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１ 開会  

   

○祖田座長 それでは、定刻となりましたので、食料・農業・農村基本問題調査会の中国四国地
方公聴会を開催したいと思います。  

 有意義な集まりにしたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。  

   

２ 委員、専門委員及び意見陳述人紹介  

   

○祖田座長 それでは、まず最初に本日の地方公聴会に出席いただいております調査会の委
員、専門委員の方々を御紹介したいと思います。  

 私は、本日の地方公聴会の座長を務めさせていただきます祖田でございます。調査会の農村部
会の会長を務めさせていただいております。よろしくお願いいたします。  

 それでは、私の並びの右側の方々から御紹介したいと思いますが、富山和子委員でございま
す。  

 坂本多旦委員でございます。  



 船田宗男専門委員でございます。  

 次に、左側の方々でございますけれども、中村靖彦委員でございます。  

 吉田一義専門委員でございます。  

 吉田企世子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、意見陳述人の方に御参加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、一般公募で応募されました５名の方、計１０名の方々にお集まりいただいて
おりますので、御紹介をさせていただきたいと思います。  

 まず、有識者といたしまして、私から見まして右側の方々からでございますが、池田武彦・山陽
新聞社論説委員会副主幹でございます。  

 岸郁男・鳥取県日南町長でございます。  

 中野民子・えひめ生活センター友の会会長でございます。  

 西尾喜吉・島根県農業協同組合中央会副会長、島根県農業会議副会長でございます。  

 前川雅一・四国経済連合会専務理事でございます。  

 続きまして、一般公募で応募されました方でございますが、島根県津和野町の糸賀盛人さんで
ございます。  

 岡山県倉敷市の井上昌子さんでございます。  

 愛媛県松山市の岩切義明さんでございます。  

 香川県高松市の長町博さんでございます。  

 香川県寒川町の廣瀬義信さんでございます。  

 以上でございます。  

 中国・四国地方の公聴会では、一般公募により応募いただいた方は１０名でございましたが、こ
の１０名の方々の中から中国四国農政局とも調整させていただきまして、今御紹介いたしました５
名の方とさせていただいたわけでございます。したがって、今回意見陳述していただけない方々も
おられるわけでございますが、各界各層の方々に幅広く中四国地方の御意見を開陳していただこ
うといった趣旨で人選を行わせていただきました。  

 なお本日は、農林水産省からは段本中国四国農政局長、それから木村大臣官房企画室調査官
が出席しておられますので、御紹介いたします。  

   

３ 調査会の検討状況等の紹介  

   



○祖田座長 それでは、議事に入りたいと思いますが、まず初めに私の方からこれまで食料・農
業・農村基本問題調査会で検討してまいりました状況につきまして、概略を御紹介させていただき
たいと思います。  

 まず、調査会の設置に至る経緯でございますが、現在農政についての基本的な方向を定めた法
律といたしまして、農業基本法があるのは皆さん御存じのとおりでございます。これは昭和３６年
に制定されたものでございますけれども、その後３６年間が経過いたしまして、特に最近における
農業・農村の大きな変化あるいは急速な国際化といった事態を背景といたしまして、この農業基
本法を見直すべきである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規
模で重要な課題となってきております。こうした状況の中で、日本の社会が将来にわたって発展し
ていくために、農業基本法だけでなく、日本における食料・農業・農村のあり方や政策の方向につ
きまして抜本的な検討を行うことが必要な情勢になってきたと思われるわけでございます。  

 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、専門委員が参集いたしまして議論を重ねているところで
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、お手元にお配りいたしました資料
の４を御覧いただければ一覧がございます。  

 次に、調査会の検討状況について申し上げたいと思いますが、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」というのがございますけれども、それを御覧い
ただきたいと思います。  

 第１回食料・農業・農村基本問題調査会は、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
った上で、今後調査会として検討していくべき項目ということについて整理を行いました。これがお
手元に配付してございます資料５「食料・農業・農村基本問題調査会における検討項目」というも
のでございます。  

 この資料５を御覧いただきながら、各部会における検討項目について簡単に御紹介したいと思
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、消費者関連施策のあり方等々について議論
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
生産のかかわりのあり方、米をめぐる事情と諸課題等々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、中山間地域の現状と課題等々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でございますけれども、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ということで、「第１次答申」として取りまとめる予定
にしております。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
ついてさらに検討を行いまして、来年の夏頃には「最終答申」を取りまとめる予定といたしておりま
す。  



 以上、申し述べましたのが食料・農業・農村基本問題調査会における検討状況でございますが、
現在年末の第１次答申の取りまとめに向けまして、論議をさらに深め、また集約していくことが必
要と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ということが不可欠であ
ると考えまして、全国４カ所、札幌、仙台、岡山、熊本の４カ所におきまして地方公聴会を開催する
ことと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いうふうに考えまして、意見陳述をされる方のうち５名の方
は一般公募という形でお願いをし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っております。意見陳述をいただきました後で、私どもと若干の意
見交換をさせていただきたいと思っております。  

   

４ 意見陳述  

   

○祖田座長 それでは、順に意見陳述をお願いいたしたいと思います。意見陳述の時間といたし
ましては、大変短うございますけれども、お一人７分以内ということでお願いをいたしたいと思いま
すが、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ベ
ルを鳴らしたいと思います。学会でもないのですけれども、進行のために７分経ちましたところでベ
ルを鳴らしていただきますので、あとはできるだけ短く取りまとめていただくようにお願いしたいと
思います。  

 それでは、最初に池田さんからお願いいたします。  

   

○池田氏 それでは、いただいた時間が７分という非常に厳しい厳命が今祖田座長の方からござ
いましたので、なるべく要約して、舌足らずのところは意見交換のときに開陳をさせていただきたい
と思います。  

 春以来、調査会で鋭意御努力されて新しい立法を目指していらっしゃるということに対しては、地
方にあっては非常に頑張ってほしいというように感じております。  

 ３６年ぶりに基本法を再検討するということでございますが、今私考えるに、農業・農村のあり方
の中で、やはり一番意を尽くしていただきたいのは、農業・農村の持つ「つくる」という役割─クリエ
イトする─そこのところを陰に陽に強調していただきたいと思います。  

 当然、我々の食生活の中心の穀類をつくるという重要な役割を担っておる、それが第１点の「つ
くる」ではないかと。第２点は、ここへ富山先生もおいでになりますが、水をつくっておる、快適な空
間をつくっておる、癒しの環境をつくっておると、そういう目に見えないものをつくっておるという、そ
の意味での「つくる」ということの重要性が第三者から指摘されていいと思います。第３点目の「つ
くる」という点では、これからの新しいまちづくり、県土・国土づくりの観点から、生産者と消費者が
交わる、あるいは都市生活者と農家が交わる新しい都市空間というものがつくられようとしており
ます。まさにそのスペースは農村にあると思っております。主に農家の側から問題提起されておる
ところの、中国地方は非常にそのスペースが多いんですが、中山間地帯は相当金を食うんじゃな
いかというように国民は懸念しておりますが、ここをうまく使うということ、中山間地帯というのは避
けて通れない日本のひとつの風土でありますので、ここに新しい居住空間を設けると、新しいもの
をつくるということ、私はこれを第３の「つくる」という意味で、何か手だてを考えていただきたいなと
いう感じを持っております。そうすると、農家サイドの中山間問題はある程度解決していくのではな



いかと思っております。  

 それから、第２点ですね。これは全く視点が違いますが、農業の問題はまさに地方の問題でござ
います。４カ所目としてようこそ岡山で開いていただいた、しかし４つと言わず８つ、１０カ所、もっと
もっと地方の声を吸い上げていただきたい。今日たまたまラッキーにも選ばれた１０人ですが、こ
れではまだ少ないなと思います。もっともっと地方の生の声を吸い上げていただきたいという感じ
がいたします。それから、農業を考える意味では、地方の問題ですから、やはり今運動が非常に
進められている地方分権の中での位置づけを考えていただきたいということを切実に感じておりま
す。  

 それから、農業・農村を語る上で、やはりキーになるのは、その中間におる団体、今では農協で
すね。このあり方をやっぱり真摯に検討していただきたいなと思っております。つくるということ、売
るということ、情報発信、受信機能、いずれも物足りないと思います。農協の活性化というのがこ
れからのキーワードになるのではないかなというように感じております。  

 農協にそういう機能を要求する以上、農家にももう少しものを語ってほしいと思います。もっともっ
とシビアに言えば、質的なレベルを上げて、自分のことですから、他者のことじゃないわけですか
ら、やはり自ら語るということをもっとしてほしいなと。これは委員に語るべきことではないのですけ
れども、今日たくさん関係者がいらっしゃるので、要望しておきたいなという感じがしております。  

 それから、最後になりますが、２次産業、３次産業に比べて依然として１次産業の影が薄いという
ところがあります。そこには農家はつくるというプロ、別格だという考えが農家や農協にあるからだ
と思うんです。そうではなくて、国民問題としてやはりこの問題をとらえてほしいなと。自責の念を
込めて、最後にそのことを強調したいと思います。  

 まあ言えばたくさん、まだまだ言い残したことがありますが、やはり以上の２つの大項目に沿っ
て、新しい基本法に肉づけをしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 それでは、続きまして岸さん、お願いいたします。  

   

○岸氏 日南町と御紹介いただいたわけでございますが、鳥取県の一番端になるわけでございま
す。岡山、広島、島根に隣接しております。古くは鉄文化の発祥の地と言われておりまして、本当
に古い古い時代から開けた町でございます。  

 また、井上靖先生、松本清張先生からもすばらしい言葉をいただいておるわけでございます。両
先生は日南町とゆかりの先生でございますが、松本清張先生からは「記紀の国」という言葉をい
ただいておりますが、「記紀」と言いますのは、上の「き」は「古事記」の「記」でございます。そして、
下の糸偏の「き」は「日本書紀」の「紀」でございますが、この時代から鉄文化として開けた地という
ことでございます。  

 また、すばらしい大自然に恵まれておりますので、井上靖先生からは「天体の植民地」という、こ
れまたすばらしい言葉をいただいておるわけでございます。「天体の植民地」と言いますのは、
「神々が住みたくなるようなところ」という意味だそうでございますが、今ちょうど大自然をバックスク
リーンにいたしまして、美しい紅葉がパノラマの展開をなされておるところでございます。どうしてこ
ういう地に生まれ、育った人間がこの厳しい問題を提起していかなければならないかなという思い
が今してならないわけでございます。  



 日南町は、３４１平方キロでございます。鳥取県の大体１割の面積を持っておりまして、そして中
国地方でも一番大きな面積を持つ町でございますし、そして中四国でも３番目の面積を持つ町で
ございます。  

 そういう中で、基幹は農業と林業でございます。この農業、林業というものがこれまで経済的な
流れの中で生産中心に動いてきたわけでございますが、今米価の据え置きというよりも、値段が
下がったという状況にあるわけでございますし、そしてまた林業でございますが、今林業も戦後植
えた木が多いわけでございます。大体５０年から６０年伐期で、そろそろ皆伐の時代に入ってきた
わけでございますが、今この木を切って出す、また森を管理していくという人が非常に少なくなった
わけでございます。大体３万ヘクタールの森を持っておりまして、そのうちの１万８，０００ヘクター
ルが今人工林に変わっております。これも間伐材がお金になる時代はよかったわけでございます
が、今３０年、４０年の間伐材はすべて山に切り捨てておるわけでございます。それを切り捨てて
おきますと、あとの木を出すということができないわけでございます。そういうことで、今農業・林業
ともこれから一番本当に大切な、また厳しい時代を迎えるのではないかと思います。  

 高齢化比率も今３４％でございます。もう５年か、まあ１０年たちましたら、本当に集落の崩壊が
次々起こってくるのではないかと思います。と言いますのも、先ほど言いましたように若い人が定
着できないわけでございます。どうにかして若い者を残したはよろしゅうございますが、またお嫁さ
んがないというダブルパンチを受けるわけでございます。そういうことで、今農業・林業では生活が
成り立たないという時代を迎えておるわけでございます。  

 農業のほ場整備等も今９０％近いほ場整備をしております。以前は大体１，５００ヘクタールぐら
いの農地があったわけでございますが、今辛うじて１，２００ヘクタールを維持しておるというのが
現実でございます。そういうことでございますので、本当にこの高齢化が進みまして、そしてまた若
い人が残らないということになれば、本当にもうどうなることかなという思いを持っておるわけでご
ざいます。  

 これまでのバブル経済の流れの中で大変お世話になりまして、生活環境も徐々にではございま
すが、整備されてきつつあるわけでございますが、農業・林業ともに今後後継者の問題が一番大
切な問題になってくるのではないかと、今思っておるところでございます。  

 私は、常に行政という立場におりますので、いろいろ考えるわけでございますが、ある程度、中
山間地帯としていかに歯どめをかけましても、オーバーフローしてしまうわけでございます。そうい
う中で、本当に時代の解決を待たねばならないものは、やはり時代の解決を待っていきたいと思っ
ておるところでございます。しかしながら、後継者問題だけは真剣に取り組んでいきたいと思って
おります。  

 それで、一つお願いがございますけど、なぜ今若い人が残らないのか、そしてお嫁さんがないか
ということでございますが、本当に今帰っていただくといいましても、高校卒で帰りましても専門的
な知識・技術がございません。以前は各郡部に農林学校というのがございまして、農業・林業を専
門的に教えて、そしてふるさとに帰って農業・林業をやっておったわけでございます。それが今高
校は普通科志向でございます。そういうことで、農・林というものが普通科高校から失われつつあ
るわけでございます。そういう中で、やはり高校は仕方がないといたしましても、地方には各大学
があるわけでございます。例えば、外国語とか数学とかできなくても、豊かな人間性が持てる教育
をひとつ地方大学においてしていただきたいという思いを持っております。それには推薦入学制度
等の枠の拡大をぜひお願いいたしたいと思います。それも都会に出るのではなしに、ふるさとに帰
ってくる人の教育、決して高校卒ですぐに入らなくても２０代、３０代で入ってもいいというような教
育制度、また中山間地域をこれから立て直す一つの流れを教育制度の中で生み出していただき
たいと思っておるところでございます。  

 また、林業は上流・下流の協調がこれから大切な時代を迎えると思っております。世界の歴史を
振り返ってみましても、このように地方が切り捨てられますと、必ずその国というものは崩壊につな
がっておりますので、その点もよろしくお願いをいたしまして、終わらせていただきます。  



   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 それでは、続きまして中野さん、お願いいたします。  

   

○中野氏 えひめ生活センター友の会と申しますのは、県から指導を受けております消費者団体
でございます。  

 私は、農家と非農家混住の町に住んでおりますので、農業のことはよく理解しているつもりです。
今３年続きの豊作で米余りが一層ひどくなり、米価は下がる一方ですから、兼業農家でなければ
やっていけないという状況にあると思います。高齢化した農家や、やる気を失ってしまった農家を
目の当たりに見ていますと、日本の将来がすごく案じられて不安が募ります。でも、まだ何とか農
業が持ちこたえているうちに、２１世紀に向けた農業の明るい展望を示して、国内農業に活気を起
こす新農業基本法の実現を願っています。これは農業者だけでなく、国民生活全体の向上と安定
につながるものだと思います。  

 米価が下がることは消費者にとってうれしいことではありますが、お米ほど安い主食はないと思
っています。今年は１袋３０キログラム入り玄米を８，０００円で買いましたから、私の家では１日１
人のお米代約６０円、１食にして２０円にしかなりません。また、日本の食料は国内生産で確保す
ることを基本として、不足分を備蓄とか輸入で賄う体制が必要だと言われておりますが、そのとお
りだと思います。しかし、次期ウルグァイ・ラウンド交渉では輸入枠が今以上に増えますし、交渉ご
とに増え続けますと、さきに申しましたが農業離れが一層進み、国民が望んでいる国産米は減少
して、このままでは崩壊しかねないという危機感があります。また一方では、世界の人口がどんど
ん増えて、食料不足が来るとも言われていますが、本当の情報が分かりません。政府はこの問題
をどうとらえているのでしょうか。  

 それから、今自分たちの地域でとれた農水畜産物を食べたいという消費者が増えています。地
域内で生産したものを地域内で販売していくという基本路線があれば、中山間地域にも産地として
のチャンスが生まれ、活性化のきっかけになるのではないかと思います。地域で食べる物は地域
で生産するという生産と消費の結びつきをしっかりしたものにしていくことがこれからの農業におい
ては大切だと思うんです。つくる人、食べる人の顔が見える交流活動を農家の方たちも望んでい
ます。しかし、国内生産で確保していくことを望みましても、国際化、国際化と言われる中で、今の
日本は農産物の国際化が進展し過ぎて、先進２０カ国中第１位の食料輸入国というこの現実に対
して政府は今後どう対応していかれるのでしょうか。  

 世界中で最も理想的な食生活は、日本の米を中心とした食事であると言われています。真夏の
８月に、７年度産のこがねまさりの備蓄米、「たくわえくん」と８年度産米のお米の食べ比べをいた
しましたが、結構備蓄米がおいしく食べられて驚きました。今の日本は食生活が欧風化し、米食の
衰退は文明発展の当然の過程と錯覚しているようですが、米中心の食事で生き抜いた人たちが
今１００歳以上の長寿者として年々増え続けている事実は、米食の優秀性を端的に立証している
と思います。何度も申しますが、今の流れでは農業・農村は滅亡します。食料は安いところから買
えばよいでは、日本国民の生命は養えないと思います。国内生産と輸入備蓄とのバランスについ
て、政策面での充実を期待しています。  

 農業・農村は食料供給だけではなく、多面的な機能を持ち、豊かな感性が育つ環境にあるし、新
鮮でおいしいものが食べられるのが農業・農村の特権だと思っていましたが、今の農村はどうして
も明るい農村というよりも暗いイメージの方が強いですよね。そのためにも、生活する家屋構造を
近代的なものにするとか、水道はもちろん、下水道、台所、水洗トイレの完備をして若者が好む様
式にしていくことが必要です。私の町ではまだ下水道が通っていませんが、近くの農家では次々と
合併浄化槽を据えて環境面にも努力するなど、開かれた農村に変わりつつあります。とにかく生



活環境整備が農村を明るくするための課題だと思うのです。  

 つい最近、将来への目標を持って頑張っている若い後継者との現地研修と懇談会を持ちまし
た。高齢化が進み、後継者不足と言われる中で、本腰を入れて取り組んでいる若者の姿を見まし
て少しは安心しました。そして、彼らへの大いなる期待と何か手助けをしてあげたいという思いに
駆られました。農業を肌で感じるということは、何かしら感動を覚えるものです。生産者と消費者と
の交流はこれなんだなと思いますし、信頼の輪が大きく感じられました。そして、もっと農業を大切
にする国民でありたいと思ったものです。  

 要望は後の時間でさせていただきます。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 続きまして、西尾さん、お願いいたします。  

   

○西尾氏 ４点ほど申し上げたいと思っておりますが、１つは、新基本法の性格と意義という点で
ございます。新基本法は戦後の農業政策を総決算をいたしまして、国際的視野に立った２１世紀
における日本の食料・農業・農村政策の指針になるべきものであるという認識をいたしておりま
す。日本も国際化が進みまして、ボーダーレスな時代の地球社会の一員として、人口問題、食料、
資源・エネルギー、環境などの重要課題につきまして、既に直接、間接に直面しつつございます
が、その意味においても新基本法は２１世紀の我が国経済社会の進むべき指針の一環となるべ
きものでございまして、極めて重要な意義を持つという認識をいたしております。  

 ２番目でございますが、食料の安定供給の確保の点でございます。  

 日本の食料自給率が先進国の中で並外れておりまして、カロリーベースで４２％、穀物ベースで
２９％、なおも低下傾向が続いているのは周知のとおりでございます。そこで、国は国民にわかり
やすい形で食料自給率の目標を明示することが必要でありまして、これが新基本法全体を貫く基
本指針でなくてはなりません。食料政策はもちろん、農業・農村政策策定の出発点であります。食
料自給率をどの程度に設定するかによって、農地面積の確保目標、中山間地農業の位置づけな
ども決まってまいります。要するに、国際的視野に立った中・長期的な食料政策の指針とあり方が
問われておりまして、国家危機管理政策の一環としてこれを位置づけ、その目標を明示しなくては
ならないと考えております。  

 ３番目でございますが、農業の担い手確保でございます。  

 これからの農業の担い手は多様な人材と多様な経営形態を想定する必要があります。その中で
も、地域農業を中心的に支えまして、振興していく担い手を確保、育成するためのメリハリのきい
た政策を拡充しなくてはならないと考えております。例えば、個別経営体と組織経営体の別を問わ
ず、認定農業者に対して農地の集積、低利融資、法人化指導などの重点・集中的な政策の展開、
あるいは新規就農者への研修費や、あるいは就農準備資金の支給、貸与、農地のあっせん、そし
て集落営農、集落の共同連帯意識を生かした集落営農組織の形成への支援などが必要であろう
と考えております。  

 担い手の確保・育成との関連で重要な論点を申し上げますと、価格政策と所得政策のあり方で
ございます。ＷＴＯ体制の下では、これらは分離せざるを得ないため、価格政策につきましては、
基本的には市場原理が働く方向に転換することになりましょう。そうすると、農産物価格の変動に
よりまして、特に下落によりまして、農業者の所得確保が不安定になるおそれがあります。これに
対しましては、別途きちんとした所得確保政策を準備する必要があろうかと考えます。例えば、さ



きに述べました地域農業の中心的担い手など、対象を絞り込みますとともに、既存の価格政策や
農業共済制度などとの調整を図る必要がありますが、新たな政策として農業収入保険制度を創
設することも検討する必要があろうかと考えております。  

 最後でございますが、４点目、中山間地域の維持発展の問題でございます。  

 中山間地域は、今や国際化や各種規制緩和が進行する中で、真っ先に影響を受け、人口流
出、高齢化や農業後継者の減少に拍車がかかっておりまして、集落や地域の崩壊の危機に直面
しております。しかし、その中山間地域はさまざまな条件不利の状態のもとで、日本の農業部門に
おけるシェアは４割近くにも達しておりまして、それが例えば島根県では約７割にもなりまして、県
全域が中山間地域でございます。このような実情から、中山間地域こそが新基本法における農村
政策の最重要課題に位置づけられるべきものではなかろうかと考えます。  

 また、中山間地域政策でとかく忘れられておるのは、次第に深刻化しております野生鳥獣対策
でございます。これによります農業被害は相当なものでございまして、近年中山間地域ではイノシ
シやサルなどによります農業被害が多発いたしておりまして、一層営農の困難性が増しておりま
す。クマが出没して人命への影響が心配されるところも少なくない状況でございます。中山間地域
政策の議論の中で、こうした問題が欠落しておるとすれば極めて遺憾なことであろうと考えます。
新たな基本法では、条件不利性を考慮した現行の多様な間接所得補償政策の拡充に併せまし
て、例えば農業の公益的機能─中身は申し上げませんが─に対する何らかの直接所得補償政
策の創設を強く要望し、期待をいたしておるところでございます。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 引き続きまして、前川さん、お願いいたします。  

   

○前川氏 農業は今、耕作地や担い手の問題、それから国際的競争など、深刻な問題を抱えまし
て危機的な状況にあります。この時期に新たな基本法の制定を含む中・長期的な政策の方向を
検討するための調査会が設けられまして、このような公聴会が開催されることは真に有意義であ
ると思っております。  

 本日は、時間の制限がございますので、農業をめぐる現状認識とか環境変化については皆さん
十分御承知のことという前提で、そういう説明を前段省略しまして、また体系的、網羅的な意見を
差し控えさせていただきまして、重点的に幾つかの問題に絞って意見を申し上げたいと思います。 

 最初に、新しい基本法制定に当たりまして、是非留意していただきたいと思っている点につい
て、２点申し上げたいと思います。  

 まず、現行の農業基本法でありますが、１９６１年制定の時点で掲げました政策目標は、１つは
農工間の生産性格差の是正でございますし、今一つは農工間の所得格差の是正であったと思い
ます。この２つの目標は、当時の社会経済情勢の中では妥当なものであったと考えられますけれ
ども、その達成状況を見ますと、残念ながら所期の目的を達成するには至っておりません。労働
生産性の伸びで言いますと、農業は４．８倍伸びたそうですが、製造業もそれに見合う伸びを示し
ております。したがいまして、製造業に対する農業の比較生産性は、依然として９５年で３０％程度
とその差は縮まっておりません。また、農工間の所得格差は是正されてまいりましたが、それはそ
の大部分が兼業収入の増加に依存したものであると思います。  

 現行の農業基本法が掲げました政策の一つであります農地の集約化が妨げられた原因として、
地価の上昇に伴う資産価値の高まりだとか、いくつかの理由が挙げられると思いますが、農地法



が定める自作農主義でありますとか、農産物の価格支持制度など、農業保護にかかわる諸法制
が存在したことも大きいと考えられます。すなわち、食管法、農地法、農協法などの諸制度がこれ
ら農業基本法のできる前からあり、それらの法律が依然としてそのままで、新たな農政を展開する
のに必要な改正がなされなかったということが大きな障害になったと私は考えます。したがいまし
て、今回の新しい基本法の制定に当たりましては、関連する法令、諸制度も含めて改革の方向に
沿ったものに改めるということが必要ではないかと思います。  

 今一つの点でありますが、農政改革に当たっては、国民的な合意形成が是非とも必要であると
いうことであります。今我が国では行政改革、経済改革など６つの改革について国を挙げて取り組
んでおりますが、戦後５０年余りをかけて構築されてきましたいろいろな制度、システムを改めるわ
けでありますから、国民にとっては重大な影響があり、痛みを伴うものもいろいろとございます。ま
た、税金、保険料など国民の負担増大につながるものも多々ございます。そのため、国民の大き
な関心を集めているところであります。  

 農業の改革についても全く同じであると思います。農業は、国民の食料に係わるものであります
し、また国民の健康とか生活の豊かさに大きく係わるものであります。  

 そこで、食料政策とか農政改革に関しましては、国民にあまねく情報を提供し、国民各層におけ
る検討を促し、国民的合意形成を図る必要があるのではないかと考えます。具体的に申します
と、現在の農業保護政策を講じていることによってどこにどの程度のメリットを生じておるのか、国
の財政負担についてはもとよりでありますが、現在の価格支持政策や国境措置という形で課せら
れております消費者負担も含めまして、国内農業を維持するために国民が負担しているコストは
どのくらいなのかといったことを分かりやすく国民に開示することが必要であると思います。また、
これに併せて国土の保全、水資源のかん養、自然環境の保全形成、自然文化資源の提供などに
貢献しております農村の役割についても知ってもらうことが必要であります。  

 続きまして、食料と農業について、それぞれ１点ずつ意見を申し上げたいと思います。  

 まず、食料についてでありますが、食料は我々の生命維持に不可欠なものであります。したがい
まして、安定的な供給が求められるわけでありますが、このために食料安全保障の観点から、国
内自給の必要性を過度に論じる意見がございます。しかしながら、国民経済的見地から国民負担
コストを考える必要もございますし、世界の自由貿易体制維持の立場もあわせて考える必要があ
ろうかと思います。我が国の農産物純輸入額は、９４年実績で３６１億ドルで、これは国土面積の
狭い我が国が海外から１，２００万haの農地を借りていることを意味するわけであります。この現状
を踏まえまして、食料の安定供給のためには国内生産の重要性に加えて、輸入の役割も正当に
評価し、生産、輸入、備蓄、加工、流通、販売といったものをトータルにとらえた食料政策を確立す
る必要があろうかと思います。  

 次に、産業としての農業でありますが、生産基盤の脆弱化が進んでおります我が国の農業をこ
こで踏みとどまらせて立派な産業として育てるためには、農業の担い手が確保できる魅力ある職
業としての農業の確立と国際競争にも耐え得る産業としての農業の確立を重点化していくことが
必要であります。そのためには、産業政策としての農政の中核となる農家を効率的・安定的な農
業経営を行う意欲のある専業農家に限定して農政の焦点をそれらの農家や農業生産法人など、
生産性の高い経営体に特化することが必要であると思います。そうすることで優良農地の集積や
予算の重点配分が可能になり、農業経営体もまとまった所得を得ることが可能になるのではない
かと思います。  

 産業としての農業を確立するための方向としては、消費者のニーズを的確に把握して高付加価
値の農業経営を目指すこととか、第２次、第３次産業との連携融合によって事業を多角化すること
などが考えられますが、そのためには営農者の自主性とか創意工夫が生かされるような規制の
緩和、撤廃が是非とも必要であると考えます。  

 最後に一言加えさせていただきます。  



 現行の農業生産法人制度の規制緩和を推進することによりまして、株式会社の参入もあろうと
思いますが、農業経営体の多様化が図られ、農業経営の活性化が期待できると考えております
ので、株式会社の参入につきましては、これを不安視する向きもございますが、問題があるとすれ
ばそれが何なのかを明確にして、そのための方策を講ずることの方が大事ではないかと、このよ
うに考えます。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 それでは、次は、一般公募の方々の方に移りたいと思いますが、糸賀さん、お願いいたします。 

   

○糸賀氏 私は、津和野から北へ２０キロばかりの山口県境で「おくがの」という集落で、農事組合
法人おくがの村というのをつくりまして、そこの代表をしております糸賀というものでございます。息
子も一昨年に帰ってきて百姓を今やっております。たまたまといいますか、この春ＪＡ美鹿の役員
改選で専務に、常勤役員になれということで常勤にもなっておりますが、今日は集落営農法人経
営として取り組んできた農事組合法人おくがの村の代表という立場で発言させていただきたいと
思います。  

 食料・農業・農村基本問題調査会でこうして意見を述べることができることを大変うれしく思って
おります。今までの調査会での話し合いとか、あるいは３回開催された公聴会での内容について
資料を送っていただいたり、新聞報道等でいろいろ見ました。私が今回、意見陳述の中で申し上
げようと思っていました食料の自給率の向上のこととか、安全でおいしい農産物づくりのこととか、
米にかかわる諸問題、あるいはデカップリングのこと等については随分意見が述べられておりま
すので、また機会があれば申し上げさせていただくということで、今回は別な観点から申し上げた
いと考えます。  

 私の集落では、昭和６２年に県営ほ場整備事業でほ場整備を終わりまして、それと同時に米作
り農家の６割が参加をして、農事組合法人おくがの村というのをつくりまして、今年の秋で１０年が
終わりまして、１１月１日には来賓をお迎えして１０周年の記念行事を行う準備も今しております。
ちなみに現在は、組織率も６割からスタートしたのが８割となっております。  

 設立の目的は、第１に、補助金をいただきましたほ場整備田を荒らさないことということがまず第
一でありました。第２に、法人が抱えます機械を有効に使いながら、生産費の軽減を図るというこ
とでありました。３つ目に、経営移譲年金が受給できるようにといいますか、受け皿となるように、
そこらあたりも法人でないとやれないということで、手探り状態でつくりました。１０年過ぎて日本全
国のあちこちでこういった形の法人が少数派ではありますが、集落営農を目的とした法人として誕
生している現状を見て大変うれしく思っているところであります。  

 設立のときの当初の目的も大体クリアできておりまして、今のところ荒廃田は１枚もございません
し、生産費も県平均の半分となっておりますし、経営移譲年金も３戸の農家が受給できるようにな
っております。ただ今年の米価の下がったことで大変調子が悪い状態にあります。  

 まず初めに、意見として申し上げたいのは、中山間地で米を作っておりますが、アメリカの米作り
と競争する気はさらさらありませんが、そうはいっても生産費を安くすることは必要でございます。
１台のトラクター、コンバイン等、いかに多くの面積で使うかということが生産費の低減につながる
わけでありますが、そのためには農林水産省が提言しておられる大規模稲作農家を育成すること
が考えられますが、なかなか田舎ではうまいこと農地の集積というのができません。このことにつ
いてまた後から時間でもあればお話ししたいと思います。  

 そこで、考え出されたのが集落営農による農地の集積という形であります。任意の集落営農組



織で集落営農を進めていきますと、利用権設定とか、あるいは経理、税務、労務等のことから、何
か行き詰まりになるわけであります。その打開策として法人化を検討いたしますが、集落営農とい
う形に適用される法人が、やり方としては農事組合法人、有限会社、合資会社があるものの、集
落営農のやる事業との一体化が十分でないというのが今のその３つの法人であります。というの
は、中山間地の集落を構成する農家のほとんどは兼業農家で他に職業を持っております。そのた
めに法人が農業生産法人になるための農地法の第２条第７項に規定する構成員要件とか、ある
いは事業要件、経営者要件を満たすことが極めて困難であります。これについては、農地法の見
直しか、あるいは一歩進めて中山間地域の農地の維持や、集落の活性化を進めるために地域の
実情に即した創意工夫のある取組を総合的に支援できるような感じの集落営農法人法とでも申す
ような法律ができないものかということであります。  

 日本全国どこでも集落営農で集落が守られるとは考えておりませんが、かなりの程度の集落は
ここらあたりで守られるのではないかと思います。設立の登記とかは行政が応援し、経理、税務に
ついてはＪＡが支援して、運営関係については集落が責任を持つということで、設立から運営まで
できるのではないでしょうか。集落内の農業者が我が集落を守るための法人ということでありま
す。法人が単に農業経営を行う、あるいは儲かるための法人でなく、集落の運営すべてを含んだ
集落経営ができる、ある意味では、第三セクター的な集落営農法人ができないものか、検討して
いただきたいと思います。  

 次に、申し上げたいことは、我が集落の老齢化のことであります。  

 中山間地どこでもある老齢化でありますが、私の集落では６５歳以上が４２％であります。幸い
集落からは特老に入っておられる方は一人もおられませんが、入院中の方は２人程おられます。
ほかの年寄りは皆元気であります。どうして元気かと聞きましたところ、牛飼いが忙しいから病院
へ行く暇がないので元気だと言うお年寄りの方もおられます。そこで、祖田先生がおっしゃってお
られます着土の気持ちで、じいちゃん、ばあちゃんに元気で死のうと言っております。ＰＰＫとも言っ
ております。ぴんぴんころりという人生であります。お年寄りが田舎にいて、やっぱり地元で死にた
いということでございますので、何かそこらあたりを中心に集落営農という、先の法律と絡めたこと
ができないかと考えております。農業には補助金が随分ありますが、お年寄りが元気だということ
になれば厚生省の予算がかなり削減できるように考えておりますので、福祉、福祉と言われます
が、福祉も含めた集落づくりと言いますか、それが農村にあるという考え方ができないものか、考
えていただきたいと思っております。  

 それと、最後になりましたが、夢のような話で申しわけないわけでありますが、田舎におりまして
何が自慢ができるかといいますと、やっぱり自給自足だと思います。そこで、トラクターとかコンバ
インの燃料を何とか自給できないものかといろいろ考えた末に、転作田に菜種を植えて菜種油を
絞って、これでトラクターが動かないものかという話をしておりましたところが、ドイツでは既に車が
走っているというような話もございました。菜種油でございますので、排気ガスについてかなりきれ
いなものが出ると思いますし、春菜の花が咲きまして、その油でトラクターが動けば、あるいは車
まで動けば、何かおもしろいことができるんじゃないかというような気がしております。  

 住んでいる人がそこで生涯を終えて、うちのとこではこの４、５年、土葬も随分増えてきました。随
分と言いましたけど３件ですが、やっております。やはり着土といいますか、農村に住んだ者は農
村が一番の終えんの地ではないかと思いますので、そこらあたりを別な観点といいますか、経済
合理主義ばかりでなく、そこらあたりを十二分に検討していただく必要があるのではないかと思い
ます。このお年寄りの皆さんを皆都会に連れていってもおそらく都会でもお困りのことだと思いま
すので、何とか面倒を見るかわりに、そこでできる農産物とかというものについては、安全でおいし
いものを供給するのが我々の義務とも感じておりますので。ひとつ時間がなくて大変はしょりまし
たが、１０年後に日本がどうなるか、経済を追い求めている日本がどうなるか、そのときに田舎の
じいちゃん、ばあちゃんがのんびりゆったり暮らしている姿を見たときに何か感ずるとこがあるので
はないかと思います。たった４、５年前の米不足あるいは大震災のときにだれか炊き出しに行った
ということもいろいろ考えて、やっぱり食料は我がところでつくらなければいけないということと、人
間もそこで何とか終えんができればなと考えております。  



   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 続きまして、井上さん、お願いいたします。  

   

○井上氏 私は、主婦の立場からお話をさせていただきたいと思います。  

 私は、横浜で生まれ育ち、２５年前にこちら岡山に参りました。嫁ぐときに母から「岡山は米どころ
だから毎日おいしいお米がこれからは食べれる。そして、自分も岡山に遊びに行っておいしいお米
を食べるのを楽しみにしている」と言われてこちらに参りました。ですが、それ以後２５年間の間、
お米屋さんやスーパーで買うお米ではおいしいお米に出会ったことがありませんでした。しかし、２
年程前に兼業農家の知人から、「これは自分がつくったおいしいアケボノ米だ」と言ってお米をい
ただいたところ、それは見事な色・つや・味、本当においしいお米で、そのときに「ああ、やっぱり岡
山は米どころなんだ」という思いがしました。  

 私は玉島に住んでおりますが、港の近くに古い商店街があって、その商店街の入り口にそれは
古くて小さくて駐車場の便の悪いスーパーがあります。そのスーパーがなぜか気になるので、最
近そこに買い物に行くようになりました。１０月の初めにそこに行くと、お米のコーナーに大きな張り
紙がしてありました。そこには「お待たせいたしました、６カ月間の品切れ。今年もおいしいお米が
でき上がりました」ということが書いてありましたので、立ち止まってみますと、上の方に「このコシ
ヒカリは、お米づくりの名人の誰それさんが心を込めて育てた有機低農薬栽培のお米です。農
協、経済連を通さないために一切混じり気のないおいしいお米です。コシヒカリ１００％の米をお客
様にお届けします」という説明書きがしてありました。常日ごろ生産者の顔の見える品物が買いた
いと思っておりましたので、早速買って帰りましたところ、とてもおいしいお米でした。最近はコシヒ
カリばやりで、どこのお店に行っても何々県産米コシヒカリが多くて、コシヒカリ、イコール、おいし
さ、ブランドということになっておりますが、買って帰っても一つもおいしいお米に出会いませんでし
たので、やはり生産者の顔が見えるということがおいしさにつながるのだなと思って、私は感激し
ておりました。  

 そうしたら、１０月６日の朝日新聞の朝刊の一面に、「米にも有機表示導入へ」という見出しがあ
りましたので読んでみましたところ、栽培方法で６区分、有機米と転換期間中有機米と、そして無
農薬米、無化学肥料米、そして減農薬米と減化学肥料米ですか、６区分になると。そして袋にも生
産責任者と確認責任者の名前と連絡先の表示ということがありましたので、これからは消費者も
選択肢が増えておいしいお米が口に入るなと思いまして、そして玉島のスーパーで買ったお米の
おいしさも納得ができました。それと、新しい食糧法で生産者と消費者が直接取引が可能になった
ということも聞いて、おいしさは直接買うこと、直接顔が見えることがおいしさにつながるのかなと
いうことも改めて認識いたしました。  

 そして、それなら直接取引されないお米が消費者の口に入ることになるとどうして味が落ちてお
いしくなくなるのかと私は考えました。それはお米自体の品質が悪いのか、それとも流通の問題な
のか、もしくは流通の段階での品質の管理が悪いのかとも考えさせられました。  

 品質管理の点で一言お話しさせていただきますが、田植えのころによく町を車で走っています
と、ゴミが浮いて発泡スチロールや缶が浮遊したようなお水が田に引かれていますのを見て、こん
なお水でおいしいお米が本当にできるのかなと思っていまして、それでかんがい用水の水質検査
はどんなになっているのかなと心配しておりましたところ、先日のＮＨＫスペシャルでダイオキシン
が特集され、私は目に見えるものよりも目に見えないものの恐ろしさに気がつかされました。そし
て、ダイオキシンは私たちのゴミがゴミ焼却場で高温で処理されないために発生する有毒な化学
物質だということも知りました。それで、品質管理の面からいって、生産者の方も自分の田や畑が
どのくらいダイオキシンに汚染されているのか、そしてそのダイオキシンに汚染された土地で育っ



た作物がどのくらい影響されるのか知ってほしいと思いますし、消費者である私たちも知りたいと
思います。それで、それには行政の力をお借りしないといけないので、行政がダイオキシンの調査
にも取り組んでいただいて、調査結果を、その実態を国民というか、私たち消費者にも、生産者に
も公表してほしいと思うのです。どうしてかというと、ダイオキシンの発生源が私たちの出すゴミで
あるからであって、消費者のゴミの出し方とか、そのゴミがどのような処理をされているか、消費者
自身の意識を改善し、環境問題にまで意識がレベルアップするようになると思うからです。そして、
これからの農業法は環境問題を無視してはつくれないのではないかと思っております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 では続きまして、岩切さん、お願いいたします。  

   

○岩切氏 私は、「日本人による日本人のためだけの日本農業からの脱却」というテーマで、日本
農業の担い手の一人としてアジア諸国の外国人労働者を受け入れることを提案したいと思いま
す。  

 なぜ日本農業の担い手は日本人だけでなくてはならないのでしょうか。日本は、農村人口を他の
産業分野へ吸収することで高度経済成長を遂げました。つまり、今日まで日本で行われている農
業は、労働力を削減し、資源を豊富に使用することによって成立する時代の農業でした。しかし、
これからは人口爆発や資源の枯渇が予測され、世界的、長期的な視野で考えると、人が過剰とな
り、資源が不足する時代において日本農業を行っていかなければならないのではないでしょうか。
すると、大幅な機械化や農薬、肥料の多量投入によって可能となっていた従来の日本農業のまま
では無駄な資源の消費や環境問題を導き、さらには人の就労の機会を奪うことにつながるのでは
ないでしょうか。よって、農業労働力として人口が過剰となる国々の人々を受け入れ、国際的な出
稼ぎ労働を可能にすることで農業の自由化、国際化を図ってはどうでしょうか。さらに、このことが
中山間地域の活性化、日本の国際協力にもつながると考えます。  

 なぜこのようなテーマを私が思い付いたかと言いますと、私は今春一月ほどＮＧＯの団体の一つ
であるヒマラヤン・グリーン・クラブの植林活動に参加し、パキスタンを訪れました。その際に目に
したのは、スラムにあふれている多くの失業者でした。また、その多くは都市へ働く機会を求めて
農村から出てきたけれども就労することができなかった人々であることを知りました。さらに、食料
を生産しているはずであるのに、世界の農村地域では日本の人口の２倍以上の人々が慢性的な
飢餓状態にあるという報告もあります。しかも、その貧困から逃れようとして、さらに農地を拡大し
ていくために多くの環境問題をも引き起こしています。  

 途上国で農業が行われている場所は、私が愛媛の山間地で見かける条件不利地域と言われて
いる段々畑や棚田よりも急傾斜で、足を滑らせば谷底に落ちそうで、さらには畑の一部には人の
背丈ほどの岩があるような場所で農業を行っていました。北海道やアメリカの広大な農地での農
業を見学していた私は、スケールメリットの小さい中山間地域で農業を行うことは不合理だと考え
ていました。しかし、崖っぷちで農業を行い、生きている人々を目撃すると、世界的な食料過剰の
時代などというのはとんでもなく、地球は２つの世界に分断されていて、弱者を犠牲にし自分にと
って都合のよい世界だけで生きていることを痛感しました。まして日本の中山間地域は条件不利
地域などというのは国内だけでのことであり、多くの外部経済効果をも生み出すこの地を耕作放
棄するなどはもってのほかのことであり、絶対に有効利用しなければならないと肌で感じてきまし
た。しかし、日本の中山間地域では、農業の担い手が不足し、活性化が叫ばれています。  

 中山間地域の活性化の方法はいろいろなとらえ方ができるかと思いますが、私は活性化とはま
ずその地域に人がいることだと考えます。これは人がいることによって様々なことを創造すること
が可能となり、これは貴重な頭脳資源となると考えるからです。そこで、安価な労働力としてだけ



でなく、一人の人間として、まず日本の中山間地域で農業を行ってほしいと考えるのです。  

 なぜアメリカやＥＵの国々で導入されている大規模単作経営を行っている農家での季節労働者
としてではなく、日本の中山間地域での農業従事者を提案するかというと、次のような３つのメリッ
トが挙げられるからです。１つに、中山間地域では機械化が難しく、多くの労働力が必要であり、
生産コストが高いことから、そのコスト削減ができること。２つ目に、中山間地域の方が機械化が
発達している大規模経営よりも、出身農村と比較的労働環境が似ているため、技術格差が小さ
く、技術移転が行われやすいということ。３つ目に、複合経営化が進んでいると出荷ピークが分散
されているので、周年就労が可能であるという点が挙げられます。  

 また、村おこし企画にも是非参加してもらうべきです。今日の村おこしはヨーロッパの農村をモデ
ルとしたものが盛んです。しかし、多様な人種の創造力という資源を有効利用し、世界中の農業を
モデルとすることで消費者にさまざまな農業を理解させ、さらに国際交流の場をつくることで先進
国志向に偏らない異文化理解の機会をつくってほしいのです。また、この企画をいっしょに進める
ことによって対等な仲間意識も生まれるのではないでしょうか。さらに、彼らが帰国後、地域のリー
ダーとして村おこし企画の経験を生かし、世界中の農村を活性化させ、飢餓で苦しむ人々がいなく
なることを期待したいのです。  

 また、この一方で受け入れるばかりでなく、日本からも農業者を派遣すべきです。彼らの行って
いる有機農業からは、一周遅れのトップランナーとして多く学ぶべきところがあるはずです。また、
国際協力をも目的とするのですから、彼らが求めている技術がどのようなものであるかを現地でし
っかりと学び、体験した上で技術援助をすべきです。彼らは、決して日本の企業が利益を得るため
に援助しているような何百万円もする上に、就労の場を奪うような大型機械は望んでなく、鍬のよ
うな作業用具を求めているのですから。  

 これまで日本農業に外国人労働者を導入することのメリットばかりを述べてきたわけですが、し
かし現状では、研修目的以外では農業従事による長期滞在は不可能です。さらに、研修制度や
差別の問題も多くあります。よって、この問題を解決し、新しい基本法に取り入れることにより、人
と自然、男女が、また多様な人々が共生できる世界をつくることができ、日本の食料の安定供給、
中山間地域の活性化だけでなく、さらには国際協力、世界飢餓人口の縮小が可能となるのではな
いでしょうか。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 それでは、続きまして長町さん、お願いいたします。  

   

○長町氏 私は、香川用水の維持管理を中心にいたしまして、土地改良区の運営に携わっており
ます立場から、農業水利施設並びに土地改良区の持つ役割とその位置づけにつきまして、意見
を申し述べたいと存じます。  

 吉野川総合開発事業の一環として建設されました香川用水は、昔から水不足に苦しんでまいり
ました香川県に全く新しい水利組織を生み出しまして、香川県民の命の水といたしまして計り知れ
ない恩恵をもたらしております。  

 記憶に新しい平成６年の列島大渇水では、香川県は今世紀最大の空前の渇水に見舞われまし
た。そのため、香川用水は厳しい取水制限を受けたのでありますが、しかしながら香川用水は、そ
の機能をいかんなく発揮いたしまして、パニック寸前の危機的な状況にありました上水道用水を救
済するために、利水者の間での融通を配慮した配水調整を行いまして、危機を克服いたしたので
あります。厳しい渇水の中で、香川用水の農業用水から上水道への身を切るような融通を可能に



いたしました背景には、香川用水傘下の土地改良区を中心とします８１水利組織が行った血のに
じむような節水かんがいと井戸の掘削、あるいはポンプの据えつけ、８，２００カ所にも及ぶかんが
い応急工事の実施など、懸命の自助努力があったのであります。  

 こうした自助努力が末端の水利組織によって行われました背景には、次のような事情がござい
ます。それは、香川県が全国有数のため池県であることで知られておりますように、太古の昔から
営々と築かれ、現代に引き継がれてまいっております１万６，０００余のため池が香川用水の調整
池として有効に機能したこと、いま一つには、ため池ごとに江戸時代から仕組まれております旧水
利慣行のいい面が復活いたしまして、節水かんがいに威力を発揮いたしたことであります。すなわ
ち新しい農業水利機構としての香川用水と、何百年もの昔から引き継がれてまいりました尊い遺
産としてのため池、さらには厳しい水事情のもとで培われ、継承されてまいりました節水かんがい
利用、これらが一体となって土地改良区とその傘下の水利組織によりまして、うまく機能しました
からこそ融通を可能にいたしまして、あの大渇水を克服できたのであります。  

 その香川用水も事業完了から１２年たち、施設の劣化が目立ち始めまして、大規模な補修工事
を実施いたしているところであります。また、県下の１万６，０００余のため池も老朽化が進みまし
て、補修工事を実施しながら、その維持管理に多大の経費と労力を費やしておりまして、土地改
良区を中心とします水利団体の負担は過重なものとなっております。  

 農水省の資料によりますと、全国で戦後に建設されました基幹農業水利施設の試算額は２２兆
円に達しております。そして、それを多くの土地改良区が管理運営に携わっております。国民的資
産として大きい効用を発揮いたしているところであります。同時にまた、太古の昔から築かれ、ま
た継承されてまいりましたため池や用配水路は、評価し切れないほどの尊い遺産でありまして、
農業生産のみならず、国土保全にも大きく機能いたしております。  

 私は、香川県人といたしまして、讃岐平野でのため池が点在する実り豊かな田園風景を誇りに
思っている一人であります。先人のたゆまない生産活動を通じて築かれてまいりました農村景観
や風景は、その土地の文化の表現でもあります。現代に生きる私たちはそれを保全し、次の世代
へ継承する義務を課せられております。その最先端の役割を担っているのが土地改良区でありま
す。このように国民的資産として重要な役割を果たしている土地改良施設に対する社会的な認識
を高め、その維持管理に当たっている土地改良区の公益的機能を再評価していただきまして、土
地改良区運営の基盤を強固にするためにも、新たな農業基本法の中で土地改良施設の持つ機
能並びに土地改良区の公共的役割の明確な位置づけがなされますことを強く要望いたすもので
あります。  

 なお、いま一つ付け加えさしていただきたいのは、農業水利権についてであります。平成６年の
列島大渇水では、水利権のあり方についての論議の高まりがございました。しかし、その論調は
ややもすると農業水利権に対する風当たりが強いものが多かったのであります。都市サイドの論
理は、水は公の水─公水─であって、農業生産に必要な用水以外の余った水は公水として召し
上げて再配分せよと、そういう論理であります。それは自明の理ではありますが、そのような経済
合理主義で単純に割り切った論理を展開する限り、農家は節水かんがいを渋るでしょうし、融通
の互譲の精神は育たないでありましょう。そこには農業水利権成立の歴史的な背景や渇水時に
行っている農家の懸命な自助努力に対する敬意や思いやりが欠如しているのであります。  

 このような公水論を続ける限り、水利行政に新たな展開は期待できませんし、水についての都市
と農村の和解、協調は得られないと思います。農業用水は、都市用水のように用をして使い捨て
るのではなくして、大きい自然との営みの中で循環しながら利用されているものであります。しか
も、農業生産のみならず、地域用水としても大きく機能いたしております。その意味から、農業水
利権について正当な評価と明確な位置づけがなされますことを希望いたすものであります。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  



 最後になりましたが、廣瀬さん、お願いいたします。  

   

○廣瀬氏 私は、食品産業の立場から、皆さん方に所信の一端を申し述べさしていただきたいと
思っております。  

 私のところは高松から東へ約２０キロ、皆様方も御存じの四国八十八カ所の結願所に大窪寺と
いうところがあるのですが、そこのところに株式会社フジフーヅがございまして、そこは地元の農協
が約１０社ほどの食品産業を関連会社として持っておりまして、その中の一角でギョウザ、シュウ
マイなどを１日１００万個ほど生産いたしまして、主に京阪神あるいは北は金沢、西は九州方面、
東は名古屋方面までかなり幅広く販売をしております。日本では一応一番大きいギョウザ・シュウ
マイの会社だと言われております。当社の特徴は、新鮮・安全・安心ということを社風にいたしまし
て、つい先日の１０月２４日には、現在の厚生大臣から食品衛生、その他について最優秀であると
いうことの厚生大臣表彰を受けました。そんな状態でございまして、かなり順調な運営を続けてお
りますけれども、いろいろな問題がございまして、このうち今日は３点に絞って申し上げておきたい
と思います。  

 私どものところでの最大の課題というのは、いい原材料をどうやって安定確保するかということ
が問題でございますけれども、ここのところ国内農業の体質が弱体化いたしまして、その安定確保
に問題が出ております。  

 さらには、安易な輸入論が世間を賑わしておりまして、管内の農家だけでなく、各企業において
も不安な感想がいろいろ述べられておる昨今の状況でございます。  

 またさらに３点目は、今日はインターネットの時代、あるいは産直の時代とか言われております
けれども、急速に進んでくる情報なり、あるいは流通革命の時代にいろいろな面で私たちは立ち
遅れているのではないかな、そんなふうに思いまして、これらについての抜本的な対策を強く要請
する次第でございます。  

 最初に申し上げました国内農業の一層の体質の強化問題でございますけれども、御承知のよう
に最近では私どもの四国の管内におきましても、食品会社が海外へ移転するとか、あるいは海外
との技術提携をいたす等、四国の経済はいわゆる空洞化の状況が顕著になろうとしております。
そんなようなこともございまして、管内の農業そのものも空洞化の現象が総体的に見られまして、
農村は高齢化の問題や、あるいは女子労働、後継者難から原材料の安定確保に努めようにも国
内においては極めて至難な状況になってきたというのが昨今の状況でございます。ちなみに当社
の方は、会社と農協、農家との契約生産によりましてこれらの原材料を確保しておりますけれど
も、先ほど申しましたように労働力が極めて弱体化した、そんなこともございまして、これらに不安
材料がございます。  

 ２番目の輸入問題でございますが、これが私どもの一番頭の痛かったことでございまして、率直
に申し上げまして、創立いたしまして２５年余りを経過しておりますけれども、前半の半分は天候
不順のために契約栽培している野菜が安定的に入ってこない、このような状況になりますと、農業
従事者なら皆さん体験なさることですが、生産量が３割減少すると価格は一挙に倍どころか何倍
もに跳ね上がってきます。  

 さらに、先ほど長町さんが言われましたような讃岐平野独特の干ばつが続きますと大変な事態
になります。さりとて、こんなときに限って案外私どものギョウザ・シュウマイなどは飛ぶように売れ
るものでございまして、販売員は方々で注文を獲ってくる。ところが、原材料がないために製品が
できない、やむなく海外に求めたことが前半の１０年余りでございました。ところが、いざ確保しよう
と思って取り組んでみますと、確かに現地で購入する価格は国内産の３分の１以下の価格で入り
ます。ところが、これを国内にまで持ってくる間の輸送上のロスの問題、あるいはそれ以上に深刻
なのは船積みで来ますので、２カ月間もかかりますと農産物は、特に生鮮野菜類なんかは品傷み



いたします。結果的に１０年間取引してやってみますと、かえってそのまま国内のものを無理して
でも高く買うことが適切であるというような結果になりました。それこれ考えていきますと、安易な輸
入論につきましては、現状を本当に知らなさ過ぎるという気がいたします。  

 最後になりましたけれども、情報流通革命に対して早急な対策が必要だということについて、御
案内のように最近はインターネットの時代あるいは産直の時代と言われておりますけれども、これ
らのものにつきましては一般の企業では商社などが中心になりまして、販売に合わせて製造す
る、製造に合わせて原材料を購入するなどの一貫作業体系が整っております。ところが、農業の
分野、あるいはこの食品の分野では、農水省あり通産省あり、あるいは運輸省あり郵政省ありと
いうようなことで、各省庁に分断されておりまして、我々のような零細な企業あるいは零細農業者
が一貫作業体系の中で流通問題を考える、情報問題を考えるなんてというのはこれは至難の業
でございます。ですから、これは新しい農業政策の中で、全体をトータルして管理運営ができるよ
うなものにしないと、本当の日本農業の確立はあり得ないと思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

   

５ 意見交換  

   

○祖田座長 以上で１０名の方の意見陳述を終えましたけれども、これからは意見陳述人の方々
と調査会の委員、専門委員との意見交換をさせていただきたいと思います。  

 まず、委員、専門委員の方から、今いろいろ意見が開陳されましたけれども、御質問、御意見を
お願いしたいと思います。  

 中村委員、お願いします。  

   

○中村委員 それでは、これからの私たちの議論の参考になると思いますので、もう少し詳しく伺
いたいことがあります。  

 西尾さんに伺いたいのですが、先ほどおっしゃったような自給率の目標については、実は私ども
の食料部会でもそういう議論がございまして、まだ方向が出てるわけではありませんので、これは
多少私の意見が入るかもしれませんが、別に調査会でそういうふうに今決まっているということで
は全くありませんから、そこはお含みおきいただきたいのですが、伺いたいのは、割合農業側の方
に自給率の目標を設定すべきだと、こういう声が強いのですが、今の自給率が非常に下がってる
というのはもちろん心配な要素がありますけど、食生活によるところが非常に大きいと思うのです
ね。その食生活も主として食肉ですね。動物性たんぱく質の食肉の消費が増えてきて、そのため
のえさ用の穀物なり何なりの生産が国内でできない。言ってみれば飽食の結果そういうことになっ
ていると思うのですが、これを引き上げるための数値目標というのは、もちろんひとつのお考えだ
と思うのですが、例えば引き上げるためには、かなり政策的な配慮がないとなかなか難しいので
はないかと思うのです。例えば、食肉は、もう非常にわかりやすく言えば、いざ自給率が少し危なく
なって、つまりどうも上がらないというようなときには、例えば食肉をスーパーなんかで買いにくくす
るとか、そのかわり魚は買いやすくするとか。それからもうちょっと乱暴なことを言えば、これだけ
１，７００万トンもトウモロコシとかコーリャンを買い入れているときにそれを少し抑えなきゃいかんと
か、そういうふうなところまでどうもいきかねないようなことがあるので、私自身は自給率問題につ
いて実は慎重なのですが、西尾さんは農業団体を束ねていらっしゃるわけですから、当然畜産農



家も中にいらっしゃって、今申し上げたようなことは畜産農家からすれば、もちろんそんなことは論
外だと、話にならんという御意見だろうと思うのですね。その辺も踏まえて、自給率の数値目標と
いうようなことを主張しておられるのか、そこをもう少し詳しく伺いたい。  

   

○西尾氏 この自給率の問題ですけれども、自給率設定についてはいろいろな問題があります。
面積でいくのか、今輸入を含めて国内消費量は生産面積でいうと１，７００万ヘクタール、そのうち
１，２００万ヘクタールが海外の分であり、いわば借地をしているのと同じ状態です。それから食肉
の関係は年間１００万トン消費しておりますが、６０万トン輸入していると。そのまたえさについて
は、ほとんど９０％輸入している。これらがやはり穀物自給とか、あるいはカロリーもですけれど
も、自給率に影響してきておるということでございますが、問題は自給率の設定の仕方、その前に
輸入と自給とのバランスの問題はどう考えるかということでございます。やはり輸入、食肉はそう
いう状態でございますから、一遍に針を戻して１００％国内自給というのは無理であろうという視点
から考えますと、やっぱり輸入と国内自給のバランスを考えながら自給率を決めるということです
けれども、自給率そのものというのは現状が４２％でございますから、やはり現状、最低現状維
持、それを上乗せして５０に近いものがほしいなという感じがしておるところでございます。  

 それで、やっぱり生産量でいくのか、面積でいくのかということも、これもまだこれがいいという、
基本的な考え方は持っておりませんけれども、とにかく農家にとって分かりやすい生産目標となる
自給率設定をお願いしたいと、こういうことを考えておるところでございます。  

 ただ、前提になります自給率といっても、反対の立場では日本農業というものが内外価格差が
あるので、もっと輸入をしなさいよと、こういう論議の整理も前段でひとつやっておきませんといけ
ないと思います。それで、やはり国際競争力は日本の農業は弱いのだから、さまざまな法や規制
に守られて生産性向上やコスト低減が進まないのだから、輸入はもっとやりないさいよと、こういう
批判がありますけれども、確かに農産物の価格やコストの内外価格差は大きいわけですけれど
も、その原因というのはやっぱり近年の急速な円高、あるいは日本の高賃金による労働コスト高、
これが大部分でございまして、欧米に比べて生産基盤が大変に悪い、著しく悪いという大きな原因
があるわけでございます。その一方、日本の農業そのものは技術改良や経営努力により製造業と
比較しましても物的労働生産性の伸びでみると大変に努力しており、農業自体は努力しているわ
けなんです。そういうことでございますので、これ以上規制緩和とか、あるいは自給率はどうでもい
いなんていうような話になりますと、農業の崩壊、農村の崩壊をもたらすのではないかと思ってお
ります。  

   

○中村委員 だれも自給率はどうでもいいなんて言ってないのですが、つまり簡単でいいですか
ら、要するに生産量とか面積というもので出すということですね。つまり、今の自給率を、今４２％
ですが、例えばそれを５０とかそういうのではなくて、むしろ生産量とか、あるいは農地面積はこう
するとか、そういう目標を立てろという意味ですか。  

   

○西尾氏 そうです。  

   

○中村委員 わかりました。  

   

○祖田座長 坂本委員、お願いします。  



   

○坂本委員 では、池田さんと前川さんに御質問をさせていただきたいのですが、簡単でよろしゅ
うございますけれども、私は札幌、熊本、岡山と、３０名の方の御意見を伺ってきたのですが、まず
池田さんにですが、農協という団体問題に今非常に危険を感じる、問題を感じているとの御発言
があった。これにちょっと興味がありますので、簡単に、問題点はここだと、こうしたらいいと思うよ
というようなことがございましたらお聞かせ願いたいということです。  

 それから、前川さんにですが、株式会社農業参入論でございますけれども、札幌の経済連合会
の方は絶対反対だとおっしゃってますし、九州も全く反対だと、こうおっしゃる。東京へ行きますとも
うそれしかないとおっしゃる。経団連としてのまとまった議論の中で、株式会社が農地を持ったら飛
躍的な日本農業は変わっていくというシミュレーションがどうも見当たらないし、ただ規制緩和のた
めにというものか、その辺がちょっと分かりません。別に否定しているわけではないので、ちょっと
その辺の様子をお聞かせ願いたいと、簡単でよろしゅうございます。  

   

○祖田座長 それでは、順番に池田さんの方からお願いいたします。  

   

○池田氏 坂本さんから発言の機会を与えられまして喜んでおります。  

 実は、私三十数年前に記者になった最初の担当が農業でした。私は非農家ですから田を一枚も
持ってない、学校を出てすぐ会社へ入った人間ですから、農業へ行けと言われたときには大変戸
惑いました。翌日からネクタイを外しまして、早速長靴を買って、当時米の増収時代ですから、佐
賀とかいろいろなところへ参りました。以来、農業のよき理解者で、シンパでございます。  

 そこからすると、今坂本委員がおっしゃったように、今のＪＡはかつての３０年前のＪＡと比べてや
やちょっと違うのではないかというところに非常にがっかりしております。どういうところでがっかり
しておるのだということを坂本委員はしゃべれということなのですが、非常に観念的に言いますと、
１つはやはりこれからの農業というのは、発言者が今日るる述べたように非常に多くの問題点を
抱えておる。しかし、この問題点を捨て去って廃業するわけにいかないわけですから、大きな重責
を担っておる。そのためには、やはり具体論より気概を持つということです。もう少し雄々しくおおら
かに明日の農業を語れないものだろうかと、これは新基本法にぜひ盛り込んでいただきたいので
す。  

 それよりもまず内なる農業団体ですね。農家が今非常に戸惑っておるわけです。漂流しておる
わけですから、それを引っ張っていく役割は、少なくとも農協にあると思います。その一端は行政
にもあるわけですが、やはりその理想というのか、ビジョンが語れないというのが今の農協の一番
のアキレス腱だと思います。語れる人材をもう少しやはり増やしていかなくてはいけないと思いま
す。  

 例えば、今もこの問題は続いておるのですが、住専の問題の中で市中銀行はあれだけ苦労し、
模索し、過ちをやはり正していくという、少なくとも何らかの努力をして、正当化といえば正当化な
んですけど懸命に言いわけをしております。それに対して農協、農業団体、いわゆる全国連は黙
して語らずのところが非常にあると思います。やはりそのあたりが非常に我々の、都会に生活する
者からすると誤解を招きかねないということですね。この農協の問題についてはいろいろございま
すけど、やはり人材を育てて、理想を語ってほしいのに、今は語れないところに農協の一番のや
はりアキレス腱があるのではなかろうか、非常に観念的で、私は業務として日ごろ社説とコラムを
書いておりますので、その範疇の中で語っておるのですが、このあたりを今日御出席の委員さん
に分かっていただきたいなと思うところでございます。  



   

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

   

○前川氏 農業を活性化するためには意欲のある事業者、事業主体が必要であるということでご
ざいまして、土地があるから嫌々後を継いだとか、やむを得ず農業をやってるとかというようなこと
では、とてもこの厳しい時代でございますからやっていけないのではないかなというところがもとで
ございます。具体例でございますが、先般徳島県の海部町というところへ村づくりで視察してまい
りましたが、そこに株式会社でバラの栽培を、他地域でやっておったのですが、そちらへ移住、移
転してきてやっておられるところがあるのですが、市場動向に非常に敏感に、端末機を置きまし
て、それから注文があれば直ちに小売でもやる、それから市場動向を見ながら栽培をするというよ
うなところがそういう中山間地のところへ入ってまいりまして、それに非常に刺激を受け、その周辺
の農業者が排他的じゃなくて、むしろその刺激を受けて非常にやる気を起こしてやっておられると
いうような実態もこの目で見て参りました。市場重視、マーケットを重視、消費動向に敏感である
と、口ではいうのですが、言ってる割に敏感でない場合もございますので、株式会社というのは非
常にその点は鋭敏でございますから、そういうものがお手本になって皆さんも刺激されてよくなる
のではないかということであって、農家を株式会社にしてしまうだとか、絶対これは受け入れられ
ないというような論議では具合が悪いのではないか、このように思っております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

   

○坂本委員 経団連として、何かこれについてまとまって議論されたりしたのでしょうか。  

   

○前川氏 それは特にはいたしておりません。  

   

○坂本委員 はい、わかりました。  

   

○祖田座長 富山委員。  

   

○富山委員 お二人に、まず中野さんと、それから長町さん、お二人に質問いたします。  

 まず、中野さん、食料とか農業といいますと、今母ちゃん農業が盛んです。消費者、食料と言え
ばまず女性なので、女性がもっともっと発言して、女性の委員ももっと多くていらっしゃれば心強い
と思うのですが、残念ながらそうじゃないのですが、今日も数少ない発言者のお一人として、先ほ
ど大変感動的なお話を伺いました。  

 消費者の立場から、やはり消費者にとって農業を大事にすることが結局私ども消費者にとって
幸せになるのだと、そういう結論のお話だったと思うのですが、そして先ほど池田さんからもものを
つくると、大変それを強調されたことは心強いお話だったのですが、その辺で中野さんに伺いたい



のですが、今のままではとにかくだめだと、危機感を感じるとおっしゃったのですが、具体的に消
費者の立場として、農業についてはそれならば国家的に国の政策としてもっとバックアップせよと
いうことなのでしょうか。それから例えば１食当たり２０円というお話も出てまいりました。具体的に
そういう国の政策としてもっともっと税金を使ってもバックアップせよということなのか、あるいは他
に何か考え方があるのか。もうちょっとその辺のところを具体的に何かお考えがあれば伺いたい
のでございます。あるいは、農村のイメージをもっと明るくというような、そういうことではおっしゃっ
たのですが、いずれにせよ消費者の立場として農業を御覧になっていて、どういうふうにすればい
いのかという、何かその辺まで踏み込んだお考えがあったらお尋ねいたします。  

   

○中野氏 お答えになるかどうか分かりませんが、県の女性会議の席上で繊維会社の女性社長
さんから、我々のタオル業界もすごく不安定で大変な時期でございますけれども、１円の補助もな
いのに農業関係にはすごく補助があると。受けたものは国にお返しをするべきだという厳しい発言
がありました。私は、農業は守るべき産業だと思っております。多大な国民負担をかけてまで国内
農業生産に対する国民への食料供給の必要はないという考え方もあるのですが、ある程度の国
民負担を行っても可能な限りの国内農業生産の維持、拡大と食料供給力の確保を図っていくこと
が必要であると私は思っております。  

   

○富山委員 ありがとうございました。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

   

○富山委員 それから、長町さんに伺いたいのですが、水の問題でございますが、平成６年の渇
水、平成６年の大渇水だけではないのですが、渇水のたびに、例えば、早明浦ダム何％というとこ
ろは連日のごとくテレビで東京まで届きますが、それで生活用水、都市の生活用水がどうなってい
るかまではニュースで来るのですが、その陰での都市に分けてあげる御苦労というのが何一つニ
ュースとして報道されないわけです。今身を切るような融通をしてと、その他いろいろお話し下さっ
たのですが、もうちょっと具体的に、例えば都市に回すためにどんな具合で皆さんが身を切るよう
な御苦心なさったか。殊に先程何ておっしゃったか、要するに農業の伝統が役立って、伝統的な
慣行で節水を農民同士がやっていた、そういうことが役立ってきたと言われたのですが、いざとい
うときに役立ってきたというのは、具体的にどんなことなのか。多分そういう慣行というか、伝統と
いうか、そういうものが今後も大事だと、私は大事だと思うのですが、そうすればそれはもう文化で
もあって、そこに人がいてずっと継続して水利用をやっていかないと恐らく受け継がれないような
類いの慣行ではないかと思うのですが、その辺の御説明をもう少し伺いたいのです。  

   

○長町氏 平６渇水のときには伝統の節水かんがい、これが復活しました。具体的に言ってまいり
ますと、香川県はため池県でありますので、ため池ごとに水の配り方、いわゆる配水慣行がありま
す。それは一口で言って番水制であります。この番水制といいますのは、ため池ごとにその受益
地域内を幾つかのブロックに分けまして、それを番組に基づいて水配さんの指揮のもとに秩序正
しく配水していくという方法であります。それは水田に水を溜めるのではなくして、水を走らせる、そ
ういう方法であります。すなわち、池を本抜きでなくして、加減抜きといわれる方法にしまして、そし
て走り水かんがいをします。それは白く乾いた田んぼにやっと水が来る。溜めておったのでは水は
足らない。したがって、田面に水を走らせる、走らせるために水路から堰上げて入れておったので
は時間がかかって水が足らなくなる。したがって、ポンプで走らせる。あるいは、水口といいまし



て、入り口から水が入ったものを、入り口から水が入って、そして水戸と言いまして水を落とすとこ
ろです、そこまで水が届くと、もう直ちに配水を停止して次の田んぼに移ると。そういうルール、こ
れを復活させて、そして節水かんがいに努めたということです。しかもまた、昼夜兼行で夜水も復
活しました。  

 また、畑地かんがいの地域では、これは、計画上はスプリンクラーで１回３０ミリが計画なのです
が、それをもう最初から１０ミリに落としました。そして、渇水が激しくなるにつれてそれを７ミリに落
とし、そして５ミリに落としました。５ミリになりますと、これはもう無効雨量なのですが、ミカンであれ
ばミカンの葉っぱと幹がぬれる程度、これはもう樹が枯れない程度にかん水する。ミカンが実らな
くてもいい、とにかく樹を枯らさないようにしようと、そういう究極のかん水をしました。そこまで切り
詰めて都市用水への融通を図ったわけであります。  

 香川県の農家の皆さんは、昔から水に苦しんできましたから、節水かんがいへの移行には協力
的にスムーズに移行してくれます。これはやっぱり香川県の農民の伝統だと思います。しかし、そ
れを融通する側になってきますと非常に強い抵抗があります。これには根強い説得が必要であり
ました。しかし、平６渇水では両者がうまく機能して、結果的には水稲は平年作を確保できました
し、上水道の方への救援もできたということで非常に良かったというふうに考えております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。では、吉田専門委員。  

   

○吉田（企）専門委員 ２点ほど、１点はどなたにというものではないのですが、中山間地域の
問題がいろいろ出ておりましたけれど、伺っている中で、やはり一口に中山間地域といいましても
状況がいろいろであると思います。ですから、そこの活性化ということをお考えになるときには、や
はりその周辺の状況とか、都市生活者との関連とか、その辺のところを、それぞれの地域の環境
全体をみて、人口問題や、人の構成も含めてお考えになって、活性化につながる方向を見いだし
てほしいなということをお話を伺って感じました。  

 それから、もう一点は中野さんにお伺いしたいのでございますが、えひめ生活センター友の会、
ここには若い女性もかなり参加してますでしょうか。  

   

○中野氏 いいえ、余り。愛媛県下に３，０００人に少し足りないくらいですけれども、４０代以下の
方は少ないですね。５０代、６０代の会員さんが多いです。  

   

○吉田（企）専門委員 若い方がその年代になったら目を向けるのかという気持ちもありますけ
れど、実は１０年、２０年先というのは、もっと若い人たちが中心になって考えていただかないとい
けない時代ですね。先程消費者が表に現れた食品の、つまり値段で求めるというのではなくて、
内容で求める、私もそれは非常に大事なことであると思うのです。これからは表に出た価格で求
める時代では決してないと思います。  

 そういう賢く、いかに選択し、上手に食べるかということは、これは生産にストレートにつながるこ
とでございますので、これからの若い人たちがそういった目で食べ物を見つめてくれませんと、例
えばこの野菜がおいしいんだよと言ってもおいしさがわからなかったら、これはいくらいいものが提
供されても受け入れられないことですね。むしろ、私は小学生にそれを非常に大事な問題として教
育したいというふうに願っております。こうなると文部省の問題でもあるのですが、そういうことでは
なくて、生活者全員がそういう目で見ていかないといけないと思っておりますので、是非、若い世



代をいかに今活躍なさっていらっしゃる中に取り込むかということもお考えいただきたいなと思うの
です。  

 いろいろなグループがおありだと思いますけれど、それぞれのグループでそういう意識で取り組
むとまた随分違ってくるのではないかというふうに感じております。  

   

○祖田座長 ほかに委員の方からございませんでしょうか。  

   

○船田専門委員 今の吉田先生の御質問にも関連すると思うのですが、岸町長にちょっと、所感
で結構なのですが、やはりこの食料・農業・農村というのを考えるときにですね、今、本当にいろい
ろな問題の中で、特に都市住民、消費者という立場で言いますと、食べ残しが非常に多いとかい
ろいろの問題もありますけれども、農業そのもの、あるいは土の大事さとかですね、そういったこと
を、小さな子供だけじゃなくて、小・中学生、高校生あたりでもなかなか知らないというのが現状に
あると思うのです。  

 岸さんのお話ですと、特に後継者不足ということで、確かにその担い手という面でそういう地方大
学の問題とかがあると思いますが、もっと根本的にですね、やっぱり農業というものを理解して都
市と農村との交流とかというお話もありましたけれども、やっぱりこれからの農政を考えていった場
合にでも、いろいろな保護策などいろんなことがあるのですけれども、やっぱり農業というのがど
んなに大事かという面を、単に環境保全とかそういう面だけじゃなくて、農作物というのは本当にど
うしてこうできるのかと、土というのはこんなものなんだというふうなそういう教育みたいなものは、
文部省の仕事かもしれませんけれども、非常に大事だと思います。特に地方の町長をおやりにな
って、今のような問題をお抱えになっていて、農業というものと教育という問題ですね、この辺につ
いてちょっと改めて御所見をお聞かせいただきたいのです。  

   

○岸氏 今の御質問でございますけども、やはり農業と教育というものは非常に大切な問題だと
思うわけでございます。  

 今、日南町の学校でも小学校から「郷土の農業」、また「林業」という副読本をつくって教育をして
おるわけでございます。それと、農業、それから林業でございますけど、農業の大切さ、森の大切
さということにも力を入れておりまして、日野川が源流から日本海につながっておるわけでござい
ますが、毎年のように、上流・下流の連携の中でですね、お母さんと子供と日南町に来まして林業
体験、そしてまた農業体験等をいたしておるわけでございます。そういう中でですね、やはり上流・
下流の連携、そしてまた林業・農業の持つ機能と、ただ食料の問題だけでなくしてですね、そういう
ものを小さいときから、またお母さん方にも理解をしていただこうというような教育を毎年のように
続けておるわけでございます。  

 それから、富山和子先生がおられますけれども、以前講演をしていただいたことがございます
が、その時にいわれたのが、人偏に山と書いて仙人ということになり、人偏に谷と書いて俗人とい
うことになり、それで、「岸さん、俗人と仙人とどちらが偉いと思われますか」と聞かれたものでござ
いますから、私もちょっと迷いました。大体、今経済の流れの中では俗人の方がウエートを占めて
おるわけでございますが、本当にこれから山に住む人間、農業・林業を守っておる人間がやはりも
のを言っていく時代、教育をしていく時代ではないかと思うわけでございます。  

 農業、林業の生産性を高めていくことももちろん大切でございますが、それの持つ機能というも
のを大切にしていかねばならないと思います。特に下流の人は、森から生まれます、また農業の
ほ場から生まれてきます水というものについて、雨が降って高いところから低いところへ流れると



いう程度のことしか分かっておりません。今完全に水というものはつくって管理していかなければ
ならない時代でございます。そういう時代でございますので、国土保全という流れも出て来つつあ
るわけでございますが、農業、林業というものを教育の中で、上流・下流の連携の中でこれから教
えて、また学んでいただくということが大切なのではないのかなと思っております。特に、森の教育
というものが、そしてまた、水の教育というものが今忘れられているのではないかと思っておるとこ
ろでございますので、仙人と褒めていただきましたので、これからは堂々と仙人の発言をさせてい
ただきたいという思いを持っております。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 一通りこちらの委員の方からの質問があったのですが、先ほど後で時間があれば言いたいとい
うふうなこともおっしゃった方がございますので、もしあれば言い落としたこと、さらに言いたいこと
をおっしゃっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

   

○中野氏 井上さんのお話の中にも出ましたが、消費者の安全とか健康志向が強まって、有機栽
培や無農薬、減農薬野菜が出回っていますけれども、まだ審査機構があるわけではありませんか
ら、自称の有機農産物が出回っていて、私たち消費者も知らずに買っているものが多いと思うの
です。まじめに取り組んでいる生産者が損をするといったこんな社会でいいのだろうかと思います
のと、隣の高知県では県条例として目安になる基準を定めて責任の所在など明確なものにしてい
ると伺っておりますが、これは国として安全な食品への信頼を築くためにも、きちっとした審査機構
を構築すべきだと思います。生産者からも強く要望されましたので、よろしくお願いいたします。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。どうぞ、西尾さん。  

   

○西尾氏 隣の前川さんと反対なことを言うようで申し訳ありませんが、株式会社の農地取得につ
いてのことでございます。  

 農地は他の生産手段と違いまして、極めて高い公共性を持っておるわけでして、いくらでもつくり
出せるというものではない、特別の性格を持っておるわけでございます。日本では、特に農地が希
少資源であるということから、株式会社が農地取得することには私どもは反対しておるということで
ございます。  

 それよりも農地流動化を促進をいたしまして、農地の有効利用を図るために農地利用調整事業
と、そういうものの体制の整備とか、あるいは利用権の出し手と受け手の双方へのいろんな支援
対策、そういう構造的な政策の強化が必要ではないか、そこら辺の議論に重点を移した方がいい
のではないかと。  

 それからもう一つは、中山間地域について吉田先生のお話がございましたが、中山間地域とい
うのは食料生産なり定住の場として、さらには多面的な広域的な機能を持っておるということか
ら、第５次全国総合開発計画の策定が進んでおるようでございますけれども、やはり国土利用の
中にこの中山間対策というのを明確に位置づけてほしいと、これは要望でございますが、お願いし
たいと思います。  

   



○祖田座長 ありがとうございました。  

 他の方、ございませんでしょうか。糸賀さん。  

   

○糸賀氏 ７分の時間が短いのをつくづく感じましたが、途中ではしょりましたので、もう一度お願
いしておきたいと思います。私が言いました田舎でお年寄りが元気で土に帰れるというもののとら
え方ですが、田舎のじいちゃん、ばあちゃんで、今西尾副会長が言われましたように、農地を取り
上げられて、なおかつそこに住んでおるという方は余りおられないのです。要は、自分の農地があ
るからそこで頑張って最後に土に帰るという気持ちの方が多いもので、その農地の流動化をして
大きな農家をつくって、米の生産費は安くなるし、その本人の所得は上がるでしょうが、それだけで
田舎が、その地域といいますか、集落といいますか、集落の社会性の維持ができないというのが
現状でございます。  

 そういうことで、初めに申し上げましたように、集落営農を核とする法人と言いますか、そういうも
のが法人法の改正というようなことで新規につくることはできないかということと、お年寄りが安心
して暮らせるということについてのシステムづくりが何とかできることによって、ある意味におきまし
ては福祉の予算を削ることにもつながると思っております。要するに福祉というのはどうも聞くとこ
ろによりますと非行老人をつくると言いますか、怠け者のお年寄りをつくるというようなことも中に
含まれているような錯覚を受けておられるお年寄りの方もどうもおられるようでございますが、私ど
もの村ではそのお年寄りが本当に元気で、牛を飼いながら田の草を刈りながら生活して土に帰っ
ていくという姿であります。これがやっぱり人間として人として生きる最高の道ではないかなという
ような気がするのですが、そのためにはやっぱりそれだけのシステムと言いますか、環境整備は
必要であるし、それについてはまた別な意味での、それを面倒を見る人たち─僕たちですが─が
いるわけなので、そこら辺りも考えていくと、かなりうまいこといくのではないかと思います。  

 食料の自給がどうかというのは、これは消費者の方も今いろいろ話をされましたが、極端に言え
ば、余り金は出したくないが日本の食料は食べたいという、こういうふうなわがままなこともあるわ
けですが、やっぱりそれ相応のことをするには経費もかかると思いますし、私たちもあえていろん
な製品を買うときはやっぱり国内の自動車とか電気製品をなるべくなら使わなければという気持ち
であるわけなので、そこらあたりは国民お互いの自国愛と言いますか、隣近所から発するそういう
ものは大事にしていただきたいと考えております。  

 そういうことで、やっぱりお年寄りが安心して暮らせる村づくりというのは、農業をやっていればお
年寄りが安心して終生そこで生活できる村を作ることではないかというような気がしてなりません。
これが福祉と農業を含めた村づくり、これに対応できる集落営農法人法でもできないかというよう
なことで発言いたしました。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

   

○富山委員 水に関して長町さんにもう一つ質問させていただきます。  

 先程ため池、その他の施設の劣化で、要するに老朽化で、その維持管理が大変だとおっしゃっ
たのですが、もう少し具体的に、ため池というのは今でも農民の皆さんが─土地改良区の皆さん
ですが─維持管理していらっしゃるんだと思いますが、どんなふうに、老朽化というか、劣化に対
する維持管理状況をもうちょっと詳しく、普通の水路ですと、新しい水路でも大変な維持管理をや
っておられるというのは私どもも分かるのですが、どんなふうに劣化をして、それは若い方たちで
も守っていらっしゃるのか、今香川用水の方たちはもう年寄りなのか、それとも割合あとつぎがい



らっしゃるのか、もうちょっと具体的なことまで伺いたいのですが。  

   

○長町氏 香川県にはため池が１万６，０００からあります。ため池密度では全国一であります。１
町歩１水利と昔から言われてますように、非常に水利が細分化しております。したがって、ため池
を維持管理するというのは大変な労力といいますか、経費がかかりまして、そのために負担が過
重になっている面があります。  

 老朽化といいますのは、堤防が侵食されてやせ細っていく、それから漏水が始まる、放置してお
くと決壊するという危険がありますので、それを土木工事で補修しなければならないのと同時に、
毎年の水管理と合わせて堤防の草刈り、その他、そういう維持管理業務というものがついて回り
ます。そういうため池の維持管理、それとため池へ導水してくる水路がそれに付随しております。
そういった上流へ向かっての水路の維持管理、そういったものを含めて水管理全体に非常に大き
い負担がかかっているという事情がございます。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。  

   

○吉田（企）専門委員 先程の糸賀さんのお話の中で、お年寄りの方が健康で生活していらっし
ゃる間はよろしいと思うのですが、先ほどＰＰＫとおっしゃいましたけど、皆さんがそうなるとは限ら
ないわけですが、そういう環境の中で実際に御病気になられたり、あるいは例えばアルツハイマー
のような状態になったりという時の医療の問題というのはどのように解決していらっしゃるのです
か。  

   

○糸賀氏 以前は、田舎にも診療所がありましたが、近ごろは診療所もどんどんどんどんなくなっ
て、町へ町へとみんな出て、町の大きな総合病院しかありません。患者輸送バス等もあるわけで
すが、普通私たちの場合でいきますと、元気でぼちぼち行くとこまで行って、動かれないようになっ
たら救急車で病院へ、その後はちょっと黒い車で帰るというような感じですね。  

 要は、お年寄りの方が幾ら予防医療と言いますか、健診を受けて原因があっても、それで死ぬこ
とはまた別と言いますか、総合的なことで亡くなられることが多いので、先程ふれました牛飼いの
８５歳のおじいさんが、あちこち痛いので病院には行きたいのだが、忙しいので病院へ行かれな
い。病院へ行くと病気だということで、本人は病院にも行きたいのだが、とにかく農業をやっている
のが何か嬉しいというところがあるのです。要は、土に帰りたいという気持ちもあるのでしょうが、
そこらあたりがＰＰＫという言葉に、これも造語なんですが、死ぬまで元気で、元気で死のうというこ
とになるんです。私が以前大変お世話になった方の話でも、やっぱり自分でその感じでおれば、何
かそのような感じで死んでいかれるような気がしてならないと言っているようなわけで、うちの集落
ではお年寄りの方が、ある程度具合が悪くなったら病院へ行きますが、かなり元気であります。病
院へ行ったときには、何か既に時遅いというようなところもあります。分かるような分からないよう
な話ですが、実際に来て、見ていただければと思います。  

   

○吉田（企）専門委員 若い方の健康問題も含めて農村の医療問題というのは、私は一つ問題
として考えないといけないのかなと。しっかりした医療設備が地域のある範囲の中になければいけ
ないのではないかということも思っていたものですから、ちょっとお伺いしたのですが。  



   

○糸賀氏 吉田先生が思われるほど農村の皆さん方が医者が遠い、不自由しているという感じで
はどうも現実にはないようですね。割と皆安心して、要するにそれは食から来ることが多いので、
食については自分で山からいろいろものを持ってきて食べたりというところのこともあるでしょう
が、ちょっと風邪を引いたから病院へ行くということよりは、置き薬で治すというニュアンスの方が
どうも多いような気がします。  

   

○吉田（企）専門委員 何かついでで申し訳ないのですが、先ほど中野さんのお話の中に一つ
付け加えるのを忘れたのですが、タオルメーカーの方から言われたようですが、タオルと食べ物は
全く違いますので、農業というのは日本人の健康を担っている仕事でございますから、そこのとこ
ろ間違いなくアドバイスをして差し上げた方がよろしいと思います。  

   

○祖田座長 ありがとうございます。  

 いろいろ御意見ちょうだいしました。残り５、６分という状況になりましたのですけれども、この際こ
ういうことを言ってほしかったのにと思っておられるような方もたくさんおられるのではないかと思
いますので、どなたでも結構でございますので、是非フロアの方からも御意見があれば手を挙げ
ていただきまして、御発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

 ございませんか。  

 それでは、ないようでございますので、どうぞ。  

   

○富山委員 質問がもう一つございます。  

 岸町長、中国山地の山村をおまとめになって頑張っていらっしゃることには日頃から敬服してお
りますが、先程のお話で農林高校じゃなくて、大学に農林学部をというような提案をなさったので
すが、それで伺いたいのですが、事実確かに農林科というのが本当に影が薄くなってますが、もし
大学にそういうものを設ければ人は帰ってくるのでしょうか。働き場所があるのでしょうか。その辺
のつながりがよく分からないので、一言簡単にお話し下さい。  

   

○岸氏 そのことでございますけど、結局後継者の問題でございます。今、後継者が農業・林業に
つきましても自信と誇りが持てないわけです。それは知識が豊富でないということでございます。
高校卒で帰りますと、今は大体普通科高校が主体でございます。地方大学は各県にあるわけでご
ざいますので、先ほども言いましたように、そういう知識を持って帰りますと、農業、林業にやっぱ
りリーダーシップがとれるのではないかと思います。今でも各高校から、例えば推薦入学制度が１
人か２人はあるわけでございますけど、その制度の枠を広めていただきまして、毎年のようにそこ
を卒業した人が地域のリーダーシップがとれると。そうしますと、やはりお嫁さんの問題でも、今の
青年の方は割に女性の肩たたきができないわけでございます。自信が持てますと、農林業にたず
さわる青年でも女性の肩たたきができるようになるのではないかと思っております。  

 先般もちょうど日南町で関西を中心として田舎ツアーを設けたわけでございます。その時に１９
人からの女性においでいただきまして、交流をやったわけでございますが、そのときに割と積極性
を出してきたのはほとんど役場とか農協とか森林組合に勤めておられる方で、本当に農業に従事



している人はやはり引っ込み思案と申しましょうか、何か農・林に引け目を感じておると、農家のあ
とつぎであることに引け目を感じておるというような、どうも気持ちがあったようでございます。  

 ツアーに来られた人は真剣に来ていただき、中には子供さんを連れて来られた方もありまして、
今５つぐらいのカップルといいますか、交際が続いておるようでございますけど、それで積極性が
出れば必ずお嫁さんの問題も解決できると思いますが、それにはそれ相応の農・林に対する自信
と誇りがやっぱり持てなければと思っておるところでございます。そういうことでございます。  

   

○坂本委員 今の町長さんの話なんですが、若者が農業に誇りを持ってないのではないかといわ
れましたが、一番の問題は農村地域のリーダーにあるのではないかと、私は思います。むしろ、そ
の方が若者に自信を失わせているのではないか、一番大事なのは地域のリーダーの皆さんがも
う一遍足元を見直すべきではないかと思います。余りここで議論をする時間はありませんが、私も
農業をやってますが、うちなんかに入ってくる若者は非常に頑張っております。ただ１＋１が２とい
う教育ですべてを解決しようとしたところに問題があるわけです。是非試してほしいのは、１＋１が
マイナス２、１＋１がプラス３というこの方程式を知ってもらうこと。これが分かれば担い手は出てく
ると思います。農業というのは１＋１が必ず２にならない、そういう教育をしていないからショックを
受けてしまうのです。うちの農場でも牛に蹴られたからと、大学の畜産科を出た人が真っ青になっ
てもうやめますというように、そういう教育を受けてこなかったわけです。それがいけないというの
ではなく、村のリーダーの皆さんがもう一遍じっくり足元を見てほしいなということであるかもしれま
せんので、是非お願いしたいと思います。  

   

○岸氏 あらゆることをしてきたわけでございます。よく言われることに、金がなければ知恵を出
せ、知恵がなければ汗をかけということでございますが、もう一度汗をかきまして、地元から、そし
て知恵を出しあって、そして所得を上げていくということが大切なのではないかと思います。  

 坂本先生からよい御意見をいただきまして、私も地域のひとつリーダーという立場におりますの
で、自己反省いたしまして、これから頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくまた御指導お願
いいたします。  

   

○祖田座長 ありがとうございました。  

 ちょうど４時となりましたので、これで討論を終了したいと思います。  

   

６ 閉会  

   

○祖田座長 大変ありがとうございました。貴重な御意見をたくさんいただきました。また、この地
域は大変多様でございますけれども、それぞれ固有の問題を踏まえた御意見もちょうだいいたし
まして、大変有意義であったと思います。  

 本日は、お忙しい中、意見陳述人の方には会場までお越しいただきまして、また他の多数の方
に御参加いただきまして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。  



 それでは、本日の地方公聴会はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。  

 （拍  手）  


