかということを最近よく考えるのですが、私はその一つ
の大きな理由はこれまでの長い間の農業側の顔が、正直いって消費者の方に向いていなかった
と、つまりどっちへ向いていたかといえば偉い国会議員の先生方であり、あるいは偉い行政の官
僚の方であったり、つまりその国会議員の先生方、あるいは直接ではなくても農業団体というもの
を通して、そっちへ向いていたのかもしれない。また、それによってかなり政策実現が私は行われ
てきたのだろうと思うのです。そうなってきたその歴史が余りにも長かったものですから、一般の消
費者といいますか国民といいますか、そういう人たちが農業を見る目が私は大きく変わってしまっ
たと、あの人たちは非常にわかりやすくいえば政治的な力も強いし、それによっていろいろなこと
を要求し、実現をする力を持っていると。ただし我々、一般消費者の立場から言えばそんな力を持
っていないと、それで何となくそうやって疎遠になってきたことが今の結果を招いたというふうに私
は思うのです。 
ただ、今みたいにもう国民不在でその農業政策なり何なりを考えるということはできない時代にな
ってきた、そういう段階でようやくといいますか、その農業側も消費者の方へ働きかけて、少しでも
いろいろなことを理解してもらおうという雰囲気が出てきた。それはそれで大変結構なことなのです
が、余りにもその間の時間が長かったものですから、なかなか関心を強くすることができない。国
民的な合意を目指さなければいけないということで、私も確かにそのとおりだと思います。しかし、
正直いいまして、大変に残念なことなのですけれども、これが消費者というふうにいっていいのか
どうかということはちょっと疑問がありますが、例えば端的に言えば私の周辺の同じレベルで仕事
をしている、例えばＮＨＫの解説委員の三十何人いる人たちの意識などを見ても、私はこういう分
野で三十何年やってきたからそれなりに共感もあるし、文句を言うこともあるけれども、一般の感
覚からいえば農業基本法とか何かということには、全く関心がないというのが実態です。これは非
常に残念なことだけれども、しかしそれはある程度直視する必要があると、私は思うのです。ある
いは北海道新聞とかそういう地域の新聞の取り扱いがどうかもわかりませんが、中央で私は三つ
新聞を取っていますけれども、一生懸命この基本法のこと書いているのが日本農業新聞です。他
はまずよほど農水省がその部会にいい、おもしろい資料でも出したときには、まあせいぜい１段か
２段ぐらいで書いてくれますけれども、あとは本当に記事が出ないわけです。だから農業基本法の
ための調査会などといったって何をやっているかわからないわけです。 
しかし、我々は一生懸命そうやって農業者とかそういう方々に対しては、ときどき厳しいことを言う
こともあるのですけれども、内輪では非常にそういう問題は大事なんだということを、農業者の
方々に対するのとは全く別のような形で説得したりするのですけれども、それでもなかなかうまくい
かないというのが実情なのですね。 



ですから、国民の理解を得るには時間がかかるとは思いますが、それが一体何年までかかるかと
いうのはわかりませんけれども、私の申し上げているようなことに、いやそうではないのではない
のか、こういう面もあるよというようなことがもしございましたら、私はこういうところでご意見を伺え
ればありがたいなと思っています。 
○荏開津座長：戸田さんどうぞ。 
○戸田氏：今のお話に対して申し上げたいと思うのですけれども、北海道の場合、農業は基幹産
業なわけです。農業がおかしくなったら北海道はもう端の方から崩壊してまいります。今私どもで
は農業が基幹産業ということをもう一遍、北海道の中で再確認して、農業を基幹産業にして地域
的なこれからの産業起こしをやらなければいけないという立場で今活動を始めているのですけれ
ども、そこで農業基本法を拝見したときに明らかに農業については国が経営者なのです、この条
文を見ますと。 
そして、農家は働き手なのです。柏先生がいろいろな説明されて、そういう結論ですと書かれてい
る。としますと、先ほどのように消費者と農業者がそこにパイプはできっこなかったのですね、経営
者ではないのですから。やはり経営者として遇するならば経営者になるように育てていくという形
の教育制度がどうしても必要になります。そこら辺の議論がこの調査会でどのくらい議論されてい
るのか、これは真剣に議論していただかなければならない問題だと思うのです。特に北海道の場
合にはこの問題について、ぜひ真剣に議論していただきたい。 
 それから、経営というものは、やはり農業者の経営と一般企業の経営と若干の差はあるかもし
れません。しかし、経営という観点は常に消費者を考え、自分の生産を考え、その中間を考えて初
めて経営者になり得るのですから、そういう意味の教育があって初めて北海道の農業者は、国際
的にも競争できるだけの力を自分たちで作り出していくことができると思うのです。それだけの能
力は皆さんお持ちだと、私はいろいろな方と話して見ている中でそう感じています。そういう面から
ぜひご検討いただきたい、こういうふうにお願いしたいと思います。 
○荏開津座長：それでは、今の点についてちょっと坂本さんの方から。 
○坂本委員：全くご無理ごもっともな発言を聞かせていただいて非常に感銘をしているのですが、
先ほど五十嵐さんがおっしゃったと思うのですけれども、イベントでない交流というのは実際に大
事な発想であるというのを、私たちも今ゼロエンリゾート構想というのを、私、消費者交流を農業の
現場でやっておりますものですから、自由に入りなさいと、そのかわり自己責任管理ですよと、駐
車場も自分で管理、事故しても自分の責任ですよ、転んで怪我しても自分のことですよ、そしてこ
こからは農業者ニーズというのがあるんだよというそういうルールで今おつき合いをして１０年たっ
た。 
これは昨日、一昨日の連休見まして、これは本物になったな、今１２年になったのですが、本物に
なったなという感じがありました。とかく箱物を作っての交流というのは、これ活性化としてはよくわ
かるのですよ。地域の村長さんとかはわかるけれども、ただそれだけで交流が終わるという考え
方ない時代がもう来てしまっているということ田と思います。五十嵐さんが自然体の中での交流、
これはこれから農村地域がふるさとだと、「いやー、よう来たのう」と、「気をつけて遊べよ」とこうい
う地域社会をどう作るかというのが、これからみんなで議論しなければならない問題だということで
あります。 
それから、今お話しになりました教育の問題では、私は農業法人でやっておりますので、３０年間
農業したいけれども農業の基盤のない青年を受け入れるということでやってきまして、いろいろな
青年を東京や全国から受け入れてきました。その中で一番びっくりするのが、私は畜産を勉強して
きましたという青年が、朝４時半に起きて農場に入りますと搾乳に入るわけですね。牛に蹴られる
わけですね。そしたら真っ青な顔をして「私は、牛が蹴るというのびっくりした」と言うのですよ、畜
産やったという青年が言うのですよ、「もう私こんな農業は怖い」と、最初相当厳しく言ってもそうい
うふうな驚きがありました。１足す１は２の教育を日本はしてしまったと、もうこれですべてを正解と
したと、１足す１がマイナス２とか、１足す１が３という教育をこれからどう子供たちにしていくか。そ
れが農業、百姓教育であると同時に農業という百の試練に耐える教育だと、その辺ではマイスタ
ー、養成塾というようなことをこれから私は提言させていただきたい。今までも技術者は立派に育
っているし、それまで否定してはいませんが、私はそういう若者を見て感じておりますので、私もぜ
ひ代弁していきたいと思っております。 
○荏開津座長：中村さん。 
○中村委員：戸田さんのご意見は、大変参考になりました。今の基本法は、国が経営者だそういう
ふうに読めると恐らくそれではいけないということをおっしゃるのだろうと思うのですが、もう一つ先
ほどのことに補足して、今のお話とも関連して感想を申し上げます。私も４月にこの調査会が始ま



るときに基本法もう一回全部読んだのですが、そのときの印象は、この基本法はあくまで生産者
側から書かれているのです。 
つまり、食料の供給とかそういうことはちゃんと書いてあるけれども、そこに消費者の視点がない
わけです。つまり安全な食料を供給すべきだともないし、それから良質なという言葉もない。昭和３
６年という時代背景を見れば、あるいはそこまでは言えなかったのだろうと思いますけれども、今
度はそういう点はどうするかということは実はこの間多分食料部会だったと思いますけれども議論
をしましたので、先ほどの戸田さんのご意見なども織り込みまして、少しまた議論を重ねてみたい
というように思います。どうもありがとうございました。 
○荏開津座長：飯島さん、どうぞ。 
○飯島委員：今の農業基本法につきましては国が経営者だとこういうふうなことで発言がありまし
て、大変私はそういうことで考えるといろいろなことがよくわかるなということを思った次第です。基
本的には新しい農業基本法というのは、そのような状況から離れまして農家の方々が経営者にな
れるような基本法を作っていくことではないかということを考えますと、私ども経営に携わっている
わけでありますが、今農家の方が天候に左右されるというようなお話でありましたけれども、私ど
も企業も非常に変化にさらされている。普通の企業でもそうなのですけれども、変化にさらされて
いるものを何で対応しているかということになりますと、やはり前向きな指向で対応していかざるを
得ない。 
そういう意味では現状が生きていますものですから、変化に対応していく知恵といいますかそうい
うものを身につける必要がある。そういうことがやはり経営者になっていく道ではないだろうかと、
そのような視点でできるだけのことを考えなければいけませんし、またそういうことが慣れていらっ
しゃいませんので、それをどうカバーするかというようなことも一緒に考えていく必要があるのでは
ないだろうかと、そのように感じました。 
○荏開津座長：どうもありがとうございました。それでは、戸田さんどうぞ。 
○戸田氏：現在の農業基本法が基本的な問題を持っているとか何とかという意味とはちょっと違う
のです。農業基本法は昭和３６年に作られたときには、日本は復興期にありました。その中ではこ
れは相当役割を果たしたんですね。ですから、それは高く評価しています。ただ、時代の変化の中
で大きく変わらなければいけない。しかも、国際化の中でどうしても変わらなければならないという
ことであるとすれば、やはり農業者を経営者に育てない限りは、本当の解決は私はあり得ないと
強く感じています。またそういう意志をもって経営者になろうとしている農家の人はたくさんいるわ
けですよ。その人たちの後継者を育成するためにも、先ほどお話のように教育のあり方も問題で
あったということも我々よく認識しておりますので、ぜひ今回の基本法を通じてそういう面にメスを
入れていただいて、農家の皆さんが自信を持って農業経営に当たられるようにお願いしたいので
す。 
○荏開津座長：どうもありがとうございました。４時半までという時間が迫ってきたのでございます
が、今日は会場いっぱいの方々に来ていただきまして、私どもも非常に感激している次第でござ
います。もし、皆さん方の中からこの私どもの調査会に対してご注文なり、ご意見なりお持ちの方、
おっしゃりたい方がおありになれば、ぜひお聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
手を挙げていただければ、マイクを持ってまいりますが。どうぞ、どなたでもご遠慮なくご発言いた
だきたいと思います。今日はご意見を私どもが聞かせていただくということでございますので、存
分に、率直に、忌憚のないご意見をお聞かせいただきたいと思います。どうぞ。 
○会場発言者１：それでは、一、二点申し上げたいと思いますが、調査会の皆さん大変ご苦労さま
でございます。今それぞれ代表される皆さんから北海道農業の当面の課題なども非常に詳細に
述べられました。私はその中で何人かの代表の方も申し上げておりましたけれども、北海道にとっ
て基本法に従って今日までそれぞれ努力をしてきましたし、その評価が中央では北海道は優等生
だと言われております。 
しかし、ここにきてその北海道の農業が立ち行かないと、これもかなり皆さん今心配されておりま
す。米の問題については特に大きな問題になっております。その中で何人かの代表の方も話され
ておりましたが、特にやはり土地利用型農業における政策のあり方が非常に稀薄だと私は思って
おります。非常に弱いと思っております。 
それは先ほど戸田会長も言われておりましたが、土地と言うものに対する考え方が非常に肯定的
過ぎる。それは資産としての扱いでしか今考えていられない、こういう点だと思っております。 
それで、北海道のように土地利用型の農業を進めてきた現実として、その投資リスクはまるっきり
取れないという、こういう状況に今入っております。ですから、この点については調査会の中でも特
に論議を深めていただきたいとこう思っております。それはいろいろな手法があろうかと思います



が、その点をぜひお願いしたいと思っております。 
それから、もう一点は今日まで戦後特に基本法制定以来４０年いろいろな施策制度をやってきまし
たけれども、それがここに至っていわゆるこれだけの予算を使って農業がなぜこんなに冷えてしま
うのかと、このギャップが非常に不可解に取られている。それが国民から見て非常にその農業批
判というものが上がってきていると、こういう現実がございます。その中で今調査会の皆さんもそ
のあたりを鋭意努力しながら北海道に来てこういう公聴会も開かれて、いろいろな状況を把握し
て、次に役立てようということだと思いますけれども、私もいろいろ考えるに至って今日までの施策
が余りにも現場とギャップが埋まっていないのではないかと思うのです。例えば失礼ですが、調査
会のメンバーの皆さんも描がかれた方向というものに対して、安易とは言いませんがその検証と
いうものを十分していただきたいと思います。 
それは先ほど農業というものは、非常に自然というものに左右されるというところもありますし、農
業が今抱えている本当の問題、非常に土というものから出てくる重い課題ですね、自然も含めて。
こういう部分というものの組み立て方、あるいはそれが逆に公益的な機能を果たしている、あるい
は環境問題にも影響を与えている。こういう部分をきちっと組み立てた中で論議を深めていただき
たいと、これだけの農業政策を組みながら日本の農業がなぜこんなに弱ってしまうのかというとこ
ろを、大々的にメスを入れていただきたいと、こう思う２点でございます。以上です。 
○荏開津座長：どうも貴重なご意見をありがとうございました。ほかにどなたかありましたらどうぞ
お手を、挙手をしていただければマイクを持ってまいります。前の方へ。 
○会場発言者２：簡単に２点ほどお願いしたいと思います。今日のお話の中で農村という視点から
の議論が少なかったように思うのです。私はいつも言っているのですが、今非常に農村に踏みと
どまって耕し続けるということが、非常に難しくなってきている。それはなぜなんだということを十分
ご検討いただきたいと思います。多分北海道でもそうですが、日本全国このままの状態でいくと、
農村からどんどん人が去っていってしまうのではないかと、農村から人が去っていくことが日本の
国民全体にとって、あるいはもっといえば都市の皆さんにとってどういう問題につながっていくか、
これは非常に心配な点です。 
そのことと関連して申しますと、やはり太田原先生もおっしゃっていましたけれども、農家の皆さん
に農村に踏みとどまってもらうには、やはり教育とかさまざまなこともあると思いますが、しかしや
はりガットの合意以降日本の農業政策のやるべきことをやっていないのではないかと。西ヨーロッ
パ諸国がやっているように国境措置も、農産物の価格政策も以前のようなやり方はできないと思
います。やはりその諸外国がやっているような価格政策だけでは、その農家の皆さんに踏みとど
まってもらえない所得の確保ということをもう一度ご検討いただきたい、この２点を申し上げたいと
思います。 
○荏開津座長：どうもありがとうございました。ほかにもう一方、その後ろの方に。 
○会場発言者３：簡単に申し上げます。公募で落とされたので一言だけ言って帰りたいと思いまし
て発言いたしますが、一つは藤野会長さんが言われた今の米価の問題で、調査会は将来の農業
を、食料問題を研究するというか、答申していくわけですけれども、私は将来を待てないような状
況だと思っていまして、その意味では調査会の真価自身が今この時点で問われているのではない
かなということが、私の言いたいところです。 
それから、生産農家というのは私ども含めて一番自分の経営にとってプラスになるものを作るわ
けですよね。いろいろなリスクがあるのですけれども、その中で一番いいものを選択してやるので
すけれども、ただいかんせん北海道の場合も特にそうなのですが、選ぶ作物が限られてきている
ということがあります。現に私どもは遺伝子組み換え作物で菜種とか大豆などいろいろな作付けを
しようということで運動も進めているのですが、北海道で菜種を作りましょうと思っても種子がな
い、東北農試に行かなければないという状況なわけですよね。 
そういう面では試験研究機関の充実というのが、この中では余り触れなかったのでそういう面では
作る作物を大事にしていくというか、作物そのものを育てていく、守っていくという姿勢が必要なの
ではないかというようなことです。以上簡単に。 
○荏開津座長：どうもありがとうございました。もう一方そちらに手を挙げられた方、どうぞ若干時
間ございますので、最後のご発言ということでお願いいたします。 
○会場発言者４：それでは若干お願い申し上げたいと思いますが、調査会の皆さんには大変ご苦
労いただいてお礼申し上げたいところでございます。なお、何点かつけ加えてご検討いただきたい
という要望を申し上げたいと思いますが、実は今日のこの公聴会のご案内をいただいている資料
の中で、いろいろその目的が書かれてきておりますけれども、最終的には抜本的な見直しを図り
たいと、このようなことになってございます。 



それで、前段陳述者からそれぞれご意見述べられておりますけれども、それぞれもっともなご意見
ばかりなのです。ただ、人それぞれその視点といいますか、角度が若干違いますから、トータル的
には言ってみればばらばらということが一つ言えると思います。これは仕方ないことだと思います。
そういうことを聞きながら私が感じたのは、ここに看板がかかっておりますけれども、これ一括した
もののとらえ方をすると、非常に頭がこんがらがって何が何だかわからなくなってしまうというよう
な気がいたしました。 
それで、私が感ずるのは、やはり食料というのは食料産業、それから農業は農業という産業、それ
から農村というのは地域の産業ということが、それぞれ最終的にはネットワークされないと、陳述
者のご意見が一つにならないだろうと、私はそんな感じがいたしました。特に、消費者団体的に来
ている方のご意見から言いますと、先ほど戸田先生がおっしゃったように、やはりこの調査会の細
分された項目の中にも入ってございません。そういったことがやはり明確にされるべきであり、なお
また、農業の関係機関というものの現状のあり方、こういったものもトータル的に織り込んだ中で、
この調査を進めていただくことが必要でないかなと、私はそんな感じがいたします。地域にあって
最終的には農業が担い手によって、承継されていくような地域の産業を作っていかなければなら
ないというような使命がございますので、日本の農業はどこへ行こうとしているのかという、日本国
中の産業の中にあって、農業という産業をどういう位置づけにするのかということが、この見直し
の中で明確になってくるようなことを期待したいと思います。以上です。 

６．閉会 
〇荏開津座長：どうもありがとうございました。 
本日は、貴重な数々のご意見をいただきまして、またこの北海道は、日本の中でも農業の中心的
な地域でございますが、この北海道に固有の問題ということもいろいろと勉強させていただきまし
た。 
お忙しい中を意見陳述人の方には７分という時間を限ってのご意見を述べていただくためにこの
会場まで来ていただきまして、本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 
本日、会場からも幾つかのご意見をいただきまして、これらのご意見をできる限りこれからの調査
会の検討に生かしていきたいと考えております。農業基本法の抜本的な見直しということは、これ
からの若い人たちのために２１世紀を目指して作っていくわけでありますので、非常に難しいこと
でございますけれども、できるだけ広い立場からの国民の意見を取りまとめ、新しい考え方という
のを打ち立てていきたいと、このように考えておるものでございます。 
本日は、本当に皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。これでこの公聴会を終わり
ということにいたしたいと思います。どうもありがとうございました。 
（拍手） 


