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１ 開  会 
○後藤座長：定刻になりましたので、食料・農業・農村基本問題調査会の東北地方公聴会をただ
いまから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 
○後藤座長：まず最初に、本日の地方公聴会に出席をいただいております委員、専門委員の
方々を御紹介いたします。私は、本日の進行役を務めさせていただきます後藤でございます。調
査会の農業部会の座長を務めさせていただいております。 
 私の右手の方から御紹介いたしますと、岩田三代委員でございます。 
 大泉一貫専門委員でございます。 
 浅田健太郎専門委員でございます。 
 次に左手の方でございますが、細川久米夫委員でございます。 
 加藤三郎専門委員でございます。 
 菊地眞専門委員でございます。 
 以上でございます。 
 地方公聴会におきましては、食料・農業・農村政策のあり方につきまして、幅広く地域の方々の
御意見を伺うという目的で、意見陳述人に御参加をいただいております。当地域の各界を代表す
る有識者５名の方と、一般公募で応募されました５名の方、計10名の方にお集まりをいただいてお
りますので、御紹介をいたしたいと思います。 
 まず有識者として、私の方から向って右側の方から、木村春雄ＪＡみどりの代表理事組合長でご
ざいます。 
 佐藤守岩手県藤沢町長でございます。 
 篠原章一河北新報社編集局次長兼報道部長でございます。 
 白松一郎白松がモナカ本舗代表取締役でございます。 
 芳賀唯史みやぎ生活協同組合専務理事でございます。 
 次に、一般公募で応募された方でございますが、福島県伊達町の小野敏弘さんでございます。 
 秋田県大曲市の齋藤紀子さんでございます。 
 岩手県一戸町の松川美雄さんでございます。 
 宮城県仙台市の村上貞則さんでございます。 
 宮城県仙台市の横須賀和江さんでございます。 
 以上でございます。 
 当地方の公聴会につきましては、一般公募により応募していただいた方が45名の多数に上りま
した。この45名もの方の中から５名の方について人選を行うということはなかなか難しい面もござ
いましたけれども、東北農政局とも御相談をし、調整をいたしまして、こちらにおられる方々の御参
加をお願いするということにした次第でございます。 
 したがいまして、今回意見陳述をしていただけなかった方も大変数多くに上ってしまったわけで



ございますが、各界各層の方々に幅広く東北地方の御意見を開陳していただこうという趣旨で人
選を行わせていただきました。 
 また、できる限り現場に近い声をお聞かせいただこうという考えから、従来あまり全国的な場で
の御意見を発表されるような機会がなかった方を中心にして選出をさ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東農林水産審議官、岸東北農政局長、実重企画室調査官が出席
しておられますので、御紹介いたします。 
 それでは、議事に入りたいと存じます。 

３ 調査会の検討状況等の紹介 
○後藤座長：まず最初に私の方から、これまでの食料・農業・農村基本問題調査会の検討状況な
どにつきまして御紹介をさせていただきたいと思います。 
 まず、調査会の設置に至る経緯でございますけれども、現在、農政についての基本的な方向を
定めた法律として「農業基本法」がございますが、これは昭和36年に制定されたものでございまし
て、その後、今日まで36年経過し、特に最近におきます農業、農村の大きな変化や急速な国際化
の進展を背景といたしまして、この農業基本法を見直すべきだという意見が各界から提起されて
まいりました。 
 世界に目を転じますと、21世紀に向けまして人口、食料、環境、エネルギーの問題が地球的な
規模で重要な課題になっております。また、こうした状況の中で、我が国の社会が将来にわたって
発展をしていくために、農業基本法だけでなく、我が国における食料・農業・農村のあり方や政策
の方向について抜本的な検討を行うことが必要な情勢となってきたわけでございます。 
 このため、本年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
会が設置されまして、各界各層から委員、専門委員が参集をし、議論を今行っているところでござ
います。その委員、専門委員のメンバー等につきましては、お手元の資料４を御覧をいただけれ
ばというふうに存じます。 
 次に、調査会の検討状況について申し上げます。お手元に配付してあります資料３「食料・農業・
農村基本問題調査会の検討状況」を御覧いただきたいと存じます。 
 第１回の基本問題調査会は、４月18日に開催されまして、内閣総理大臣から諮問をいただきま
した。第２回、第３回の調査会は、５月13日、６月13日に開催されまして、委員の自由な意見交換
を行いました上で、今後調査会として検討していくべき項目について整理を行いました。これがお
手元に配付してあります資料５「食料・農業・農村基本問題調査会における検討項目」でございま
す。 
 この資料５を御覧いただきながら、各部会における検討状況について簡単に御紹介をしたいと
思います。 
 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いる検討項目を中心とし
ながら、これまでに世界の食料需給、我が国の食料安全保障のあり方、食料・農業分野において
国際的に果たすべき役割、食品産業政策のあり方などについて議論を行ってまいりました。 
 農業部会におきましては、「Ⅲ 農業政策」に記載されている検討項目を中心としながら、これま
でに農地及び担い手、農業経営の安定のあり方、国内農業の生産性向上のあり方・環境と農業
生産の関わりのあり方などについて議論を行ってまいりました。 
 農村部会におきましては、「Ⅳ 農村政策」に記載されている検討項目を中心としながら、これま
でに我が国における農村地域の位置づけ、農村地域の定住条件の整備・土地利用の現状と課題
等、中山間地域の現状と課題などについて議論を行ってまいりました。 
 調査会の今後のスケジュールといたしましては、引き続き議論を深めまして、本年末には食料・
農業・農村政策に関する基本的な考え方について「第一次答申」として取りまとめる予定としてお
ります。また、来年におきましては、第１次答申を踏まえまして、具体的な施策の方向について更
に検討を行いまして、来年夏頃には最終答申として取りまとめる予定になっております。 
 以上が当調査会における検討状況等でございますが、現在、年末の第１次答申の取りまとめに
向けまして論議を更に深め、また集約をしていくことが必要になってきております。 
 このような調査会での検討に当たりまして、我が国では全国各地域で多様な農業が営まれてお
りますので、各地の関係者の方々の御意見を伺うことが不可欠であるというふうに考えまして、全
国４カ所、札幌、仙台、岡山、熊本におきまして地方公聴会を開催することといたしたものでござい
ます。 
 また、国民的な合意を目指す調査会といたしまして、国民の方々の生の声を直接伺うことが重



要であると考えまして、意見陳述をされる方のうち５名の方は一般公募によったところでございま
す。 
 そのような趣旨でございますので、意見陳述をされるに当たりましては、どうぞ忌憚のないお考
えをお聞かせいただきたいと思います。一わたり意見陳述をしていただいた後で、私どもと若干の
意見交換、質疑といったことをさせていただければありがたいというふうに思っております。 

４ 意見陳述  
○後藤座長：それでは、ただいまから順に意見陳述をお願いいたします。意見陳述は着席のまま
御発言をいただきたいと思います。時間といたしましては、恐縮でございますが、お１人７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、意見陳述を開始されましてから７分経過しましたところで、
恐縮でございますがベルが鳴りますので、その時間を意識して簡潔に終了していただくようにお願
いを申し上げたいと存じます。 
 これは、往々にしまして、この種の公聴会で前の方が長く話しになりますと、順番で後の方が時
間を非常に制約されるということになって、公平を欠くということがございますものですから、こうい
うことをやらせていただくことになったわけでございます。お許しをいただきたいというふうに存じま
す。 
 それでは、最初に、木村さん、お願いをいたします。 
○木村氏：木村でございます。本日の公聴会に発言の機会をいただきまして、まことにありがとう
ございます。そしてまた、私ども農業者は今、新しい基本法に限りなく大きな期待を寄せているとこ
ろでございます。 
 今、皆さん方御承知のように、秋の取り入れもほぼ終わる段階でありますけれども、農家の方々
に笑顔がないということが事実でございます。このことは何を意味しているのかと。当然ながら、
今、米をはじめとする農産物の過剰基調の中で、果たしてこれからの農業がどうなるのか、意欲を
持って農業を続けられるかというような疑心暗鬼にかかっているということではないかと思っており
ます。 
 戦後、私ども農業者が日本の胃袋を養ってきました。そして昭和30年代には開田ブーム、40年
代は減反、そして現在は大きな過剰基調に直面しているということでありますが、私は、私ども農
業者も農業団体も含め、あるいは国の農政の中で、その競争原理の中へ突入することへの対応
が大きく遅れたということは否めない事実だと思っております。 
 そういうことで、今、耕作放棄地が増えているような状況の中で、農業収支のバランスが崩れて
いることにより、本当の農家がやる気をなくしているという現状でございます。それを前提として幾
つか申し上げたいと思っております。 
 初めに、国民が必要とする食料の安定供給を確保すること。これはやはり１つの大きな数字的
な目標値があって、それを着実に実行していくということになりませんと私どもの営農体系が計画
的に行われないということで、将来への大きな不安感があるものと思っております。そこで、可能な
限り国内生産を維持拡大することが今後も必要であろうなと思ってございます。 
 それから、食料の安定供給の関係でありますけれども、やはり持続的な農業の展開なり農村の
維持活性化という観点からは、農地の確保ということは極めて重要ではないかなと思っておりま
す。必要な農地が計画的に保全されるということは、やはり農業の基本をなすものだと思っており
ます。 
 そして、株式会社が農地に対する権利を取得云々ということがささやかれておりますけれども、
私は、このことは農地の投機的な取得につながらないかということで、果たして農地そのものから
農産物が生産されるだけにつながるのかなということで、大きな疑問でありまして、反対でござい
ます。 
 また、今マスコミ等でも問題になっておりますような極端な規制緩和についてであります。平成７
月11月１日から新食糧法が制定されまして、今、農家には、売る自由があるゆえにそれらのツケ
が大きく残っているという現場の状況でございます。従って、そのような規制緩和の中には１つの
統制部分があってしかるべきと思っておりまして、それらの整理を明確にしないと、ただ単に規制
緩和だけでいいのかなという疑問がございます。 
 それから、農業の持続的展開と農村を活性化させていくということにつきましては、当然ながら、
今の高齢化社会でございますし、担い手がなかなか育たないということでありますから、これは経
営の安定が図られるような、汗して頑張ればこうなるのだということが報われるような農政がなけ
ればならないなと思ってございます。また、農畜産物の販売価格は低落の一途をたどっている中



で、生産コストの低減というのはもはや限界感があるなという観点から申し上げているのでござい
ますが、新規就農者の確保という観点からも、低コスト農業というものは大きくこれから問題視す
べきだろうと思っております。 
 それから、生産性の向上については、平場と山間地の問題というものを大きく分離してとらえる
必要があるのではないかなと思っております。これまで米に特化した国内の農業生産というものを
再構築すべきだろう、つまり、国内も、東北も、県内も、適地適作ということがあってしかるべきだろ
うと思っております。従って、可能な限り平地については農地の拡大を進めていこうという方向性
が望しいと思っておりますし、４割を占める中山間地につきましては付加価値生産ということが大
きく取り上げられてしかるべきと思っております。それらがうまく組み合わされることによって、初め
て効率のよい農業生産ができるものではないのかなと思ってございます。農業は御承知のように
市場原理だけでは困難な面がございますので、その辺、十分に検討する必要があろうと思ってお
ります。 
 今後とも担い手が定住できることが是非とも必要だということで、都市住民も含めた新規定住者
の流入の促進ということも、行ってよろしいのではないかと私は思っております。これまでの歴史
の中での農業者だけの農業というものではなくて、やる気のある人が農業につく、そのことによっ
て日本農業の全体を構築していくということも１つの方法ではないのかなと思っています。 
 また、一方において、今、後継者不足なり高齢化の中で、ＪＡなどが農業の生産にかかわるとき
が間もなく来るのではないかと思っております。私自身はこれが今必要だと思っておりますけれど
も、それをすぐやるということにつきましては、農家のやる気をなくすということで控えさせていただ
いておりますが、そう遠い問題ではないのだろうとも思っておりまして、それらの誘導策等も部分
的には必要だろうと思ってございます。 
 いずれにいたしましても、今、農家個々が非常に自信を失っております。そして、私どもＪＡも、あ
る一定の努力はいたしておりますけれども、国際化の中、あるいは国の農業政策の中で、私たち
の努力が一気に吹き飛んでしまうということが多々あるわけでございますから、必ず将来につなが
るような農業政策を実行していただきたいなと思ってございます。 
○佐藤氏：「農業」、「農村」という言葉がありますけれども、日本の場合ですと本当に多様な農業
と農村があるわけでありますが、私は典型的な中山間地帯の、いわゆる農村の首長でございま
す。そして、先祖から授かった農業で生きられる町をつくろうということで、町の総力を挙げて地域
経営に当たっている立場で申し上げたいと思います。 
 まず１つは、御案内のとおり、農村と申しましても、今、農業従事者は少数派になっておるのが現
実でございまして、よく言われます、林業は70代、農業は60代というその言葉も、私どもの町にも
当てはまるような現況を呈しております。 
 そして、今までありました農業の、いわゆる世襲制、そしてまた自作農主義というものは完全に
空洞化の一途をたどっておりまして、そこに新しい農業をつくる以外に展望はないというのが現況
でございます。 
 その場合に、農業の世襲、自作農というものが空洞化しておる現実の中で、地域として農業を再
生しようとするときには、単に農業のエリアの中に住む住民だけではなくて、その地域全体に住む
住民の共同作業として農業を構築する以外にないと思います。そして、地域にある農業資源を時
代に合ったように有効に再編成するという営みは、欠くことのできない課題としてあるわけでありま
す。まさにそういう意味では、地方自治体はその任にあると私は思うのであります。 
 現在農協とか農業委員とか、様々な組織はございますけれども、それは今までの農業という基
盤の上に成り立つ組織でありまして、決してエリアの全住民がそれに網羅され、参加されておる仕
組みではないわけであります。今申したとおり、エリアの中に起こった農業という１つの産業の衰
弱と申しますか、空洞化という現実をクリアするためにはその次元にとどまってはならないわけで
ありまして、どうしても地域全体の課題として取り組まなければならない。そういう意味では、今、
地方自治体は地域経営の基本において、地域の基本産業である農業を地域全体の責任でどう守
るかという課題に直面しておるわけであります。 
 そういう意味では、私どもは「自治体農政」という言葉を使っておりますが、今の農業者、農業に
生きる人だけの問題ではなくて、地域社会の永劫の歩みの中で、地域の基幹産業としての農業
を、今そこに生きている住民全体で守ろうとする取り組みが、その中身でございます。 
 そのように考えて取り組んでおりますときに、いろいろ今までの農政の大きな問題点に遭遇する
わけであります。例えば、地域の中で、農業資源を有効に再編成しようとするときに、自治体自身
が農地を所用することは許されないわけであります。こういう状態では、遊休農地の有効活用、経
営体再編成１つとっても、何らこれに対応でき得ないというのが現況でございます。 



 従って、私は、本来農政は、国民の食料政策、そして景観政策の根幹をなすものでありまして、
まさにそういう意味では、１つの法体系のもとに国の責任でなさるべきであるとは考えますけれど
も、しかし、具体的な地域の経営、地域の自然の利活用、農業の再生の問題というものは、そこに
生きる者の共同の作業として取り組まれるような、いわゆる農政において自治体をどう位置づける
のか、これが今後検討されるべき大きな課題ではないのかと考えておるわけであります。私ども
は、そういうことで、現在、新しい農地500ha、そしてダムを３つつくるなど、地域の限られた自然資
源というものを有効に活用するために、水資源、そして新しい経営体の創出など、町の総力を挙
げて取り組んでおるところでございますが、今申し上げましたように、今の制度というものは、既存
の農業のエリアにそのウエートがございますので、自治体としての施策というのは困難な点もござ
います。 
 しかしながら、それを推進するために、町としては、第三セクターとしての農業開発公社とか、流
通機構とかを設置しながら、総力を挙げて、今のこの農業事情を切り開く努力をしておるのでござ
いまして、そういう意味では農業政策は、単に既存の農業組織に限らず、自治体が地域農政の先
頭に立って運営するいわゆる第三セクターなどに対しても、力強い御支援というものが今求められ
ておるのではないかと考えております。 
 私どもも、十数年間、第三セクターをつくりまして、地域農政の先頭に立ってまいりましたけれど
も、この運営に対する支援は直接には何もないわけであります。従って、もう少し自治体農政とい
うものの今日的な意味というものを御理解いただいて、中山間地帯における住民総ぐるみの農政
再生の取組みを御支援賜れればと思うわけであります。 
 それから、もう１つ具体的には、何と申しても、この農業は自然との関わりの中でやるもので、最
善を尽くしても天の恵みがこれを阻むときがあるわけでありまして、これは甘えではございません
けれども、再生産を確保する価格支持と、農産物価格の安定化というものは必要不可欠なもので
ありますので、この点に対する深い御理解と国民的合意の中で制度化をお願い申し上げたい。 
 それから、農業、農村と一口で申しますけれども、まさにこの仙台平野みたいに穀倉地帯もあれ
ば、不備ながらもいろいろと農政の中で保護される農業もあれば、私どもみたいに中山間地帯の
中で、畜産にしてもリンゴ栽培にしても、正に自分の、生産者の経営努力の中で国際化に対処し
ておる農業もあるわけでございまして、そういう意味では、条件不利地域というものに対する財政
的な支援というものも、これは是非お願い申し上げたいと。そうでなければ社会的公正は貫かれ
ないのではないかというふうに思いまして、２つ目に、その条件不利地域に対する特段の御配慮
を願いたい。 
 それから、３つ目には、私どもは、やはり自己完結の農村の中では生きられないと考えておりま
す。この地域が持っております自然景観資源を都市の方々と共有しながら、みんなの大事な財産
としてそれを守り動かすという、その行為の中に農村に生きる者の生きがいをつくってまいりたい、
また、それ以外に道はないであろうと思います。この農村、中山間地帯が都市の方々と共有でき
るようになるような社会資本の整備についても、是非お願い申し上げたい。 
 特に今、そういう施設、例えば宿泊施設等をつくりますと、何か農村の方々の財産をつくるような
錯覚に陥りがちですが、決してそうではないわけでありまして、私どもの地域にあります広域農
道、それから宿泊施設をとりましても、全ては仙台市民の方々とか、都市の方々が利用なさってい
るわけでありまして、この点に対しては深い御理解をいただきたい。 
 特に、土地整備もそうでございますけれども、いろいろ補助金はいただきますけれども、結果とし
てそのために労働生産性が向上し、そして農産物が安くなってしまう。今、農村が国からいただい
ております生産のための様々な補助というものは、回り回って移転所得として都市の方々にその
恩恵が積み上げられ、農村現場には内部留保できないという現実等もあるわけでございますの
で、ひとつ、国民財産と申しますか、都市の方々と共有している不可欠の財産として農村をとらえ
ていただいて、そのための施策をいろいろお願い申し上げたいと思うわけであります。 
 特に、お願い申し上げたいのは、この農山村における地方自治の営みということに御理解をい
ただいて、それに対する農政推進のお力添えを賜りたいということでございます。 
○篠原氏：最近、私の友人の中に、休日を畑仕事で過ごす、言ってみれば日曜農民といった方々
が大分増えております。これは中年の趣味、道楽のたぐいかと思ったら、必ずしもそうではない。
結構、20代後半とか30代前半とか、そのクラスまで広がりつつある。 
 郊外に、例えば20坪とか30坪とか、そのぐらいの畑を借りて、休みになると奥さんと一緒に出か
ける。サツマイモをつくったり、トウモロコシをつくったり、トマトをつくったりということで、結構楽しん
でいらっしゃる。 
 野菜を買うのであれば、例えばダイコンを買うのあれば、スーパーの野菜売り場に行けば非常



に手軽に買えるわけですね。しかし、それをやらないで、自分で土いじりをしながら収穫の喜びを
味わうというか、これまでの価値感にない、新しい価値感みたいなものをその土いじりの中に見出
しているのではないかなと。これはお金で買えないものだというふうに考えています。 
 脱工業化社会と言われます。当然、人間の価値感も変わってきています。工業社会の中では経
済の効率性が大きな価値判断の基準になっていたわけですが、どうも別の新しい価値判断ができ
つつあるのではないでしょうか。日曜農民のたぐいも、どうも価値感の変化を端的に表している１
つの現象ではないのかなという感じがしております。 
 では、それは何だろうかと考えてみますと、どうも心の充足感といったものではないのかなと。非
常に漠然としたことなのですが、そんな感じを持っております。やはり、これからの農業を考える場
合は、この価値判断の変化というものを非常に重要なファクターとして取り込んでいかないと21世
紀に対応できないのではないかという思いを非常に強くしております。もちろん農産物も重要な国
際貿易品目でありますから、ある程度、自由競争の原理によって淘汰されるというのは時代の流
れの中で必然的なことだと思います。しかし、だからといって、農産物を産業社会のルールである
ところの市場原理だけに任せていいのか、全面的にゆだねたら一体どうなるのかという危機感を、
私は感じております。これを突き詰めて言うと、生産性を上げるために農村はどんどん大規模な農
作物の工場になってしまうのではないか、一体、それで人間の住みやすさとか、自然の生態系と
か、そういうものが守れるのかなという感じがしております。 
 それから、経済効率の高くない国の農業は、この論理を進めると当然、自然死の道を余儀なくさ
れる。それでいいのだろうか。やはり、食料のある程度の自給率の確保が国のもといになるので
はないのかなという気がしております。 
 では、食料自給率を、今の40％というのは余り低いですから、どのぐらいにしたらいいのかという
ことは、ちょっと私、専門外ですので詳しいことをわかりません。これは専門家の先生方に検討し
ていただくとして、ただ言えることは、アジアとかアフリカのいわゆる発展途上国では、これからど
んどん人口が爆発的に増えるだろうと言われております。21世紀になった場合、これが食料不足
の大きな引き金になるだろうということは目に見えているわけです。日本は貿易黒字が非常にたま
り過ぎて困る、金はあるので買えばいいではないかという議論が一部であるようですけれども、金
さえ出せは食料は好きなだけ手に入るということは21世紀の世界では通用しないのではないかな
という感じがしております。特に言いたいのは、日本人が主食としている米ですね。ちょっと手前み
そで恐縮ですが、河北新報では去年から今年にかけて「オリザの環」――オリザというのは稲の
学術名だそうですけれども、この企画を連載しまして、世界の二十数カ国の米生産地を取材しまし
た。その結果分かったことは、米というのは主食として非常に優れているだけでなくて、その栽培
自体が他の穀物生産に比べると非常に環境に優しいというのですね。それから、非常に優れた生
活文化みたいなものが米から生まれていると。ほかの小麦とかに比べると非常にすぐれた特性を
持っている。従って、国内自給はもちろん、我が国の稲作技術を世界に広めることが国際貢献に
もなるのではないかという感じがしております。 
 農業を市場原理とか経済の論理を中心に考える時代は、もう既に終わっているのではないでし
ょうか。稲作技術による国際貢献の話とか日曜農民の話を紹介したのも、人間的な生き方はどう
あるべきかということがこれからの農業にとって非常に大きなテーマになってくる、非常に大きな関
わりを持ってくると思います。 
 そのことを考えますと、新しい農業基本法を描く場合は、「超農」といいますか、農業を超えた、あ
るいは非農業と言ってもいいのかもしれないそういう視点、つまり、農業以外のアプローチが最も
重要ではないかなということを、最近痛感しております。 
○白松氏：白松でございます。てまえども、創業以来、一貫して最中と羊羹というものを製造販売
させてもらっております。和菓子の中でも身近な存在であり、どなた様からも気軽にお召し上がり
になっていただけるお菓子ということで今日に至っておるわけでございます。御承知のように、和
菓子の原材料は、日本のこの気候風土の中ではぐくまれ、生産されてきた作物ばかりでございま
す。あんこは小豆やアカエンドウマメなどの豆類からつくられており、それに加えて、てまえどもは
胡麻を使ったあんこなども考案いたしております。この胡麻も昔から貴重な栄養源としてなじみが
深いものでありますし、栗なども縄文の時代から重要な食料だったということは、三内丸山の遺跡
でも証明されておるとおりでございます。 
 最中の皮は、お米を砕いて、餅にして、煎餅のように薄く焼き上げております。和菓子の命は素
材であると、私はこう考えております。素材が悪ければどんな技術をもってしても最高の味と品質
までに最中、羊羹を高めることはできない。このことは長年の経験から明らかでございます。蚕だ
けが絹糸を吐きます。そこで、そこそこの材料でよいものをつくるのが職人の腕というお考えもある



かもしれませんが、少なくともてまえどもにはそのような考えはありません。 
 和菓子業界においては、風味のよい、歩留りの高い北海道の小豆を、安定した価格で安定供給
していただくことが必要でございます。そのためには作付面積の拡大・確保をお願いしたいのでご
ざいます。 
 大福やミツマメなどに使用されているアカエンドウマメも、大事な主要原料の１つでございます。
何せ少量生産品のため、天候等の条件により価格の乱高下を招きやすいという問題があります。
この少量品への代替品を輸入品に求めるのは品質的に問題があり、安定的な供給を求めたいの
でございます。１つの地域だけでなく、複数の地域での供給態勢という方法を考慮していただけな
いものでございましょうか。 
 砂糖についてでございますが、砂糖関税は農水省さんの格段の御努力によりまして、平成９年４
月からキロ５円値下げになりました。来年４月には再度、５円引き下げられることが決まっておりま
す。しかしながら、内外格差を考えますと、引き下げ額が不十分であり、残っておりますところの10
円もできるだけ早い時点で撤廃をお願いしたいのでございます。 
 委員の皆様は先刻御高承とは思いますが、砂糖の値段は、日本を100とすればアメリカが67、イ
ギリスが57、フランスが71、ＥＣの平均をとりますと79というのが現況でございます。今年は農水省
さんや県の農政部さんの適切な指導と、農家の方々の英知と農業に対する情熱で、幸い豊作で
あると聞いております。何よりと安堵している者の１人でございます。 
 最中の皮を作るためには米が大事なのでございます。数年前、米が大変不作な年がございまし
た。しかし、詳細に見てみますと、同じ自然条件の中でも、一定度の量と高品質のお米が収穫され
た田んぼと、ほとんど全壊に近い田んぼがあったと聞きました。これは何を意味するのでしょうか。
間違いかもしれませんが、技術の差ではないかと思っています。平坦地の少ないこの国土で、い
かに農業の生産性を高め品質を高めていくか、このことにたゆみない努力と研究が重ねられてま
いりました。高度の農業生産技術こそが日本の農業の付加価値であり、特徴であると思います。 
 加美郡中新田に「ラドファ」という商品がございます。お米に付加価値をつけて販売しており、大
変好評を得ていると聞きました。県の農政部長さんは、日本の台所から炊飯器をなくしたい、その
ためには農業、加工業、商業が一体となって共生共栄していけるのが理想だし、地場産業が栄え
ない地域は活性化もしないと語っておられます。てまえども、食品業者として、日本の農産物を最
高の味に仕上げ、お客様に提供することで、農業に貢献する一翼を担わせてもらたいと考えてお
ります。今後も、やせ我慢と言われるかもしれませんが、国産農産物にこだわり続ける姿勢は変
えません。 
 どうか、よいものを安定的につくっていただきたいと考えております。手間がかかっても、そのた
めに値段が高くなっても構いません。農協さんばかりあてにしないで、などと言うとまたお叱りを受
けるかもしれませんが、本当によいものをつくっていただくならば、私どもは必ずしも集荷業者さん
からではなく、直接、生産者の皆さんとお取り引きしたいとも考えております。 
 国産品を使えばコスト高になると言われますが、これも努力次第だと思います。てまえどもが自
社で製造販売をしておりますのも、１つに無駄な流通コストをかけたくないからでございます。ま
た、少々割高でも本当においしいものをつくれば、お客様から支持をしていただけます。 
 最中や羊羹といった日常的な和菓子は、まさにお客様の舌、つまり味覚そのものが価値を決め
てくださいます。おいしくなければ次は買っていただけません。てまえどものような小さな菓子屋が
商いを続けさせていただけるのも、たくさんのお客様の御支援があるからだと思っております。 
 もう１つだけ言わせていただければ、これからは、長寿食として世界から注目を集めている日本
型食料や日本の食文化を、もっと積極的にＰＲすることが必要ではないでしょうか。従来、日本は、
外国から食文化を取り入れることに熱心で、日本の食文化を外国に紹介することには余り熱心で
はなかったように思います。輸入ばかりでなく、世界に広めていく。これも日本の今後の課題では
ないでしょうか。 
 長くなり、お聞き苦しい点もたくさんございました。木村組合長さんとか、佐藤町長さん、篠原報
道部長さんのように格調高い話でなくて、自社のＰＲを含めてしまいましたことをお詫びいたして、
私の意見陳述にさせていただきます。どうもありがとうございます。 
○芳賀氏：意見を言わせていただく機会を与えていただきまして、ありがとうございます。私どもみ
やぎ生協、３月末が事業の締め切りでございますが、昨年末で46万世帯の加入をする非常に大き
な組織になってございます。宮城県内の世帯比で申し上げますと、58％の方が生協の組合員とい
うことで、全国の中でもコープ神戸に次いで２番目の加入率になってございます。 
 食料品を中心に、いわば小売りを営んでいるわけですが、一般小売でいいますと、売上高、私ど
も生協で供給高と呼んでおりますが、96年度で980億円になっておりまして、おかげさまで宮城県



で１番という地位を築かせていただいております。 
 こうした多くの消費者の参加と、基本的な支持を受けております原動力は、私どもが生協創立以
来、安全な食品、できれば宮城の地でつくった食品を、生産者との交流を深めながら消費者の食
卓に乗せていくという事業、私ども「顔と暮らしの見える産直」と呼んでいるわけですけれども、そ
の活動を事業の中軸に据えてきたからであろうというふうに常々思っている次第でございます。 
 そうした到達点を踏まえて、今日は、お願い、要求を、５つの視点で整理してお話しをさせていた
だきたいというふうに思います。 
 第１番目は、日本農業の再構築を図るに当たりまして、特に消費者の視点を重視した農業政策
について、国民的な合意を図っていくことを徹底していただきたいということでございます。 
 具体的に申し上げますと、現在、消費者の農産物に対する要求は、安全であること、環境に優し
いこと、地域社会の維持に役立つこと、国土保全に役立つこと。こうしたことが際立って最近強くな
ってきております。こうした要求をもとに農業施策を徹底していくことを、まずお願い申し上げたいと
いうふうに思います。 
 もう少し具体的に３点申し上げます。第１は、食料品の安全性確保を重視し、食品衛生の観点か
らの施策を強めていただきたいということでございます。農薬等の安全基準の作成に当たりまして
も、生産段階、流通、消費の各段階で一貫した系統的な安全対策が講じられる必要があろうかと
思います。また、消費者要求にこたえる表示制度を充実していただきたいということも申し添えな
ければなりません。 
 今年に入りましてから、私ども組合員の最大の関心事は遺伝子組み換え食品でございます。こ
の表示につきましても、消費者の要求に答えた表示制度を是非確立していただきたいということ
を、第１点目に申し上げておきたいと思います。 
 第２点目は、農産物の流通規格の問題でございます。現在の過度の規格分けを、消費者ニーズ
に沿った実質本位のものに転換をしていただきたいということでございます。第３点目は、先ほど
申し上げました、これからの日本農業の再構築に当たっては生産者と消費者の相互理解が何より
大切だろうと思っております。消費者と農業生産者、農村との交流を積極的に推進して、相互理解
を促進するための活動に支援をお願いしたいということでございます。 
 以上が、大きく申し上げまして第１の消費者視点の重視といったことでございます。 
 第２番目でございますが、農業資源の確保と食料の自給力、安定供給の確保に全力を尽くして
いただきたいということでございます。これも細かく３点申し上げます。 
 第１点目は、国内自給力の維持向上の基礎でございます、農地の確保と維持の施策を強く進め
ていただきたいということでございます。先ほど消費要求が非常に高まっているということで御紹
介申し上げましたが、国土や地域や環境の維持、国民生活の視点も踏まえた中で、土地利用の
線引きを改めて行い、優良農地の転用を規制することが必要であろうというふうに思います。 
 ２点目は米の問題です。国内自給の維持を図るために全力を挙げる必要があろうかと思いま
す。そのために、米の消費拡大への国民的合意形成への施策を強めることも大切かと考えます。
 ３点目は、生鮮野菜や加工原料農産物について、品質向上のための施策を強化することと合わ
せまして、鮮度保持処理を施せるような国内流通網の整備を行っていくことに支援をする必要が
あろうかと思います。 
 大きな３番目でございます。力強い農業経営の育成のためには、自主性の助長を図る必要があ
るということでございます。また３点申し上げます。 
 第１点目は、中心的な担い手を核といたしまして、兼業や高齢者農業、小規模農業を切り捨てる
のではなく、適切に地域営農体系の中に位置づける必要があろうと思っております。また、農業経
営の中での女性の地位と役割を正しく位置づけることが重要だろうと思います。２点目は、農業コ
ストの引き下げにつながる農業基盤整備を進めていただきたいということです。３点目は、農業後
継者、人材育成を重視して、農業教育制度の抜本的な充実を図る必要があろうかというふうに考
えます。 
 大きな４番目です。環境保全、国土維持政策を重視していただきたいということでございます。ま
たこの中で３点申し上げます。 
 第１点目は、日本の農薬、化学肥料の多投入農業を見直し、農薬や化学肥料の投入を少しずつ
でも減らしていくこと。そのために、農薬、化学肥料の環境への影響を再評価し、情報を積極的に
公開することをお願い申し上げたいと思います。 
 ２点目は、畜産廃棄物、稲わら、家庭・産業生ごみなどの地域循環システムを確立し、循環型農
業生産体系を確立する必要があろうかと思います。更に、日本型の有機栽培基準を確立して、公
正で透明な有機農産物の認証制度を早期に確立していただきたいということをお願いしたいと思



います。 
 ３点目は、農業政策の中で国土地域維持のための政策を強めていただきたい。森林の維持保
全や棚田の保全等についても、政策の中にはっきり位置づけることをお願い申し上げたいと思い
ます。 
 ５番目の視点は国際化の問題です。３つ申し上げます。 
 食の安全基準の国際平準化について、安全と健康確保の立場から積極的な国際主張をお願い
したい。２つ目は、貿易の自由化の方向を前提としながらも、各国の事情による段階的な移行措
置を認める国内世論の形成に努力していただきたい。３つ目は、ＷＴＯ、コーデックスなどの国際
機関で、最近、食料輸出国の意見が強過ぎると思います。食料輸入国としての日本の立場からの
発言を強化していただきたいと思います。 
 以上が、５つの視点での私の要求でございます。 
 最後に、新しい法律と行政のあり方について、これも簡単に３点、要求を述べます。 
 １つは、新しい法律については、安全、環境、国土保全、地域社会の維持、農業者の自主性の
助長、消費者、市民の参加を理念の柱にしていただきたい。２つ目は予算問題です。農業土木中
心の予算を改めて、更に予算の政策決定過程での透明性を高めて、情報公開を積極的に進めて
いただきいということでございます。最後は、農政の展開は、農水、国土、自治、建設、環境、通
産、厚生などの各省庁の機能錯綜や縦割りを排しまして、総合的で一貫した施策になるように抜
本的な見直しをしていただくことをお願い申し上げたいと思います。 
○小野氏：福島県伊達町の小野敏弘と申します。現在35歳であります。一応、果樹と野菜の複合
経営ということで、総面積約２haと50ａ位の、ごく一般的な地域営農体系の中の一農家でございま
す。 
 今回このような機会を得させていただいたことに対しては、大変感謝申し上げたいと思います。
これまでの先生方のいろいろな御検討というのは、相当に大変なことだなと思っております。まし
てや、我々がこれから営農していく中での基本的な問題をもう一度洗いざらい見直して、我々がや
りやすい法律、方向性を見出していくためのいろいろな話し合いをしていただけるというのは、
我々にとっても本当にありがたいなというふうに感じております。 
 自分たちがやっていることが、全ての日本の国民の方々の食料を生産するという自負を我々は
当然持っております。しかし、国内の自給率というものはどうなのだと言った場合、40％がいいの
か、80％がいいのか、果たして100％全部が我々の生産能力の中で確保していくのがいいのかと
いうことが問題になります。我々生産者自体が、では100％私たちがつくりますと言った場合に、消
費者の方が100％買っていただけるのでしょうか。100％周りの一般の方が食べていただけるので
しょうか。まずその問題があります。 
 今のことに関連してですが、やはり国家の安全保障というのは、防衛、エネルギー、そして、やは
り食料。というのは、食料政策はやはり国家保障の柱であり、国家的規模で長期的な政策というも
のを樹立していただければ一番幸いかなと。その中で、生産者サイドにどのぐらいのことができる
か。自分たちも食べていかなくてならないものですから、その中で自給に携わる者としてどのぐら
いのことができるかということを考えていければなというふうに思っております。 
 今ちょっと申し上げましたように、確かに現在、日本というのは、お金の面で大変いい国だと周り
から見られがちであり、飽食の時代と言われています。とにかく食料政策の中で、消費者自らが地
球的規模で食料の自給の動向をもう少し考えていただけるような、要するにそういう考え方が表に
出るような、ＰＲと言ったらおかしいですが、そういう部分が必要だと思います。 
 我々が生産したものが全て消費者の口の中に入りますので、先ほど言われましたように安全の
確保というのは当然必要かと思います。しかし消費者サイドで米が余っている。なぜ余っているの
か。安全性に疑問があるからなのか食べないからです。野菜が安くなる。なぜ安くなるのか。食べ
ないからです。果たして、輸入農産物をその感覚で食べないでいるのかといえば、そうでもないよ
うな気がします。そういう安全性の部分というものを、やはりそれぞれの方が考えていくことが必要
ではないでしょうか。自分たちも消費者です。生産者でありながら消費者という立場を持っておりま
すので、その辺の踏まえというものは必要かなというふうに感じております。 
 農業についてということで、農業政策等については、やはり農業者自身がこれから企業的な経
営感覚を身につけるための自助努力が必要です。自分の生活経営というものを円滑に進めるべ
く、努力というものはとにかく必要です。周りの地域、国家に携わって食べていけるのであれば、そ
んないい商売はございません。逆にそんなことで食べていけるならば、仕事の面での楽しさという
ものがなくなるのではないかというふうに考えております。我々の努力が全ての農業の発展につ
ながるという確信はしております。 



 しかし、現況においてこれだけの農産物価格の変動があった中で、次年度、再来年度、その次
の年に農業再生産を行えるような収入の安定がないがゆえに、後継者の不足、いろいろな意味で
の地域の問題というものが、今起こっているような気がします。 
 それに対して、農業所得に保障制度をつけろというのは余りにも甘えた考えかもしれませんが、
せめて再生産が可能となるような価格安定の制度を構築していただければなというふうに考えて
おります。 
 先ほど来から農地の確保ということが出ております。自分たちの地域の中でもそういう問題が出
ております。しかし、農業者の認定制度の中においても、いろいろな制度が今はできております。
農地の流動化を進めて、やる気のある者には与えますよという国の制度もあるし、県の制度もあ
るし、各町村における地方自治体の中にもあります。ところが、我々がその土地を欲しがっても、
その土地自体を持っている人というのは農業に携わっていない一般住民の方です。 
 そういう部分において、では農地をお貸ししますよという形でお願いされる。でも、我々が今やれ
る農地の確保ということで、例えば、１時間も２時間もかかる場所に通勤をしながらその場所で農
業をやれと言われても、実際上、これは今は無理な問題です。中山間地とか耕作放棄地の問題も
含めてですが、やはりこの問題については、農業団体、農業者、農政だけで考えても、もう解決す
る部分というのは少ないと思います。 
 やはり、一般の市民の方、一般の方々全てを含めた中で、財政の投与等も含めた中で、全ての
人間がその地域を守る農業を守らなくていけない、地域住民の生活も守らなくていけないというの
であれば、農業側だけが考えるのではなくて、一般市民の方も含めて考えていかなければいけな
いと思います。 
 一般市民の方が、耕作放棄地があるのであれば何かの形で農業をやりたいというようなことが
あれば、そのような形でもいいのではないか。いわゆる農業者だけが農業生産をしていく者ではな
いのではないでしょうか。 
 先ほどちょっと出ましたように、日常的な農業でも、ある程度の農業生産者というような形になり
得るわけですので、そういう部分についてはやはり農業団体、農業だけの問題ではないのではな
いでしょうか。それは全ての周りの一般的な問題として考えていかなくていけないのではないかな
というふうに思います。 
 中山地の問題についても先ほどちょっと出ましたけれども、私が思うに、中山地の農地が足りな
いということで、プロジェクトとかでいろいろ広げてきたわけですね。そういう中で、農業ができない
ような場所を農地として残しているところが、まだ残っております。そういう部分をもう一度見直し
て、農地としてではなくて、必要であれば林に返す、山に返すというような施策も必要になってくる
のではないでしょうか。 
 それには、グリーン・ツーリズム等の方法もあるかとは思いますが、やはりこれもそこの地域の
農業だけで考えるのではなく、姉妹都市関係とか、都市の方々と一緒になって都市型のプロジェク
トを組むといったものを考えていかなくては、もう農業の部分だけの考えで前に進むということはで
きなくなってくるのではないかなと思います。 
 最後になりますが、一番農業をやっている側から言わせていただきたいのは、食料・農業・農村
政策は、農業者は農業団体だけで考えても新たな展開は見込めないということです。農業というも
のが、食べる方も含めた中で全ての方の財産というふうに考えていただけるのであれば、一般市
民の方も全て巻き込んだ中で、一般の人々が理解できてこそ本当の農業・農村の問題点を解決し
ていけるのではないかというふうに思います。 
 とにかく、今度の法律というものを、ごく一般の方が我々農業者に対してこういう法律があるので
はないかと逆に言っていただけるぐらいの、周りの方が理解できる、そして活用できる施策を講じ
ていただけるようなものにしていただきたいと思います。 
○齋藤氏：10日ほど前、大潟村の友人の女性から葉書が来ました。「稲刈り真っ盛り。トラックが村
じゅうを走り回っています。最近の米の値段が下がっていることで、収穫した籾が軽く感じられま
す」とありました。 
 また、２～３日前、大曲市の農家の女性からは、「大きな力で、私たちが今、押しつぶされようとし
ている。私たちはどうしてこれから食べていったらいいのかしら」という、悲鳴に近い言葉を聞きま
した。 
 私が住む大曲市は、米どころ仙北平野に支えられている商業都市です。米の豊作、不作が、ま
た米の値段の上がり下がりが大曲市の経済に大きく影響しています。私ども大曲市消費者協会
320人は、事業計画の中に「食品の安全性」「安定した食料の確保」「地場物は地場で」というテー
マを持っています。 



 そこで、農業生産者と話し合いをし、現地を視察し、食味テストをし、また、小さく単発ながら直販
も試みました。今、スーパーでは、あふれんばかりの食品、食材の山があり、安全性に疑問を残す
輸入品の山積みがあり、その一方で、その裏口から廃棄される大量の箱ごとの食品、食材に心が
痛みます。その中に、音もなく迫ってくると言われる将来の食料危機の仕組みがあります。 
 このような中で、農業問題には豊作、減反、在庫、補助金という相反する事情が存在します。で
すから、農業生産者との話し合いはいつもかみ合いません。「米をつくればつくるほど借金が増え
る。後継者がいない。農政はころころ変わる。どうせお天気任せだから。サラリーマンのようにのん
気で、きれいで、給料と年金のついた暮らしではないから。」本当に農家の方々はサラリーマンを、
のんきで大変すてきな暮らしだというふうに把握しているようでございます。 
 また、「農家は天日干しのおいしい米を食べているのですよ」とか、「消費者は多少硬くても古くて
も買ってくれるから」とか、本当に私たちが唖然とするような言葉を言う人もいます。このような状
態での、話し合いは後味悪く、このままでは消費者と生産者のつながりがぷっつり切れてしまう
と、とても心配しました。 
 そこで私どもは、「若い農業生産者を励ます」というテーマを持ちました。彼女たちは意欲的で、
元気で、柔軟でした。消費者の声に耳を傾け、また、よく聞いてくれました。小さいながら直販所を
開いてくれました。まさに生産者が見える生産物。新鮮で安全です。行列ができました。それから、
農家の人たちと懐深い交流が始まりました。 
 このような会話がありました。「来週、大きな会合があるから、大曲のナス漬をつくってね」とか、
「親戚に新米を送ってちょうだい」とか、あるいは、「あなたの家で味噌を煮るとき、私のうちの分も
煮てね」という、農家の技術、材料が付加価値がついて売れています。 
 これから収穫する農産物の販路が開かれ、来年の作付計画、冬場の仕事へと展開しています。
店に飾りつけたソバの花が思いがけなく高く売れて驚き、その人は来年はもっとたくさん植えなくて
はと目を輝やかせていました。 
 彼女たちは、減反の土地に、花、スイカ、大根、トウモロコシ、いろいろの品目を作っています。
広いスイカ畑は２年後、友人の近くのダイコン畑と取り替えるということです。そのダイコンは、ぬ
かをいり、一味違った「いぶりがっこ」として出荷するという、親のその活力ある働きに、娘や息子
はよく手伝うと言っております。彼女らは口々に、「土地があってよかった」「育てる楽しみがある」
「収穫への感謝」その上、「思いがけなくよい収入を得た」と言います。 
 一方、私どもの消費者の反省としては、豊富で、新鮮で、品揃えよく、安全で、しかも安いという
過大な要望をするのではなく、安全で新鮮な旬のものを上手に調理する工夫も必要と思います。
旬にナスは大量に廃棄されるということを聞きました。三十種以上のナス料理が日常できるような
暮らし方が必要だと思います。農業生産者の苦労、その過程を知って、よい関係をこれからも作り
上げていきたいと思っております。 
 これからも、農業生産者を励まし、理解を深め、将来の食料問題をともに考えていきたいと思っ
ております。 
○松川氏：岩手県一戸町、通称「奥中山」というところから参りました松川です。それでは、意見を
述べさせていただきます。 
 これからの日本農業の展望という立場に立って現状を見た場合、現在の兼業農家や担い手の
高齢化の実態は大変大きな課題であると感じております。また、農地の資産的所有ということが非
常に進行いたしておりますけれども、農地など経営資源の次の世代や担い手への移動と集積が
大変困難になっていることも大きな課題でございます。 
 このことから、これからの食料・農業・農村を描く上で、土地利用にかかわる施策と担い手にか
かわる施策をどう方向づけるのか。これが特に重要と思われますので、今日はこの２点を中心とし
て意見を述べさせていただきたいと存じます。 
 初めに、土地利用にかかわる施策につきましては、これまで国営レベルの農業関連公共事業や
構造改善事業などによりまして、農地にまつわる整備は一定の役割と成果を挙げてまいったわけ
ですが、今日の国際競争力といったことを念頭に置きますと、依然として小区画、分散、個別経営
体依存の土地利用という姿が大勢を占め、生産コスト、特に労働生産性や資本の投資効率から、
多くの問題を抱えているといったところが実態でございます。 
 この点につきましては、これまでの土地利用の議論の中で、いかに小区画、分散の農地を集
積、整備し、専業的担い手や経営体に農地を集めながら効率利用するかということで、交換分合
や換地、また所有権と利用権の分離による農地の流動化などが考えられ、新たな法整備も含め
て検討されてきているところだろうと思っておりますが、私は、これらの作業の全ての前提となる条
件として、もっと日本の農業の基幹となり得る作目や部門に注目すべきだろうというふうに思って



おります。 
 具体的には、稲作、畑作、果樹、あるいは酪農、畜産などが基幹になり得るだろうと思っておりま
すが、これから、日本農業の多様な作物や、部門の特性や実態に踏み込んでの検討が十分加え
られる中で、平場、あるいは中山間地、それぞれの地域での適地適作を見きわめ、平場、中山間
地での作物の最適化による土地利用をどう図るのか。大胆な土地利用の転換と連動して、地域政
策、農業政策の再編が模索されてもいいのではないかというふうに思っております。 
 日本と同様の中山間地を抱えたヨーロッパでは、平場は穀物や集約的肥育牛の生産を、中山間
地は酪農、畜産といった、草地化による土地利用の農業といった具合にはっきりと分かれ、中山
間地の農業も経営として育てるという施策が実行されております。 
 更に、中山間地が条件不利地域として生産性やコストの面で平場地域と比較してハンディを背
負う部分に対しては、適正な農地管理による国土環境保全機能や、国民に対する保健休養機能
の提供などを評価し、国民的コンセンサスのもと、直接所得補償により手当てをいたしておりま
す。 
 日本の場合、平場も中山間地も米を中心としながら、競合する形で、同じような農業が行われて
いるのが実態であるわけでありますから、特に米は構造的な生産過剰や減反という悪循環に陥
り、中山間地においては経営という体をなさぬほど零細な農業が相当数存在するという実態か
ら、農業経営依存の立地から離れていっております。日本の中山間地政策の基本は、産業政策、
経営支援政策として方向づける議論の整理が必要かと存じます。 
 現在の過疎化、高齢化といった中山間地の実態を温存した上での、中山間地対策の目玉であ
る直接所得保障などの導入は、社会保障政策として一定の効果はあるにせよ、抜本的な中山間
地の活性化対策としては限界があり、納税者としての国民の負担感を助長するものになりかねま
せん。中山間地は基本的に畑作、果樹、酪農、畜産といった土地利用型の粗放的な農業に切り
替え、平場は稲作や集約的農業を中心に担ってもらう。こうして、土地利用における経営──産
地の棲み分け、機能分担を図り、適地適作、産地としての規模拡大による効率化や競争力の強
化の図るための基本の枠組みをつくることが出発点となるのではないかと考えております。 
 酪農経営という私の立場から、中山間地における酪農の姿、可能性について少し触れてみたい
と存じますが、酪農の産品である牛乳、乳製品の我が国の市場は、単品ベースでは米の1,000万ｔ
をしのぐ1,200万ｔ、３兆円の産業に成長いたしております。国内での生産供給量は850万ｔ、自給率
において75％という実績です。酪農はこの30年間、大変大きな変化を遂げました。戸数は10分の
１の４万戸弱と減少しながらも、生産性は2.5倍に拡大いたしております。１戸当たりの規模は経産
牛頭数で30頭と、ＥＵ諸国の25頭を上回っております。単純な比較ですが、この生産規模は10ha
の稲作経営に相当するものと思われます。 
 専業化率も非常に高く、第一種兼業農家と合わせた比率では約90％となっております。後継者
の確保も、専業の場合で50％、耕地面積はその利用面積が約15haというのが現状の酪農の姿で
すが、いわゆるリストラが進んでいるもので、生産性規模でもＥＵをしのぐ成長を遂げ、いろいろの
問題は抱えておりますけれども、これまでの構造改革や競争力を備えた優等生と言えるのではな
いかと思っております。 
 中山間地の酪農の可能性といたしましては、現在、経営体の３分１が中山間地に展開いたして
おりますが、土地利用型の農業として、ニュージーランドに見られるように、傾斜地の多い土地生
産性の悪い地域でも、粗放的な土地利用における合理的な農業生産を可能とする技術レベルを
持ち合わせております。減反、離農、耕作放棄地等、有休農地の集積利用率も高く、酪農経営の
平均的借地面積は４haに及んでおります。 
 ほかの作目との有機的な結びつきも大変強く、堆肥の供給等、循環農業のコア、核として酪農
は今立地しているという状況であります。そのほかにも、都市生活者に向けての保健休養機能も
あります。これらは日本でも既に250の農場が、消費者交流の場となって展開中であります。 
 是非、作目の最適化を基本とした土地利用を初めとした、政策の展開が地域農業の活性化につ
ながることを申し述べさせていただき、要望といたしたいと思います。 
 また、大変時間も迫ってしまいましたが、もう１つ、大変重要な施策として担い手にかかわる施策
がございます。人的資源の確保を、農村というエリアに限定することなく、新規参入など広範な分
野から、就農の機会を提供する環境施策づくりが不可欠と思われます。その際、デンマークの認
証制度を参考にされてはいかがかと存じます。デンマークは農業を国の基幹産業と位置づけてい
ることから、全国に28校の、農業の独自教育を担う農業学校を展開しております。自主精神の高
い経営者能力を養成するという理念のもとに、９年から10年の義務教育終了後、全期間５カ年の
全寮制の研修であります。うち２年から２年半は短期雇用の形で農場に住み込んでの農業実習を



義務づけ、学生は農場から支給される賃金で教材費を賄うという状況です。 
 第１段階の基礎教育コース、約18カ月ですが、この修了者には農業労働者としての仕事を得る
資格。第２段階の熟練農業者コース、24カ月になりますけれども、この終了者に対しては農場の
部門責任者となる資格。第３段階の農場経営主コース、18カ月終了者に対しては、グリーンサー
ティフィケート、いわゆる「緑の認証制度」を授与しながら、デンマークでの農場経営者の資格と土
地取得の認証を与えるという制度になっております。たとえ親子といえどもこの認証の取得なしに
は農業の後継はできない制度です。 
 私どもの日本においても、自由な経営の機会と経営資源の提供を新規参入等の人々に保障す
るかたわら、農業の継承に高いハードルを設けることが真に考えられてもいい時期に来ているの
ではないだろうかというふうに思っております。 
 職業としての農業選択の自覚と、知識集約型産業としての農業の基礎的な素養を身につけた人
材の育成なしには、これからの農業、農村のデザインは大変難しいと思いますので、よろしくお願
いしたいと思います。 
○村上氏：今まで農業の従事者の方々、また農業について専門のお考えの方、消費者としての立
場の方ということでいろいろお話を伺ったわけなのですが、私はサラリーマンの息子でして、仙台
に生まれ育って、特別、農業という部分について今まで深く考えるようなことは、なかなか機会とし
てございませんでした。そういった私がこの場で意見を述べさせていただくということにつきまして
は大変恐縮しておりますけれども、都市に住む者にとっても農業、農村というものが非常に大切な
のではないかというようなことを最近感じるようになったものですから、そういったことでお話をさせ
ていただければと思います。 
 先ほど来からの話のように、世界の人口というのは開発途上国を中心に爆発的に増えるという
ことが予想されておりまして、それに対して食料生産が追いつかない状況にあり、今後、食料不足
が懸念されるということは新聞、ニュース等でも言われておりまして、そういったことについて漠然
とした危機感は持っております。特に食料自給率が低下している我が国において、国内農業の維
持拡大を図っていくということは大変必要なことなのだということも感じております。ただ、一般の生
活の中で考えますと、どうもその辺のところはまだぴんときませんで、漠然としている部分もござい
ます。 
 ただ、そういった中で、食料に関しては、量のこともさることながら、安全性ということにつきまして
は大変気になる記事が沢山目に触れることもあるものですから、考えさせられることが多うござい
ます。 
 一昨年の新聞のアンケートの結果なのですが、有機米はどうなってほしいかという質問に対しま
して、約８割の方が栽培が増えてほしいというお答えをしております。こういったことからも、多分、
農薬の使用につきましていろいろ敏感であるということがうかがわれるのではないかと思います。 
 このように、最近では食料の安全性の観点ということから、積極的に農業に関心を持つ方々が
大変増えておりまして、我が家のことで恐縮ですが、子供が小さいということもありまして家内は、
少々値段が高くても無農薬または低農薬の自然食品を好んで買ってくるようです。これからの農
業を考えていく上で、食料の安全性を求めることはもちろんですが、農業の持つ多面的な機能か
ら、消費者である都市住民が農業を正しくとらえ、我が国の農業をサポートしていくということの必
要性を認識することも重要かと思っております。 その１つとしまして農地がございます。最近の渇
き切ったような過密社会と言われているところにおきまして、農地は１つのオアシスとして非常に重
要であります。戦後、物質的には大変満たされた生活ができるようになりました。しかし、反面、近
代工業化の発展に対し、没個性、没人間性ということで、精神的には殺伐とした状態や、過度のス
トレスがたまるような都市社会になっております。 
 こうした中で、人間性を取り戻す場所としての農地があると思います。オープンスペースとして、
心安らぐ景観として、また防水機能、水資源涵養、大気汚染などの環境保全などとしての公益的
な機能があり、これを金額的に評価すると何兆円とも何10兆円とも言われるほど膨大なものであ
るということです。こうした事実を広く国民に伝え、農地の維持拡大を図っていくことが必要ではな
いでしょうか。 
 先ほども話が出ましたけれども、市民農園の利用希望が最近とみに増えているようでございま
す。仙台市内の住宅地のアンケートからも、44％の人が利用拡大を望んでおり、傾向として特に
20代、30代の若い世代に多いということでございます。平日は会社、週末は野菜づくりでリフレッシ
ュという、こういったニーズの現れだと思います。 
 また、同じく最近の傾向としましてグリーン・ツーリズムの高まりがあります。これも農業への関心
の高さを表すものの１つと思います。また、農業を通じて自然に触れ合い、環境を考えていくこと



は、これからの社会を担う子供たちにとって大変に大事なことであり、人間の豊かな感性を育てる
上でも、教育としての農業は非常に大切ではないかというふうに感じております。 
 私の叔父が岩沼で農業をしておりますが、先日庭先の畑のところに子供を連れていったとき、ト
マトがなっておりまして、そのトマトを叔父がもいで、洗いもしないで、手でちょっとほこりを取っただ
けで、私の小さな子供──まだ幼児園なのでが、その子供に与えてくれました。 
 子供は今まで、スーパーで買ったパックの野菜しか食べたことがない。まして、そのパックから出
てきたものも、水洗いしてきれいにしたものしか母親は与えていなかったわけなのですが、農業に
従事して節くれだった手ではありましたけれども、その手でほこりを払って食べさせてもらったトマト
を、非常においしい、おいしいと、うちの子供は食べておりました。 
 そうしたらば、こちらにはリンゴがあるのだよ、こちらにはきゅうりをつくっているよ、トマトのほか
にトウモロコシだ、豆だと、いろいろ庭先を見せてもらったわけなのです。そのときに子供は、まだ
小さいのでよくわからないのだとは思うのですが、とにかく「すごい、すごい」と。「すごい」ということ
の連発でした。 
 これはやはり、ふだん農業というものに触れたことのない子供が、自然になっているもの、食材と
してすぐ食べられて、そしてそれをすぐおいしいと感じる、そういった感性が、まだ小さいうちには
あるのだと思います。そういった子供たちのこれからの人間性を育てていく上での感性という部分
での農業は、非常に大切ではないかと思っております。 
 自然環境を保全する農地を国民生活環境の中で評価すること、自然を学んだ経験を持つ農民
の方々が、子供たちへの環境教育アドバイザーとして活動されること、また日本の文化を継承し、
心に安らぎを与えてくれる農村を大切にしていくことが非常に大切だと思います。 
 そのためにも、生産者と消費者の交流がますます活発になるような仕掛けづくりが必要でありま
すし、消費者には農業をよく知り支援してもらうための情報をいろいろ与えていただくとともに、生
産者の方には、こういったような農業を支えているのだという誇りを強く持っていただくための施策
がいろいろ必要になってくると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
○横須賀氏：最後になりましたけれども、皆さんお疲れのところを申しわけありません。ちょっとお
時間をいただいて、報告させていただきたいと思います。 
 私、農業全般にわたる意見など、ちょっと申し上げるのは口幅ったいし、できませんので、私の身
近なところにあります都市農業についてだけ、日ごろ考えたり感じていることを３つの観点から申し
上げてみたいと思います。 
 １つは温暖化防止の観点です。それから２つ目は、お隣りの方もおっしゃいましたけれども、都市
に潤いを与えるという観点。それから３つ目は子供の教育の観点。その３つにわたって少し述べて
みたいと思います。 
 実は、私は現在、「水環境ネット東北」という市民グループで活動している人間なのですけれど
も、ここ３年ほど都市のヒートアイランド現象について調査をしてきました。地球温暖化現象につい
ては、今週、京都で国際会議が開かれる予定で、皆さんよく御存じと思います。でも、都市の温暖
化の進展は、地球の温暖化の進展に比べて数倍、もう少し多いぐらいのスピードで進んでいると
言われています。私たちの調査でも、仙台の都心部のヒートアイランド現象は、データとしてとても
はっきり出ております。 
 それで、都市の温暖化防止のためには、都市の中にどれだけ水辺と緑を取り込めるかというの
が鍵になってくると言われているのですけれども、都市の緑と水辺というと、私たちはすぐに公園と
か街路樹とか川をイメージしてしまいますけれども、ここで忘れていけないのが、やはり広い面積
を占める田んぼなのではないでしょうか。 
 田んぼにはまた、田んぼだけがあるのではなくて、必ず用水路がついております。ですから、地
球の温暖化防止の重要な鍵を握るのは都市の温暖化防止であっ 
て、都市の温暖化防止のためには都市農業がどうしても必要なのだということを、農業の側から
強くアピールすることはできるのではないかと思います。 
 最近、私、水問題にかかわっているうちに、水問題と農業問題が深く深くつながっていて、水をた
だ単独に考えていてはいけないのだということで、米問題、農業問題にもかかわるようになったの
ですけれども、私のかかわっているグループは、環境保全米実験ネットワークといいますけれど
も、そのグループの代表の本田強さんが、稲が炭酸ガスを固定する、その数字をきちんと示してく
ださったのです。今ここでちょっとその数字については言えないのですけれども。 
 ですから、減反することは稲をつくらない。つくらないということは温暖化を促すのだということ。こ
れは専門家の方が数式化することができると思いますので、減反ということが温暖化にとっていか
にいけないことか、と言うこともできると思います。 



 減反については、米がこんなふうに余っている状態でどうしようもないではないかというふうにお
っしゃるかもしれませんけれども、それでは減反田でナタネとか大豆をつくれば、それでも温暖化
防止には役立つと言われています。大豆については、どなたかもおっしゃいましたけれども、遺伝
子組換えが今、大問題になっておりますので、消費者に心配を与えないためにも、減反田で大豆
とかもつくっていくということを奨励するような施策も考えられたらいかがなものかと思います。 
 ２番目の観点は、都市に潤いを与えるという観点です。これはお隣りの方もお 
っしゃいましたので簡単にしますけれども、今、仙台などでも都市の中心部はビルが乱立して、土
が見えない場所になっています。都心部は今とても空洞化しております。周辺の農村地帯にしたっ
て、開発の波にさらされて、農地は虫食い状態になって、そういう農村に行きますと、何年か後に
はもうここはないよなどという農業者にもよく出会います。しかし、人間が土から離れたらどうなる
のでしょうか。ちょっと歩けば田園風景が広がるというのが、私たち都市人間にも必要なのではな
いかと思うのです。 
 こういうときに、また、コンクリート張りの用水路ではなくて、昔ながらの小川があればもっといい
と思うのですけれども、これもなかなか大変です。私も実を言うと、用水路のお掃除に農村にいて
参加したことがありますけれども、実際にとても大変です。コンクリートの方がお掃除が楽だという
のもとてもよくわかります。しかしながら、コンクリートで囲ったためにメダカが住まなくなったりし
て、子供たちが用水路を魅力と感じなくなったということもあると思うのです。 
 今、私が聞いておりますところでは、東京の日野市というところでは、都市公害からそういう小川
を守るために、農政課の職員が実際に行って、草刈りとか用水路のお掃除もしているということを
聞いております。本当に都市の郊外に昔ながらの小川を復活させるためには、農村だけでは駄目
で、都市住民も力をかしてくれればできるのだということを都市住民に示せば、都市だって参加す
るのではないかというふうに思っております。 
 それから、もう１つ、最近アメリカに農業視察に行ってきたのですけれども、カリフォルニアのサン
フランシスコの郊外にありますデービス市という、人口５万人の町を訪れたことがあります。そのと
きに、その市長さんが、最近、自分たちのところではこんな法律を通しましたと、大変誇らし気に言
ってくださったのです。 
 どんな法律かといいますと、開発業者が新たな開発を企画した場合に、開発したと同じ面積の農
地を保護育成しなければならないということと、もう１つ、これはちょっと日本では難しいかなと思っ
たのですけれども、開発地は農地から200ｍは離れていなくてはいけないという法律ということな
のですね。こういうことも大変うらやましいと思いました。 
 今ベルが鳴りましたが、もう１つ、子供の教育の観点だけ言わせていただきます。 
 私、実をいいますと、全く農業と無縁な育ち方をした人間なのですけれども、息子が小学校２年
生のときに、１年間、近くの農家の田んぼを借りて稲づくりの授業にがありまして、それに親として
参加したことが私に大きな影響を与えて、農業に目覚めさせたということになるのですね。そのと
き、私も一緒になって田植えや稲刈りを経験させてもらいました。子供達が田んぼの入り口と出口
を探して、田のあぜを走り回っている姿が今でも目に浮かびます。 
 その田んぼは普通の田んぼだったのですけれども、もしこのときに減農薬に取り組んでいる田ん
ぼだったら、水口のあたりにメダカとかドジョウがたくさんいて、子供達をもっともっと喜ばせて、子
供達に忘れられない思い出を作ってあげられたと思うのですけれども、そのときは残念ながら用
水路にはメダカとかドジョウはおりませんでした。けれども子供たちには、田んぼの中で遊んだ経
験というのはきっと心に残ると思います。 
 ところが、今、その田んぼは開発されて、もう既にありません。私は、こういう経験から、都市に住
む全ての子供達に田んぼの経験を持たせてやりたいと思います。本当にあの経験は貴重だった
と思うので、都市に学校田という形で水田を残してはいただけないだろうかということを提案したい
と思います。 
 私自身も、水に関わって、それから米に関わってということで、最初は担当官庁としては環境庁、
その次は農水省だと思うのですけれども、私は自分のうちで今、子供のための「かたくり文庫」とい
う文庫も開いておりますので文部省とのつながりもあります。１人の人間としては、生きていく上に
いろいろなつながりを持ちながら生きているわけでございますので、お役所の方も省庁の垣根を
取っ払って、お互いに話し合って、人間生活の全般を見るような工夫をこれからしていただけばあ
りがたいと思います。 

５ 意見交換  
○後藤座長：一わたり意見陳述をしていただきましたので、これから調査会の委員、専門委員の



方と、今日おいでいただいて意見を述べていただいた方との間の意見交換、あるいは質疑を、４
時半をめどぐらいまでやらせていただきたいというふうに思います。 
 まず、委員、専門委員の方から、ただいま述べられました意見に対しまして、御質問、御意見が
ありましたら出していただきたいと思います。いかがでしょうか。 
○大泉専門委員：質問をさせていただきたい点が結構あるのですが、その中で、お三方からでし
たでしょうか、農村は、安らぎの場として、農村整備やあるいは農村の位置づけをした方がいい
と、人間性回復というふうな視点からの御指摘がありました。 
 これについてどなたからでも結構なのですが、農村は農村として整備をするというのが今までの
やり方だったわけですが、これに対して、都市、農村というふうなことを一体的に整備、あるいは開
発、あるいは環境を維持するということをした方がいいという、具体的なことを考えればそういうこ
とになるのか。あるいは、政府が何をやるかというふうなことではなくて、もうちょっとボランティア型
の参加でもって農村を支援していった方がいい、そういったボランティア活動のようなものを育成
すべきであるというふうな意見になるのか、その辺の考え方をもう少しお聞かせ願いたいというこ
とが第１点であります。 
 それから、もう１つは、これは芳賀さんなのですが、５点出されて、一番最初に、消費者の視点を
重視した食料政策をしろということでした、芳賀さんのところは宮城県の58％、６割弱の組合員が
組織されているというふうな関係上、芳賀さんのところの御意見が消費者の御意見だということに
なるのかもしれませが、どちらかというと消費者の視点というのは、余り規制を加えずに民間に任
せろというのが、通常言われるところの消費者の視点というふうなことになりはしないのかとも思う
のです。 
 運動としてはよくわかるのですが、その消費者の視点についてもう少し言及していただきたいの
と、それから、そういった中でも、民に任せるけれども安全対策や何かだけは政府の責任でしっか
りやってくださいよということであると何となくわかるような気がするのですが、その２点についてち
ょっとお伺いしたいと思います。 
○後藤座長：最初の答えは、どなたにお願いしますか。 
○大泉専門委員：篠原さん、村上さん、それから横須賀さんがおっしゃいましたので、どなたでも
結構なのですが。 
○篠原氏：私が言ったのは、農村を安らぎの場にということでは必ずしもないのです。恐らくこれか
らの社会は、農村、都市という今までの分け方でくくれない時代が来るのではないのかなと。都市
と農村。都市は消費の場、農村は生産の場という確然とした分け方ができなくなるときが、いずれ
そう遠くないときに来るだろうという意味で申し上げたつもりです。 
 従って、農業と工業。この辺も必ずしも対立する概念ではなくなるのかなと。それと同時に、都市
と農村も必ずしも対立の概念ではなくて、混然一体という時代になりつつあるのかなと。その中に
あって、工業の論理だけで農業政策を進めるというのは非常に具合が悪いということを申し上げ
たかったわけです。 
○佐藤氏：今、都市と農村の共有ということを言われますが、私どもの町のつたない経験ですが、
町のこれからの発展計画をつくるときに、都市の方々の意向調査をしたわけです。そして、都市の
方々にとって「おらが町」はどういう町であってほしいのかということを聞きながらやったわけであり
ますが、いずれ共有するわけですから、農村の人々が勝手につくって、都市の方々においでという
のは、これは共有ではないと思うのですね。 
 従って、そういうプロセスも大事だろうと思うし、今後の農村振興計画を作るときにも、やはり初め
から都市の方々の意向を大事にしながら、共有に値する農村を作っていくというプロセスというも
のは大事なのだろうと思います。 
 それから、せっかくの機会ですが、先ほど私は、地域農業のマネジメントをするのに地方自治体
の出番だと、これを抜きにしてはないのだということを申し上げたわけですが、そのことが余り主張
されますと、自治体で全てできるかというと、実際はそうではないということです。 
 特に、農業生産基盤というのは一度整備すればそれで未来永劫に有効性を持つとお考えになっ
たら大間違いでありまして、農業もまず消費者ありきだとすれば、そのニーズにこたえるための生
産基盤というものは常に補完・整備されるべきものなのです。 
 従って、農政が何か土地改良だけだというふうに見えますけれども、そうではなくて、実は消費ニ
ーズの安心、安全、安価というものに答えるために、常にその条件を整備しなければならないの
が農政の大きな任務だということもまず御理解いただきたいと思います。 
 それから、中山間の自治体が全てなし得るかとなると、これはなかなかできないということなので
すね。私どもが農政を進めるために第三セクターを作るように、国の農政におかれても、大型の道



路とか農地とか林地とか、そういうものを有効に整備するための、第三セクターと申しますか、公
団のようなものを大事にされるべきだと思うのです。そうしないと自己完結なし得るものではない
し、行政も、単なる制度だけではなくて、それを具体的地域のニーズに答えるものを共同でつくっ
ていく、サポートする機関、機能を持つことが大事だと思います。 
 それから、土地改良区というと何か農地開発みたいに見えますけれども、実は地域のそういう社
会資本を維持管理する、作った財産を有効に維持管理する大事な機能を持っているのですね。そ
ういう点もひとつ合わせ持って、その中心のいわゆる地域農業のマネジメントとして自治体というも
のを位置づけ、更に補完する機能として、国におかれてはそれを支援し支える仕組みというものを
是非お考えいただきたい。 
 それから、農地開発というのは一度やれば未来永劫に有効性があるのではなくて、その時代と
ともに、生産手段は他の産業と同じように整備充実されるべきものだということであります。 
○大泉専門委員：実は、ちょっとお伺いしたかった背景には、今の佐藤町長さんのお話にもあった
のですが、要するに農業への参入だとか、あるいは農村への都市住民の参画とか、あるいは農
地整備だとか、こういったものが自由にできた方がいいのか。 
 つまり、今までの自作農体制が、意外とその辺のバリアを持っているのか持っていないのか、そ
の辺に関しての問題意識がちょっと背後にあったものですから、農村と都市というふうなものをど
のように考えたらいいのか、ということで質問させていただきました。佐藤さんの場合は、自作農体
制が限界に来ているという御認識でしたよね。 
○佐藤氏：自作農主義とか世襲制というのが限界に来ているとかという問題ではなくて、こういう
御時勢ですから、その人その人の価値観で行動する時代になったということですね。そういうこと
で、それだけに依存する農政の仕組みはもう通用しないということです。 
 それから、もう１つは、農村振興というのはそこに住む人だけでできるものではなくて、まさに今
の時代の交流こそ活性化の原点なのですね。従って、都市と交流するというのは、サービスを唯
するというのでなくて、農村自体の活性化も、やはり異質なものが交流することによって初めてそ
こに生むことができるのであって、私は、必要不可欠な要素だと思うのであります。 
○芳賀氏：46万を超えた組合員がいますので、私の意見が46万全員一致で決めた意見だというこ
とではございません。いろいろな御意見があると思います。それを前提にお話しします。 消費者
の要求を重視した視点でもう少し考えていただきたいということは、大泉先生おっしゃるように、そ
れが規制をなるべく加えずに、民間に任せて必要最小限の規制を、ということには全くつながらな
いというふうに思っています。 
 消費者要求という場合、非常に誤解を受けやすいのですけれども、例えば米の輸入が一部自由
化するときに何が言われたかといいますと、日本の消費者は安い米を欲しいと思っている、だから
外国から安い米を持ってくることが消費意欲の実現につながるのだということが言われました。 
 しかし、米の不作のときに何が起きたのかということを今から振り返ってみれば、消費者の要求
がどこにあったのかということを今や論ずるまでもない。結局、消費者は、安い外国からの米に見
向きもせずに、非常に量が足りない国産米に殺到したわけです。これが消費者の要求の実態な
わけです。 
 あるいは、これは消費者団体によっていろいろな意見がありますので、一致しているわけではな
いのですけれども、生産者価格の問題についてもそうだと思うのです。米の小売価格が高いのは
生産者価格が高いから、生産者価格を下げると米の価格が安くなるから生産者価格は安くすべし
というふうにおっしゃる消費者もいますが、少なくとも私どもの生活協同組合でいろいろな活動に
携わっている方々の御意見を聞きますと、やはり米の安定的な生産を支えるためには、生産者の
再生産を支える生産者米価はどうしても必要であり、それに足りなければ生産者米価を上げたら
いいではないという意見が、私どもの生活協同組会の組合員の中では多数でございます。 
 従って、農政の問題にしても、先程申しましたように、規制を加えず何でも民間に任せれば良くな
るのかというふうには全然思っていません。特に農業の場合、今の社会経済の仕組みでいいます
と、自由競争に任せますと、天候相手ですからどうしても生産性が悪くなる、そして、他の産業と比
べてどうしても劣位に陥るということがありますし、それから諸外国との競争も自由競争に任せま
すと、諸外国と全く条件が違う。土地の値段が高い、人件費も高いというところで自由競争といい
ますと、日本農業は行くところがない。 
 こういうことになりますので、消費者要求の本質がどこにあるのかというのを見極めるのはとても
大変なことなのですけれども、そこはよく本質をつかむ論議をみんなでしなければいけないと思う
のです。みんなで議論をして、その消費者要求を実現するための、逆に規制なり施策なりを積極
的に打っていくということなしには、消費要求は守れないというふうに思っています。 



○岩田委員：お話をお伺いしていると、農業従事者と消費者、あるいは農村に住んでいる人と都
市住民との協力、理解、タイアップが欠かせないという御意見が大変多かったと思っていますし、
私自身もそう思っているのですけれども、例えば、ちょっと芳賀さん、齋藤さんあたりにお伺いした
いのは、今まで消費者は、どっちかというと余り農の方を向いてこなかったというか、非常に遠い
存在であったと思うのです。そういった中で私の周りでも、私自身も、これまでの農業の予算の使
い方に対して、非常にばらまき予算であるという批判もありましたし中が見えないという不満を持っ
ているのですけれども、今後、やはり日本の農業に対してある程度の支援、国家予算的な支援と
いうのも必要になってくると思うのですが、そのあたり、どれだったら、どういうことだったら理解で
きるとか、今後どういった支援ならば消費者としてバックアップできるというふうにお考えでしょう
か。あと、小野さんに１つお伺いしたいのは、中山間地域の地域特性を生かした農業を今後やっ
ていくべきである今、所得補償問題も出ていますけれども、所得補償ではそれは解決しないという
ような御意見でもあったのかなと思うのですけれども、そのあたり、所得補償というのはやはり解
決にはならないというふうにお考えになっていらっしゃるのか。周りの方の御意見はどうなのか、ち
ょっとお伺いします。 
○齋藤氏：何か非常に、助成というか、補助金問題は複雑でして、私たちの知らない部分でかなり
使われている部分が多いらしいというのが私たちの考えで、どこにどのように使われているかわ
からないので、どの部分に支援したらいいか、ちょっと私どももとっさにはわからないのですが、ま
ず一般的に言って、どの社会でもうまくいっているときと不都合なときがあるので、農業そのものだ
けが今現在、不都合だから助成するということに対して、私たち消費者は本当のところいろいろな
人が参加しているものですから、非常にそういうのに対しては反発がありました。 
 けれども、ここまで農業問題が厳しくなってきますと、やはり何らかの形では、いわゆる土地を守
るとか、緑を守るとか、そういう点ではやはり補助金という制度は必要ではないのかなという、その
程度の考えなのですが。 
○岩田委員：ちょっと教えていただきたかったのは、今お米が余っているのですけれども、農業を
支援していくためには消費者が食べなければというか、それを買わなければやはり再生産という
のは図れないと思うのですけれども、どうやったら消費者に、例えばお米を食べてもらえるのか。
何か国民的運動でも起こす方法でもあるのですか。 
○齋藤氏：本当のところ、栄養価とか、それから今はやりのダイエットとか、ああいう場合に非常に
米というというのが有効だということを、一般の人たちは余りよく知っていないと思うのです。むしろ
外国から来た人たちが、パンよりもお米の方が栄養価があって、ダイエットに意味があるからと一
生懸命食べていて、それを見てこちらの日本の人たちが、地元の人が、「あら、そうなの」などとい
う場面が意外とあるので、やはりそういう点で、もっと米を、栄養価の点から、ほかのものを食べる
よりもコスト的に栄養が取れるということをもっとＰＲすることも結構ですし、私、皆さんに茶わん１
杯の御飯を食べてほしいという米拡大の運動もさることながら、農家の方々がもっとお米に対し
て、自分たちも一生懸命食べてくれればいいなとも思いますし。 
 よく聞いてみると、農家の人たちは意外と米を食べてないのですよ。ここのところがどうかと思い
ます。それで私たちに、米消費拡大で１食、必ず茶わん１杯ずつ召し上がれというふうにお勧めに
なるのですけれども、私はいただいていますし、そういう点で、栄養のバランスがいかによくて、ダ
イエットの効果もあるのかということを、コストとか米消費拡大運動とともに、そういう方面でももっ
とＰＲしてもいいのではないかと思うのですけれども。 
○芳賀氏：予算の使われ方の問題なのですけれども、消費者が意見を言う前提条件として、今、
現実がどうなっているのかということの情報公開の方が先だというふうに思います。先日、国会で
決まりましたガット・ウルグァイ・ラウンド対策費が、一体どういうふうに、６兆円でしたでしょうか、
使われているのでしょうか。 
 非常に端的な話をしますと、あの金を引っ張り出して、先程もちょっと話がありましたけれども、
保養施設を作るということに命を燃やしているゼネコンの担当者がいるわけです。それが一体、ガ
ット・ウルグァイ・ラウンド対策とどんな関係があるのだというふうに、私などは素人目でも思ってし
まうのですけれども、そんな使われ方を少なくともしている以上、それが情報公開されれば、消費
者が、農業に対する支援というのはお金を使うということに合意をするかというと、なかなか合意し
にくいと思う。 
 ただ、一方、これだけ輸入食品が増えてきていますので、例えば、輸入食料品の残留農薬等の
検査をしましょうですとか、あるいは国産だから全部いいというわけでもなくて、国産でつくられた
農産物の検査のための検査体制を充実しましょうとこういうところにお金を使いましょうと言った場
合、恐らく多くの消費者はもろ手を上げて賛成すると思うのです。ですから、今どういうところにど



のぐらいの割合で使われているのかということを、わかりやすく示すことが必要だと思います。 
 分かりやすいというのは重要でございまして、公開しているではないかという反論もあると思うの
ですけれども、国の予算書や決算書を見ても、どこに何が使われているかということについて、ほ
とんど一般の消費者は読み取れないのです。情報公開をした上で幅広く論議をするということが
前提なのではないだろうかというふうに、お金の使われ方の問題については思います。 
○松川氏：限られた時間の中での意見ということで、舌足らずのところが大分あったかと思います
が、私は一番基本に据えたいのは、特に中山間地ですけれども、現状は非常に疲弊した状態で
おります。農業生産という面から見ても、周辺の農家ないし農協も含めて、方針を持ちながら将来
の地域構想を立てているというのは意外と少ないのですね。 
 やはりそこが非常に問題でありまして、その可能性が全くないのかと申しますと、よく問題の整理
をすれば、自分の地域で適地適作で何が向くのか不向きなのか、何を核として農業振興を図れる
のかというような、割と答えは見つかると私は思っているのです。今はまだその努力が足りないと
いうふうに思います。 
 それで、農業生産を基本的にやるという姿勢が確立した段階で、平場に比べて条件的に生産効
率も悪い、それからコストの面でも若干経費がかかり過ぎる。また、中山間地特有の、環境に対す
る負荷の度合いが非常に高いとか、そういうことを埋めるといいますか、平場との競争条件の中で
劣位に当たる分を埋めるものとして直接所得保障方式なりを導入するという考えであれば、これ
は非常に国民の方も納得しやすい予算の使われ方だと思うのですね。 
 やはり地域でもって、まず農業振興を立ち上げるということに最大限の努力をすべきだというふう
に、私は思っております。 
○岩田委員：小野さん、もし一言、何かあれば。せっかく考えていただいていたかもしれませんの
で。 
○小野氏：今、松川さんがおっしゃったふうが一番望ましいかと、私も思います。 
 補助金の話等も含めて思うのは、我々にとっても、使うその分の補助政策とか、その部分という
のがすごくわかりづらい。また、これだったらこれに使えるというものがいろいろありますが、例え
ば、どれを使っても全てが借金で残るわけです。 
 我々が生産を考える段階で借金を行えば、当然、その借金を返すお金というのは生産の中から
出さなくていけなくなります。それを取っていけば当然、再生産を行う費用分の充当がなくなってい
く。すると生産効率は次年度から悪くなる。悪くなったところで借金は減らないという悪循環、自分
の首締め型というのが今までの農家で、一番多かったのではないかと思います。 
 やはり、こういう機会ですので、補助政策というものをもう少し完全にお金の部類も全て一まとめ
にして、どのぐらいのお金が我々に使える、使っていいというような判断をある程度していただい
て、その中から、やはり今出たように、中山間型で本当にこれからやっていける状態となった場合
に、その中山間にかかる部分──平場でも同じですけれども、再生産を維持できる範囲内での直
接の、例えば価格保障であり、所得補償なりの方法を選んでいただければなというふうに思いま
す。 
 全て一遍倒のものではない。全て一遍倒にすれば、やはり、逆に農家自体の弱体化につながる
ということが絶対懸念されると思います。 
○細川委員：２～３意見を申し上げたいと思うのですけれども、まず、木村さん、松川さんもおっし
ゃいましたように、今日の高齢化と過疎化の中で、農地をどう守っていくか。日本の国土は画一的
に考えるわけにもいかぬのではないか。そういうことからしますと、適地適産というものが極めて大
事なのではないかと思います。 
 そういう意味でも、先ほど、平場でそういう稲作が拡大し、あるいは中山間地域で、例えば畜産
がいいのではないかという御意見もあったように思うわけであります。今後、背景にあります協同
組合の皆さんなり、若い青年層の中にそういう声がかなり根強いということになれば、当然、我々
もそういう方向が必要だろうと思います。 
 それから、もう１つ、畜産で私も気にしているのは、将来の水の問題ですね。かなり粗飼料の供
給源として、中山間地帯で草地を作って、足腰の強い家畜をつくるということになれば、その糞尿
が地中に浸透して、将来の伏流水なり地下水に影響を与える度合というものがどういうふうに考え
ればいいものか、そういう点も考えてみたいなと思うわけであります。 
 それから、農業協同組合の場合は、言うなれば農地の流動化なり、あるいは営農振興をやって
おりますけれども、大型農家と兼業農家と、相異なる組合員というものがあるわけです。ここら辺を
今後、協同組合精神でやっていく場合にどうしたらいいのかなというものを思うわけです。 
 それから、佐藤町長さんもおっしゃいましたように、純農村地帯であればかなり自治体農政という



ことになるだろうけれども、消費者、それから生産者、あるいは工場、いろいろな都市的な条件、い
ろいろのものが顕在しておる中で、ここら辺の合意、相反するものをどういうふうにもっていくかと
いうことについても、また御意見ありましたらお伺いをさせていただきたいと思います。 
 それから、皆さんの御意見を総括的に聞きますと、やはり農業の持てる食料の安全供給と、自
然に対する生態系の保全ということ、都市住民と農村住民のコンセンサス、言うなれば社会的な
交流の場がいわれていたかと思います。一番重要なのは、自らが体験をしてみる。そして、そうい
う中に、心といいますか感性豊かなものを育てる、つくり出すという、そういう命に対する観念とい
うものは、非常に私も強いと思いますし、今後はやはりそういう農業教育、体験教育というものをし
ながら、国際的に勝てるような農業の位置づけを作っていきたいと思うわけです。 
 それから、白松さんが言われましたように、良品であれば少々高くても十分、我々は国内農産物
で安心した商品を供給できると、こんなふうにおっしゃいましたので、そういう面では生産団体とし
ても強くこのことを理解して努力していきたいなと思っておるわけでありますけれども、しかし、採
算ベース、限界点というものはあると思いますので、そういう点も今後の研究課題だろうと思って
おります。 
○後藤座長：今の御発言の中で、御質問的なものとしては木村組合長さんに、大規模農家とそれ
以外の農家とどういうふうにしていくかというのがあったと思います。 
○木村氏：私どものＪＡの事例だけで申し上げますと、私は、大規模農家と一種兼、二種兼とが混
同して農業の生産体系というのはできているものだと思っています。従って、それを全て一緒くた
にするという現状ではないと思っています。 
 従って、大規模農家の、専業的に農業をこれから拡大していこうというものにはその施策を、そし
て二種兼業的な方々へは、現状の段階では一般的農法の志向でよろしいのではないかと。その
ように考えて今、物事を整理し、ＪＡでも取り組んでいるということでございます。 
 それから、平場と中山間の関係ですけれども、私はやはり、今、補助金体質とか、いろいろな形
での御批判が出ているということも重々承知でございまして、ここはやはり私たち農業者自らも、も
っともっと効率のよい農業生産というのを心がけるべきだろうと思っています。だからといって中山
間地が要らないというのではなくて、それはそれでまた別な形での生産体系を構築すべきだろう
と。従って、それも、２つのものを一緒に考えてきたこれまでのあり方を変えるべきだというふうに
考えております。 
 それから、先ほど時間がちょっと足りなくて申し上げかねたのですけれども、１つの調査によりま
すと、国民の97％が日本型食生活を求めていると、83％が国産農産物を志向している、70％が将
来の食料不安を抱いているということです。これは、総理府の調査でありますから、確かだろうと
思っています。そうしますと、これらの心情を満たすということが国民の合意形成でもあろうと思っ
ておりまして、これらへの誘導策というのが必要ではないのかなと思っています。 
 それで、例えばの話で失礼ですけれども、最近聞きました話ですと、ほうれん草等を取り上げま
すと、ビタミンＢは昔のほうれんそうの３分の１だと、鉄分等については20分の１しかないと、こんな
ふうに言われておりますね。 
 ですから、皆さん方から今お話がありますように、そういうような内容の濃い生産物を生産すると
いうのは私たちの使命であろうと思っておりますけれども、残念ながら今、経済優先のこの社会機
構の中で、精神的、経済的にそういうゆとりがございません。従って、それらが生産できるような体
系も十分構築する必要があるのではないかなと思っています。 
 従って、今後、知恵なり工夫なり、努力をする。そして、先ほどもありました、都市住民からの農
業への移行もあってもいいのではないかと思います。そして、やる気のある方々に対しては、それ
なりの育成対策が必要だろうと思っておるわけでございます。 
○淺田専門委員：大変貴重な御意見を沢山拝聴させていただきまして、ありがとうございました。
私から、具体的なことでございますけれども、自給率という言葉をめぐってちょっとお尋ねしたいと
思います。 
 今日も３人ほどの方が自給率という言葉をお使いになりました。篠原さん、それから松川さん、小
野さんからございました。それから、それ以外の方でも、言ってみれば自給率ということを念頭に
置いたようなお話もございました。 
 それで、その自給率なのですが、これは諸外国と比べまして、日本は確かに低いのではないか
と。あるいは、昔に比べて今は低いというのは事実ですし、誰しも自給率を高めるということに対し
て、反論はないのではないかと。私もそう思っております。しかし、そこで自給率という言葉の持っ
ている意味をどのようにとらえておっしゃっているかということによって、かなり変わってくるのでは
ないでしょうか。 



 そこで質問なのです。自給率というのは、御承知のように、日本の全国民が何をどれだけ食べる
かというのが分母に来て、そのうち国内で調達できるのはどれだけかというのが分子へ来て、そ
れで割り算をしたのが自給率です。 
 従いまして、自給率を大きい数字にするということは単純明快でして、１つは、日本人全体が何
をどれだけ食べるかというところを直して小さい数字にしてもらうか、あるいは、その中の国内生産
をうんと上げてもらうかの２つしかない。もっと言えば両方やってもいいわけなのですけれども、言
ってみれば要素はこの２つしかないと。 
 そこで、おっしゃっている自給率を高めるというのは、分母の方を小さくするということなのでしょ
うか。小野さんの御発言の中に消費者にも考えてほしいということがあったのですが、これは食生
活をもっと考えてほしいという、いわゆる分母について、肉ばかり食べないでお米を食べなさいよ
ということをおっしゃりたいということなのかどうなのかということの確認を、ちょっとしたいのです
が。 
○小野氏：それも１つにありますが、やはり、変な話、生ごみの出方が多過ぎると。 
○淺田専門委員：わかりました。確かに、おっしゃっている、そういう意味での分母を小さくすると
いうことは、当然考えなければなりません。 
 しかし、問題は、分子の方をいかに大きくするかということがポイントであろうと。そのように皆さ
ん受けとめていらっしゃるのではないかと思うのですが、違いますか。 
○小野氏：分子の方は、今の農業技術から言ったらば、上げることは私は不可能ではないと思う
のです。絶対可能だと思うのです。 
○淺田専門委員：だから、上げるべきだと。そうですね。 
○小野氏：はい。 
○淺田専門委員：多分そうだと思います。恐らく他の方々も、自給率を高めるということは、つまり
国内生産を高めるというふうな意味でお使いになっているというふうに私は理解いたしますので、
確認します。 
 それで、そうなってきますと、なぜ外国から持ってくるのが58もあるのかと。国内はわずかに42な
のかと。これは国際競争に、残念ながら今、例えばお米だけでなくて、麦にしても砂糖にしても、あ
るいは大豆にしても圧倒的にやられている。野菜すら相当に輸入が増えてきているという状況で、
その状況をどうすれば打破できるか。 
 これは、白松さんのおっしゃっている、物がよければどれだけでも買いますよと。これは、私も農
産物を買わせていただいて、それで加工する立場にございますから、白松さんのおっしゃっている
ことは非常によく分かります。それはそれなのですが、しかし、全体としてマクロに見てみますと、
やはり、いいものをより安く買うということが基本だと思います。 
 それが、やはり国内の農産物を沢山使うためには、いいものがより安くならなければいかぬ。と
ころが、安くするためという議論について、今日もかなりございましたけれども、例えば松川さんか
ら出ていました、平場と中山間とは仕分けをすべきだと。区分をして見ていくべきだと。それから、
小さな区画をもっと……。恐らく、大規模化という言葉を使われなかったのですけれども、規模の
拡大だろうと思います。それと飛び地などの集約の問題。これは小野さんもおっしゃっていました。
 だから、お２人の御意見は、私はこういうふうに確認したいのですが。分子である自給率というこ
とからいくならば、もっともっと分子を大きくしなければいかぬ。そのためには日本の農業を強くし
なければいかぬ。強くするためには、今の農業のやり方というものを、もっともっと規模を拡大し
て、そして集約して、そういうところへ基盤整備などのお金をつぎ込んでもらって、しっかりした農業
ができるようにしていかなければいけないのだと。そのときに残ってくる中山間地というのは、仕分
をして別に考えたらどうだと。こういうふうに受けとめたのですが、松川さん、それでよろしゅうござ
いますか。 
○松川氏：基本的にはそういうことだろうというふうには思いますけれども、いろいろな要素がそこ
に入ってくるわけですね。自給率と言っていいのか。私は自給力だというふうに思っていますけれ
ども、それを高めるという大方のコンセンサスはあると思うのですけれども、現実にできるかどうか
というのは、いろいろな内外の価格差の状況とか、横たわっている問題が余りにも大きいわけです
から、それらも含めながら考えるということなわけです。 
 では、その自給率を高めるために誰がどう担うのかといった場合に、やはり担い手である農業者
の構成ですね。専業的に農業をやっていける農業者がどれほどいるのかということもまだ未整備
なわけです。それを育てるということも合わせてやりながら、私は基本的には、自給率というのは、
上げる現在の要素としてはかなり苦しいけれども、そういう方向に動くべきだと、そのために農業
者自ら土地の基盤整備なり集約化なりそういうことに現実に取り組んでいかなければならないと思



います。 
 私どもの地域も、はっきり言って中山間地帯です。非常に高冷地帯で、自然条件から環境条件
が厳しいわけですけれども、そんな中で酪農と高冷地野菜ということで、高冷地野菜に至っては相
当の大規模化が今、現実に起きています。これは１農家当たりの作付面積も大変大きいということ
ですけれども、中山間地帯といえども市場性を持って、大規模化の方向で取り組める作目なり、そ
れを整える条件さえ地域でもって総意として作れば、合意すれば、いろいろあるわけです。その辺
に非常に期待をしていただきたいと思います。 
○淺田専門委員：ありがとうございました。 
 今の中山間地で小野さんにちょっとお聞きしたいのですが、私、聞き違いかもしれませんけれど
も、場合によっては林に返すことも必要かとおっしゃった。それは、森林に返すという意味ですか。
○小野氏：はい。 
○淺田専門委員：わかりました。どうもありがとうございました。 
○後藤座長：残された時間もだんだん少なくなってきましたが、加藤専門委員、菊地専門委員か
ら、何かございましたら。 
○加藤専門委員：私は、どなたかに質問というよりは、むしろコメントを申し上げたいと思います。 
 何人かの方もおっしゃいましたけれども、皆さん方の御発言は皆、非常に説得力があって、私自
身も非常に貴重な御意見として、文字どおり聞かせていただきました。 
 何人かの方が、将来、人口が増えていって、環境も悪くなって、食料不足は21世紀に起こるだろ
うということをおっしゃいましたが、まさに私自身もそういうふうに考え、かついろいろなところで言っ
ております。恐らく10年後にこういう公聴会を開いておったら、多分かなり違った感じになっていく
のだろうというふうに思います。 
 ただ、今は、少なくとも日本の米作を見ますと、それはむしろ全然反対で、お米が余って、価格が
下がって、食料不足どころか、余り過ぎてどうしようかというのが今日の課題になっています。けれ
ども、恐らく10年後には相当厳しいシビアな状態になっているというふうに思いながら、皆さん方の
御意見を拝聴いたしました。 
 私自身は、いわば夜明け前の一番暗い時期が今ではないかなというふうに思っております。つ
まり、先は、農業というものに希望が持てるといいますか、恐らく21世紀は農業の世紀と言っても
いいような世紀になるのだろうと思うのですが、それにもかかわらず現状は非常に厳しい、まさ
に、夜明け前が近いのだけれども今は真っ暗というのが、今の状況ではないかというふうに思うわ
けです。 
 それを打開していくのに、１つは農水省の、適正な補助金を含めた施策というのが夜明け前の
暗さを何とか支えて、21世紀につないでいくものだと思っておりますが、それだけでなくて、何人か
の方もおっしゃいましたけれども、やはり現在の農業が抱えている困難というものを、農村と農家
にだけ押しつけるのは駄目だ、都市住民と一緒になって、いわば国民一体となってやらなくていけ
ないというのも、全くそのとおりだろうと思います。 
 私自身は、農村の中に都市的生活を持ち込む。要するに、農村の中に都会人がたくさん住める
ようになる。専業農家だけがいるのが農村ではなくて、農村の中に映画の女優さんがいたり、小説
家がいたり、私みたいな自由業の者がいたり、そういうふうな、もっとオープンな農村にして、もち
ろんその中に専業農家も頑張ると。しかし、農家をやらない人も元気な人も農村の中にいると。ま
た逆に、都市の中に農業的な要素というものを持ち込む。横須賀さんでしたか、地球の温暖化と
いう観点から見て都市の緑が大事だというお話をされましたけれども、全くそのとおりで、都市の
中にも農業的な要素をできるだけ保存しておく。そして、都市と農村との交流をしながら、まさにこ
の農業、農村というもの、食料問題というものを全国民の課題として、何とか21世紀までつないで
いく。21世紀につないでいけば、恐らく農業問題というのは希望の持てる産業として、若者が競っ
てつく産業になっていくのだろうというふうに私自身は思っております。そういう芽が今日吹きかけ
たなというふうに思いまして、大変嬉しく拝聴いたしました。 
○菊地専門委員：いろいろ皆さんから貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございま
した。大変参考になりました。 
 私が農業を語る場合には、土があって、水があって、太陽があって、そこに人がいて初めて農業
が成り立つのだというふうなことをいつも言っているわけであります。お金があって、スーパーに行
けばいつでも物が買えるというふうなことでは大変困ったなということで、本当に農業の実態を多く
の人に知ってもらって、御理解をいただきながら進めていきたいものだなと思います。 
 農家の人が物を育てる。これはお母さんが子供を育てるのと同じなのだよと、こういうことを私は
いつも申し上げております。非常に手のかかる、心を込めていろいろ手入れをしないとうまく物が



育たないというようなことであります。 
 私どもでは、観光農業というようなことで、今、グリーン・ツーリズム。いろいろ話が出ましたが、そ
んなことで、いろいろなところからお客さんに来ていただきまして、いろいろな体験をやってもらって
います。特に宮城県仙台市を中心にして、台原中学、あるいは宮城野、東華といったいろいろな学
校から、田植えとか稲刈りなどに来ていただきまして、あるいはサクランボの収穫とか、ブドウ、リ
ンゴの収穫、そしてバラ風呂というやつまでやりまして、大変多くの人から、農業を経験していただ
きながら少しでも理解を深めていただいたというふうなことで、いろいろな仕事をさせてもらってい
ます。 
 先ほど農協の話がちょっと出まして、木村さんからも話があったようでありますが、私も農協の一
組合長でもありますのでちょっと申し上げたいと思いますが、一元集荷多元販売というようなこと
で、いろいろなものを集めて、それをいろいろ消費者のニーズに合わせたような販売方法をとって
おるというようなことであります。 
 従って、全然違う方向でやるというようなことでなくて、お客様の各層に合ったようなものの販売
をする、そして集めているというようなことでありますので、先ほど白松がモナカの社長さんが、今
度は農協ではなくて個人から買いたいというようなことでありましたが、農協ではいろいろな販売を
やっていますので、是非ひとつ農協から買っていただきいと、このようにひとつお願いをいたしてお
きたいと思います。 
 時間がないので、次に譲りたいと思います。 
○後藤座長：残された時間はごくわずかですが、大泉専門委員から担い手のことで１つだけお聞
きしたいことがあるそうです。 
○大泉専門委員：木村さんにちょっと御質問したかったのですが、経営の発展を考えられて、新規
参入をもっと進め、ＪＡ主導の生産も考えるというようなお話がございましたが、先ほど松川さんが
デンマークのグリーンサーティフィケートの話をされたのですが、これは基本的には農地を売買す
る権利を資格として新規参入の方が持てるという話なのですけれども、ただ日本流に考えると売
買ということは余りないでしょうから、日本版みたいなことで、農業をやる権利を新規参入者が持て
るというふうに理解しますと、そうなってきますと今、構造政策が進まない。 
 つまり、なぜ木村さんに質問するかというと、先ほどの大規模農家と兼業農家を分けて考えられ
るというふうなお話があったからなのですが、構造政策がなかなか進まない背景には、稲作が片
手間でもやれるからというふうなことが多分にあるのではないだろうかと思うのです。 
 とすると、片手間でやっている人と一生懸命やっている人を分けるためにも、農地集積をしなが
ら、たとえ「みどりの」でない方でも、サーティフィケートみたいなのを持った人がやりますよと言っ
た場合に、受け入れられるものかですね。 
 農家感情として、そういう人たちをどんどん受け入れますよと、あるいは地元から出れば一番い
いのでしょうけれども、その辺はどうでしょうか。それだけ、地元感情も含めてお伺いしたいなと思
います。 
○木村氏：これは、私たち農業者の意識改革ということを今盛んに言っておりまして、自らの国際
社会の中での農業なり、国内の過度にわたる競争の原理の中で、もっともっと効率生産を求めな
ければならないという当たり前のことを、まだまだ理解しない、したくない。やはり昔からの農法を
大事にしたいというその心が大優先しているわけですから、そのことだけにただ走ってしまいます
と、これはやはり国民各界、各層の合意形成はできないのだろうと思っています。 
 ですから、先ほど言いましたように、ほうれんそうの話等もしましたけれども、これはまさに精神
教育というのが当然、私たち農家にも入っていくものだろうと思っておりまして、大きく私たちが意
識改革を自らすることによって、それは可能だと考えております。 
○後藤座長：ありがとうございました。 
 私が時間をとってはいけないのですけれども、１つだけちょっと質問をさせていただきたいのです
が、私、たまたま岩手県の藤沢町に数年前にお伺いをしたことがありまして、佐藤町長さんが大変
ユニークな農政をやっておられるのを非常に印象深く見せていただいた覚えがあるのですが、今、
実は私どもの部会の中で、農地取得を株式会社に認めるか、あるいは土地利用型農業について
株式会社の参入を認めるかということについて議論がいろいろ分かれておるわけですが、今日は
自治体代表お１人でございますので、佐藤町長さんからちょっとその点についてお考えを聞かせ
ていただければと思います。 
○佐藤氏：先ほど申しましたとおり、地域の農業資源というのは地域にとっては公共資源でもある
わけですね。従って、これは、ただ農地を買ったからそこで株式会社で農業ができるなどという、そ
んな簡単なものではないのです。まさに地域との友好な様々な結びつきがなければ農業生産はで



きません。 
 という点で、地域の公共資源である農業、農地も含めて、そこの住民の総意、いわゆる自治体の
運営管理に置けばそれは当然そうなるのでありますが、ただ株式会社がいいか悪いかという論議
というのは、どこでどういう認識でなさる論議なのだろう、農業を知らないのではないかと、そんな
感じで聞いておりました。 
○後藤座長：ありがとうございました。 
 ちょうど時間になったわけでございますが、せっかく本日、会場に多数の方々がお集まりになっ
ておられますので、今までの御議論をお聞きになって何か御質問なり御意見なりおありの方がお
られましたら、もうちょっと過ぎておりますので、大変申しわけございませんがお１人に限って、手
短かにどなたかお願いできればと思いますが、ございますでしょうか。 
○安達氏：山形から参りました安達でございます。私も山形で果樹園を経営しております。 今日
の公聴会をお聞きしておりまして、農業をいかに位置づけるかというような政策を、新農基法に是
非明記をしてほしい。 
 例えば自給率の確保であります。これは国家の安全に関わることでありますので、国民の合意
だと、そのために農家を育成するのだということを、しっかりやってほしい。 
 そして、我々が今最も直面することは、外国の農産物と価格競争という中に生きているわけであ
ります。バナナの自由化とかサクランボの自由化で、私たちもそういう外国の農業と直接関わって
おるわけであります。 
 そういう状況でありますので、ひとつ、生産基盤、それから生産コスト、この辺について外国と競
争できる土俵をつくってほしい、そういうふうに思います。そのための農業政策であってほしいとい
うことを、ひとつお願いしたい。 
 それから、もう１つ、ウルグアイ・ラウンドの６兆円。大変皆さんうらやましがっておりますが、私た
ち農家は１銭も見ていないわけであります。農家のための６兆円と言いながら、直接、農家にはほ
とんど目に見えない。そういう政策でありますので、我々農家が直接、目に見えるような、そんな政
策をお願いしたい。この辺をお願いしたいと思います。 
○後藤座長：ありがとうございました。 
 もうお一方、せっかくマイクを握ってまた放されたので申しわけなくて、手短かにひとつお願いで
きればと思います。 
○城内氏：岩手の宮古から来ました城内と申します。 
 いろいろ先生の話、現場の話を、約２時間半、聞いていました。根源は、女性を男性と同様に扱
う法律が一番悪いのです。男女平等であるから、女性も労働者家長様にしないで、母さんにして
子育てをしてほしいのですね。 
 誰かがさっきお話しになった、野菜をつくるのも子供を育てるのと同じなのだというお話で、今、
私たちの町内、集落にも、子供の泣く声が聞こえないのです。 
 そういうようなことで、やはり根源は、少子化をどの時点で排除して、３人は子供をつくってもらう
のだというような提言をして、終わりにします。 
○後藤座長：ありがとうございました。いろいろ御意見をいただきました。地域の実態も交じえなが
ら貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 

６ 閉  会 
○後藤座長：本日は、お忙しい中、意見陳述人の方には会場までお越しをいただきまして、誠にあ
りがとうございました。 
 本日いただきました御意見につきましては、これを今後の調査会における検討に十分生かして
まいりたいと思いますし、今日参っておりません委員、専門委員にも、記録なり要約の形でお知ら
せをするつもりにしております。 
 それでは、本日の地方公聴会はこれにて閉会といたします。ありがとうございました。 
（拍手） 


