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１ 開会  

○会長 時間になりましたので、ただいまから第７回食料・農業・農村基本問題調査会を開会させ
ていただきます。  

 ことしになって最初の会合でございます。改めて、本年、何とぞよろしくお願い申し上げます。  

２ 資料説明  

○会長 それでは、議事に入りたいと思います。  

 昨年の「中間取りまとめ」に際しましては、委員、専門委員の皆様方に大変御協力をいただきま
して、誠にありがとうございました。昨年は食料・農業・農村政策のあり方につきまして御議論をい
ただいてきたわけでございますが、本年は中間取りまとめに対する国民の声も広く聞きながら、具
体的な政策について御議論いただくということになります。  

 本日の会議でございますが、これから後、どうするかと。要するに、今年、いよいよ本番であるわ
けですが、これから後、どういうふうに進めていくかということにつきまして、昨年12月の中間取り



まとめに対しての反響でありますとか、新たな基本法、農政改革に対する主な論調ですとか、ある
いは調査会あてにまいりました要望などにつきまして、皆様に事務局から御紹介させていただき
たいと思っております。  

 また、中間取りまとめにつきましては、国民の皆様方の理解に役立つ普及版のようなものを作っ
た方がいいという御意見もございますので、事務局の方で作成していただきました。これにつきま
しても、後ほど御紹介いたしたいと存じます。  

 こうした調査会をめぐる諸般の状況などを見ていただきました上で、今年の調査会の進め方など
につきまして、皆様方に御意見をちょうだいするということにさせていただければと存じます。  

 最初に、事務局から資料について説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。  

○事務局 お手元の資料の御説明をさせていただきます。  

 資料１が議事次第で、２番目が委員名簿でございます。資料３ということで、中間取りまとめに関
する報道ぶりということで資料を整えております。  

 資料３－１は全国紙におきます中間取りまとめに関する報道ぶりということでございます。一番
上にありますように、一般記事と社説・意見、それから企画物と、便宜上、こういう分け方で三つの
分類ということにしております。その下に、該当記事ということでおつけをいたしております。なお、
本日付で読売新聞の報道がありました。これは間に合いませんでしたので、一番下に１枚紙でご
ざいますけれども、本日付のものも、その下につけさせてもらっております。  

 資料３－２は、同じく報道ぶりでございますが、こちらの方は専門紙あるいは地方紙の関係とい
うことで、地方紙の関係はすべてが網羅できているというわけではございませんですけれども、一
応専門紙と地方紙ということに分けまして、先ほどの全国紙と同じように、一般記事、社説・意見な
ど、それから企画物というふうなことで分類いたしまして、現在までのところ、私どもが把握しており
ます報道ぶりということでまとめて御紹介をさせてもらっております。  

 資料４－１でございます。これは新たな基本法あるいは農政改革に関します主要な論調というこ
とで、新聞等に報じられました論調ということで取り上げているものでございます。便宜上、学会で
すとか、有識者ですとか、生産者・生産者団体という分け方で、それぞれどういった方々が意見を
述べられているかということを１ないし２ページにかけまして一覧表の形で整理をいたしておりま
す。なお、本文につきましては、この下に順次、一覧表に述べました格好でおつけをいたしており
ます。  

 資料４－２は、同じく雑誌等に掲げられました主要な論調ということでございます。先ほどと同じ
ような区分けで、学会関係の方、あるいは生産者、経済界の方という順番で、同じく１、２ページ目
に一覧表をつけております。具体的な本文は、その下に本文をおつけをさせてもらっております。 

 続きまして、資料５でございます。調査会あての要望書の概要ということで、これまで調査会あて
に出されました要望書の概要を要約してつけております。１番目の生産者・生産者団体からという
ことで、一番上には全国農業協同組合中央会等におきます、いわゆる1,000万人署名運動の状況
ということでの要約等をつけております。これまで出されました要望書の要約ということで、その下
に５ページまでということで御紹介をしております。  

 なお、これまでの調査会におきまして、それまでの時点におきます要望書等は、本体を各委員の
お手元にお配りしておりましたけれども、昨年12月19日以降に出されたものということでは、その
下に食料・農業・農村基本問題調査会あての要望書という格好で本文をつけさせてもらっておりま
す。  

 その下に、横長の資料でございます。資料６として「新しい食料・農業・農村政策を考えるため



に」、副題といたしましては「食料・農業・農村基本問題調査会中間取りまとめ概要」といたしており
ますけれども、この資料をお手元に配付させてもらっております。これは、ただいま会長からお話
がございましたように、中間取りまとめが一般国民の方々の理解が深まるのに役に立つような、い
わゆる普及版と申しますか、そういった性格だということで、現段階において作っているものでござ
います。  

 １ページ目以降、原則といたしまして、左側に中間取りまとめの中身の要約的なものを簡単に御
紹介すると同時に、右の方に、その背景となっております数字など、これはこれまで調査会でござ
いますとか部会におきましていろいろと御紹介しました資料が中心になっているわけですが、一つ
として、見ていただくため、便宜上、それぞれの方々が御理解いただけるようにということで資料を
つけているというものでございます。  

 この中でも、６ページ目からお開きいただきたいと思いますが、両論併記ということになっており
ます食料自給率の取り扱いといった点につきましては、若干詳し目に説明的につけておりまして、
６ページにありますように、食料自給率とはそもそもどういうものであるかということですとか、食料
自給率というのは三つの指標があるということで、左にありますような品目別の自給率、②にあり
ます穀物自給率、③の供給熱量自給率ということで、どういう計算式で出されてくるかということを
御紹介しております。  

 ７ページ目には、供給熱量自給率のうち、特に問題となります畜産物の関係でございます。国内
産の飼料で生産された畜産物のみが国内産の供給熱量として計上されるということで、具体的に
は右の方に豚肉の場合ということで例示をいたしておりますけれども、豚肉の供給量213万トンの
うち国内生産量が126万トン、したがいまして、品目別の自給率は59％になるわけでございます
が、豚肉の国内生産に充てられた飼料の国内での生産割合が10％でありますので、59％に掛け
ることの10％ということになりまして、供給熱量ベースでの自給率の場合、６％程度というふうなこ
とになるということを御紹介いたしております。なお、自給率の低下要因というふうなことでは、そ
の下に御紹介しております。  

 こういうふうに、中間取りまとめの中での問題点等ということで、わかりにくいというお話等もござ
いましたので、こうした点につきましては、私たちなりにわかりやすいような格好の資料等を作って
いるわけでございますけれども、こうしたことを踏まえながら、広く一般国民の方々にも実態等につ
きまして御理解いただけるように、一応こうした原稿を用意しているということでございます。  

 なお、こうした横長でございますと、取り扱いにくいという話もございますので、これを半分にいた
しました冊子の格好にして印刷したらということでございますけども、一応、こうした点につきまして
も各委員から御意見を賜りまして修正の上、広く一般配布しながら、この中間取りまとめの中身、
概要につきまして普及に努めていきたいということで現段階において作成しているということでござ
います。  

 以上が今日配付しております主だった資料の概要ということでございます。よろしくお願いいたし
ます。  

○会長 ありがとうございました。  

３ 意見交換  

○会長 今、駆け足で事務局から説明がありました。資料などにつきまして、何か御質問、御意見
等、おありでしょうか。  

 特に資料６の概要、「新しい食料・農業・農村政策を考えるために」につきましては、国民にわか
りやすく紹介するという観点から事務局で作成したものですが、こういうふうに改善した方がいいと
か、こういうところにはイラストを入れたらいいとか、いろいろ御意見がおありかと思います。そうい
う御意見のある方は、もちろん今おっしゃっていただいても結構ですし、１週間程度の間に事務局



に御連絡いただいても結構でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  

 中間取りまとめにつきましては、各紙それぞれに報道してくれてはいるわけですが、全国紙より
は農業関係の新聞、雑誌の方に重く取り上げられているわけでありますし、また農業の専門の先
生方はさまざまに論説を発表してくださっているわけですが、例えば流通段階の方とか、加工業の
方とか、消費者サイドの声がいまひとつ出てきていないという状況かと思います。それは、皆様方
のお手元の資料でおわかりのとおりでございます。  

 今お話ありましたように、読売新聞も今日から審議再開と、出してくれと言いますので、国民全体
の関心、意欲が少しずつ盛り上がってきているところかなということを感じます。皆様方の方でも、
消費者とか加工、流通関係の方の声をより積極的に引き出していただけるような御協力をいただ
ければ幸いでございます。  

 ということでありまして、この資料についての質問、御意見に加えまして、今日、初顔合わせとい
うにはちょっと遅いんですが、今年になって初顔合わせでございますので、きょうは、細かい議論
をするというよりは、これからどうするか、どういうふうに最終報告を取りまとめていくか、これにつ
いて皆様方から御意見を賜れればと思います。  

 中間取りまとめでは、積極的に広く国民の声を聞くことになっているわけですが、それをどういう
形でやっていくのか。公聴会とかシンポジウムのような形でやっていくのか、あるいはそれ以外の
方法をいろいろ考えるのか。どういう方法で国民の声を聞いたらいいか、それについても御意見を
賜りたいと思います。  

 場合によりましては、今、３部会あるわけですが、２部会合同でやった方がいいようなテーマもあ
るのではないかということで、例えば必要な農地の総量を決めるなんていう場合は、食料部会、農
業部会で協力してやった方がいいでしょうし、これから必ず問題になります中山間地域への直接
所得補償のような問題も、農業部会と農村部会が合同してやった方がいいということもありますの
で、どういうテーマについてこのような合同部会を開催したらいいか、それについても御意見を賜り
たいと思います。  

 また、中間取りまとめには出ていない必要な事項というものもあるかもしれないということでござ
います。例えば魅力のある農村、村づくりというような観点ですね。農村計画の問題、農村整備制
度の問題なども取り上げていく必要があるかなということでございます。  

 そして、事務局の方で、これから資料を整えていただきまして、この中身と論点を明確にしていく
必要があるわけでありますが、事務局の方に、その点でのさまざまな要望をこれから積極的に出
していただくということでありまして、これから、最終報告で、中間とりまとめにあった論点と対立点
についての一定の方向づけたみたいのは当然必要でありますし、同時に、国民の暮らしと命のた
めの農というものを具体的にどういうふうに進めていくか、単に抽象論だけではなくて、具体的にこ
れからいろいろ議論し、具体的な法律を作っていく際の指針になるような視野とか展望とか論議も
必要ではないかと思います。この基本法の全体の取りまとめの範囲というか、最後、どこら辺でお
さめるかですね、これについても御意見を賜れればと思います。  

 したがいまして、今日は具体的に自給率を明示するか、明示しないかなんていう話ではなくて、
大きな最終報告案の形と、それに至るための手立てについて皆様方の御意見を賜れればと思い
ますので、よろしくお願いいたします。  

 どこからでも、どなたからでも結構でございます。  

○委員 中間取りまとめにつきましては、大変精力的にまとめ、さらに問題の、意見の分かれると
ころも、今後どういうふうにやっていくかということでのテーマが提供されておるわけであります。  

 いずれにしましても、要約版によって国民に十分理解をしてもらう、言うなれば、国民合意という



基本に従って、その行為をなさるわけでありますけれども、先般来、ある機会に行きましたら、イラ
スト入りとかそういうことでわかりやすいものにしてほしい、言うなれば、文章だけだとなかなか読
みづらいということがあるわけであります。そういう要望があったわけですし、我々も基本的には、
国民合意を得るということでのいろいろな視点の中で議論をしたわけであります。  

 そういう意味で、今後、問題点の解明は当然でありますけれども、新聞論調なり、識者の意見の
提言なり、組織団体の提言もあるわけでありますから、こういった共通問題を整理しながら、もう一
遍、議論をしていくということも、より全体の意見を吸収する機会になるんじゃないかなと思ってお
ります。  

 さらに、それぞれの段階でもっときめの細かい地域的に、あるいは国の機関ですか、地方行政
の段階なり、農業団体の段階なり、加工業者の団体なり、流通業者の団体なりで、一つの中間取
りまとめの問題点を絞りながら、意見の提示を求めた方が、より開けることになるんじゃないか。  

 さらに、昨年は公聴会が農政局単位で四つありましたけれども、まだ四つの農政局が残っている
わけであります。そういう問題については、もっと意見を奮い起こすという意味で、誘導策を講じる
ような施策が必要でないか。  

 先般、新聞で拝読したわけでありますが、木村会長が基調講演されまして、それぞれ委員の皆
さんのコーディネーターで地域の意見の集約の記事がありました。そういうふうな形でやれば、も
っと審議会の内容が即国民に理解をされる、そして関心が深まるんじゃないか。こういうことで、い
ずれにしても、調査会なり部会では真剣な議論をしておりますけれども、反応がやや鈍いんじゃな
いかなという感をするわけであります。もっともっと盛り上げる必要があるのではないか。  

 さらにもう一つ、まことに申しわけないことでありますが、具体的な問題は差し置きますけれど
も、農林水産省関係の皆さんは非常に賢明に資料を作っていただいておりますけれども、一般の
皆さんから、農林水産省は日本農業の振興と農業生産をどうしていくか、日本の国土をどうするか
という意見をきちんと出すべきではないかという提言が各地であったわけであります。農政局の管
内の代表、200ほどの皆さんの後ほどの質問の中にそういう議論が出てまいりました。  

 そういうことでありますので、非常に厳しい環境であるかもしれませんが、大事な基本法の制定
でありますので、何とかひとつ農業サイド、日本農業をどうしていくか、それが国際貢献につながる
という観点から、リーダーシップというか、一つの専門的なサイドでの案をぜひいただければあり
がたいんじゃないかなと思っておるわけであります。  

 以上です。  

○会長 ありがとうございました。  

○委員 今、会長が申されましたように、せっかく国民的議論を深めるためにという中間取りまと
めが出ましたのに、食べる側の人間から、ただいま大変飽食の中におりますので、余り深刻な問
題として浮び上がってきていないことが事実でして、私なんか責任重大で、やっぱり声を出してい
かなきゃならないんだということを感じておりまして、中間まとめの冊子をなるべく私たち会合にも
使いたいということで、これも農水の方からいただきまして、役についている方たちに配ったりとか
いたしております。何しろ期日が迫られておりますので、その間、よく消費者に情報が公開されな
いとかいろいろ申しますが、この調査会におきましては本当に最初から全部公開で、資料がほし
いと言えば、何でもお届けくださるというふうな形でして、むしろ、こちら側が読みこなしたり、どこに
意見の集約を持っていったりしたらいいかということがわからないというところが問題になっている
かなと思います。  

 ですけど、消費者といたしましては、食の問題は、命の問題ですので、今食べるものが足りなくな
るということに対しては危機感はないんです。命を守るための安全な食料を長く食べたいとか、国
産を８割ほしいといいながら、消費するのはどんどん減っているじゃないかと言われますが、それ



は消費者はめくらにされて、国産だか何だかわからないで食べているという部分も随分あるので
す。今、会長がおっしゃられましたように、生産物を買う人は今、私たち台所の主婦よりも加工業
者とか流通の方とか、大量消費をなさるところに集中されておりますし、これから個々の家庭でも
食べ方が昔に戻ってまな板の上で刻んでということよりも、半加工品を加工していただくということ
がどうしても多くなるだろうということが推測されますので、そういう方たちを一緒に消費者の声とし
てまとめなければいけないところがとっても悩ましいところです。  

 今まで、消費者ニーズ、消費者ニーズと言われてきましたけど、今までの消費者ニーズも作られ
たニーズだった、買わされていたというふうな感じもいたしますので、そこら辺は地に足をつけて、
国土の保全も含めて、国で農産物を作っていっていただきたい。  

 今、2010年までのめどといいますと、50％はどうしたって輸入に頼らなければならないという現状
があると思います。これは外交政策とかいろんな問題で、それを補てんしていく。当面、安定輸入
の視点は重要な問題だと思いますけれども、危機に備えては、国民の最低必要カロリーを供給で
きる体制を維持するというのは国の責任だろうと思っております。大変難しい、辻つま合わせかわ
かりませんけれども、国民もそういうことにかかわり合って、水も空気も全部、胃から入るものっ
て、体に入るものは安全なものでやっていくためには、どうしたらいいかというところは真剣に皆さ
ん考えていると思いますので、国土の保全も含めた農業に転換するという国の方針、これは理念
ですので、まず今までの農薬の使いすぎとか何とかいうところをなるべく削除して考えていく。  

 それから、農機具とかいろんなものに、農業に使われています部材もいずれは捨てられるもので
すので、それも環境を含めた、環境保全を含めた視点を持ってやっていくというふうにしていきた
いと思います。  

 そういうふうに考えますと、国民の意識は今、随分命の安全ということに危機感を抱いておりま
すので、声も高まってくるか。それも食料が今どうなっているかというところへの視点にもつながる
かなと思いますので、公聴会と言いますと、本当に一握りの方だけが集まって、しかも割合専門家
の方が各地でお集まりになってくるような気がするんですが、本当に一般に今、食べている人た
ち、子育てで不安を持っている人たちの声が聞けるようなといいますか、そういうところへも浸透す
るような方策をどうやったらいいか。  

 両論併記のところは大変重要な問題なんですけど、でも、両論どちらもメリットとデメリットがあり
ますね、どちらを取るかというところになりますと、現実、どういうメリットとどういうデメリットがあっ
て、紛争ということはないけど、どういうことが各地域で起きるかということは、私ども一般の主婦
には見えません。  

 ですから、そういうことも含めて、もう少し本当に国民の声を吸い上げようと思ってくださっている
ことが生きるような形で、私どもも努力いたしますが、この調査会としても声を吸い上げていただけ
るような方向に行っていただけたらと思います。  

 それから、大変いろんな資料を揃えてくださってありがたいんですが、私自身、今までいただいた
資料を100％も読みこなせているかといったら、とってもできないでいますが、大変お勉強はさせて
いただきましたが、委員に出ているものはお勉強させていただいたんでは解決のつかないことで
すので、こういうことを細かくやっている専門家の方たちがもうちょっと内容をお詰めになりまして、
メリット、デメリット、こうなるときはこういうところが問題じゃないかということを調査会に御提案いた
だいて、あとは一般の声を吸い上げる方に向けていただけたらと思います。  

○会長 ありがとうございました。  

 確かに、専門家の意見を一方で聞く必要があると同時に、公聴会といっても農家の方ばかりの
公聴会でも不十分で、消費者あるいは流通業者とか加工業者とか、いろんな方の声を聞く機会を
これから設ける必要あるなと私も思っております。  



○委員 昨年、中間報告に当たりまして、調査会なり部会を21回、開催されまして、その際、「中間
報告取りまとめをいただいた内容については評価できる内容であります」ということを私は申し上
げました。そのぐらい会合を重ね、いろいろやりましたけれども、両論併記という大事な問題が、４
点ほどあったわけでございます。  

 今度は、地方におきまして、そういう４点を中心にしながら、地方の考え方という、あのことも十分
にこれから地方へ移していく必要があるんじゃないでしょうか。それに対しては、中間取りまとめ、
先ほども細川委員からお話がありました、もう少し平易な文章で冊子を作っていただくとありがた
い。  

 あわせて、我々ＪＡグループといたしましても、昨年７月から12月までの間に、1,000万署名運動
を展開いたしました。これは、ただ単にＪＡグループだけではなくて、生協の方々あるいは労働組
合の方々からも随分支援をいただきました。具体的に申し上げますと、広島県におきましても65万
の署名がありましたけれども、５万は生活協同組合であるとか、労働組合の皆さんでございまし
た。  

 地方の声を吸い上げていくということで、現在もいろんな公聴会とかシンポジウムを地方でも続
けておるわけでございます。そういう中にありまして、全中といたしましては、各県において、そうい
う集い、集会を持っていただいて、もう一遍、この四つの問題について意見の集約を５月ごろまで
にはやろうというように取り組んでおります。  

 この1,000万署名につきまして、確かに、かなりの理解は得たものの、まだ国民合意の運動として
は十分ではないと感じております。したがって、ＷＴＯの時期までは国民の皆さんの合意を得る必
要があります。これはただ単にＪＡグループ農業生産者だけの問題ではない、国民全体の問題で
あります。  

 気象のエルニーニョ現象にいたしましても、金融問題におきましても、東南アジア各国において、
マレーシアやフィリピンにおいても何とか日本に、協力してほしいという要望があります。北朝鮮に
対しても、中国の偉い人が来て、日本は何とかそういうところを支援したらどうかというような、まさ
に食料問題、それから環境問題であります。 地球的視点において取り上げられなければならな
い問題がかなり明確になってきております。そういう視点からみると、調査会が発足した当時と現
在で、随分変ってきておるというように私は理解しております。あわせて、全国の農業委員会ある
いは県農業会議においても、農地問題についてはいろいろな意見、つまり株式会社ということにつ
いては賛意を表しておりませんが、さらなるその詰めをやろうという動き等も出ておりますし、そう
いう中から８月ごろには答申をしようと。  

 そういう感じを受けておりますので、なるべく４点に絞るようなことで、これからの論議を展開して
いただいたらいかがかなというように思っております。  

 以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

 その論点を絞る際に、地域差がかなりありますので、米の単作地帯もあれば、酪農中心のところ
もあるし、大都市周辺の、大消費地周辺の農家と中山間地域で違いますし、できるだけ、いろいろ
な地域の声を集める必要があるなと私も感じております。  

○委員 これからの進め方ということですので、進め方に絞ってお願いとか御意見を言います。  

 去年、ずっと調査会と部会の議論に参加をして、今までのやり方をそのまま、今年に入っても繰
り返していくだけでは、なかなか焦点が絞り切れないという気がしています。  

 ですから、会議といいますか、この持ち方を考えたらいいと思うんです。もちろん、従来のような



部会、調査会の持ち方は一方で必要かと思いますけれども、先ほど会長がおっしゃったように、部
会を横断的な形で、あるテーマについては議論をしてみるというのが一つだと思います。もう一つ
は、逆に、もうちょっと人数を絞って――絞ってというのは変ですけれども、少人数で例えば農地
問題であるとか、そういうことについての専門の方々で少し議論をしてみて、それを部会なり調査
会にフィードバックをしていただく。  

 先ほどの委員がおっしゃった「専門家の方々に検討していただいて」というのは、どういうことをイ
メージしておられるのか、私にはわかりませんが、私が申し上げる専門家というのは、あくまで調
査会の人間の専門家集団でありまして、そういう人間が少し時間をかけて、場合によっては夜中
までかかって議論して、その結果を部会なり調査会にフィードバックするということを私はイメージ
しております。  

 地方の意見というのは、もちろん大変大事なことで吸収しなければいけないと思うんですが、公
聴会は去年４回あったうち、私は２回おつき合いしてお邪魔をしましたが、もちろん各層の方々に
この問題を意識していただくという意味では決して無意味とは思いませんが、正直言いまして、ど
こで伺ってもびっくりするような意見は出てこない。ということは、正直言って、このような形で回数
を開いても余り役に立たないと私は思います。  

 どうしてかというと、各階層、農政局の方でもバランスを取って選んではおられるんですけれど
も、選ばれた人はちょっと違うんですよね。そこのところの心情というのかな、きれいごととは言わ
ないけども、腹を割った発言というのはどうも出てこない。だから、ああいう形じゃなくて、もうちょっ
ときめ細かい、言ってみれば、新しいタイプのヒアリングみたいなことが必要ではないか。ヒアリン
グといっても、今までやってきたように、例えば団体の会長を呼ぶとか、そういうような形ではなく
て、一つの問題について、例えば現場の土地改良区のどなたかをお呼びして、土地改良区も非常
に順調に機能しているところと悩んでいるところとをお呼びして、その方からお話を聞くとか、そう
いう形のヒアリングみたいなことをやる方が、もちろん地方公聴会が無意味とは言いませんが、む
しろ役に立つのではないか。  

 どうしてこういうことを言うかといいますと、私ども農政ジャーナリストの会という組織が東北と九
州でシンポジウムをやりました。東北は河北新報社、熊本は熊本日日新聞と共催でやったんで
す。自分で言うのも変なんですが、私が司会やったんですけど、非常に反響がよくて、会場からも
かなりいろんな質問も出たし、壇上にいらっしゃる、いわゆるシンポジウムのパネラーの方々も割
合率直に意見が出されました。  

 だから、例えば１人７分で御意見言ってくださいじゃなくて、やり取りをして引き出してあげるという
ような形のヒアリング的なものを、地方公聴会にかわってやっていただく方がいいのではないかと
思っています。  

 とりあえず、今のところそんな感じです。  

○会長 ありがとうございました。  

 確かに、論点を共通にした横断的な意見の汲み上げも大事ですし、今おっしゃったのは非常に
大事なポイントだと思います。国際人というのがいて、国際的に活躍しておられる方々は、共通語
があるんですね。その人たちの間では非常によくわかっているんですけれども、地元とのつながり
が必ずしもない場合が確かにございます。しかし、それをくみ上げるというのは非常に難しくて、私
もどうするのかなと思って今、伺っていましたら、農政ジャーナリストの会があるということで、なる
ほどと思いました。  

 確かに、さまざまな形を取られませんと、この調査会だけでは生の声が聞こえてこないかもしれ
ません。いろんな手立てをこれから事務局とも相談して考えてみたいと思います。  

 それから、先ほどおっしゃった専門家の意見ですね、これも事務局と相談して、少し積極的に詰



めていきたいと思います。  

○委員 先ほど会長もおっしゃったように、議論が農業関係者の方とかそういうところに偏ってい
て、その部分では非常に盛り上りがあると思いますけれども、一般国民のレベルでは非常に関心
が薄いと思っています。  

 食料、農業と農村は非常に重要だけれども、今の経済情勢やさまざまな不祥事というのに関心
が集まって、この問題についてマスコミの扱いも冷やかであると思うわけです。  

 議論を再開するに当たっては、国民にもう一度アピールする必要があるだろう。その方法はよく
わからないんですけれども、一つとしてはシンポジウム的なもの、ただし、構えたものじゃなくて、
専門的でなくて、要するに、平易なわかりやすいレベルでの意見交換会みたいなものを開いたら
どうだろうかなと思っています。  

 もう一つは、新聞やテレビに総理府が広告を出し、その意見を募る。これはストレートに新聞の
扱いじゃありませんから、広告ですから、お金になる話ですから、きちんと載るわけで、それはいろ
んな一般の方にも訴える力はあるんじゃないだろうか。そういう予算の使い方なら、マスコミは決し
て非難しないと思っています。  

○会長 ありがとうございます。  

 旬のものというのがよく言いますけど、日本でも、日本の大豆を使って、海の水を使って豆腐を
つくると、香りがよくて、味がよくて、本当にうまいですね。もちろん輸入ものでも豆腐はできるんで
すけれども、ああいうものを食べると、生きている喜びみたいなのを感じられます。  

 国産でどういうものがこれから食べられるか。肉じゃがなんていうのも、まさに日本的なものだと
思うんですね。ああいうものをテーマにしてシンポジウムをやると、国産とか輸入とか、あるいは今
の自給率の問題とか、意外とそういう切り口から出てくる可能性もあるのではないか。つまり、庶
民レベルの暮らしを視点に置いた農についての再考ですね、それが親しみを持っていただく一つ
の方法ではないかと、委員の話を伺いながら思いました。ありがとうございました。  

○専門委員 先ほどの委員の御意見、私は全くそのとおりだと思いましたが、その前に、それぞれ
の部会で、中間取りまとめについて、今までの経過も含めて、率直に反省の意味も含めて、会合
を開いていただくということが一つの方法でなかろうかと、進め方としては、それが第１に行われる
べきでなかろうかと思います。そして、専門家による議論を行うということについては、その検討は
ぜひやっていただきたいものだと思います。  

 先ほどの資料なんですが、繰り返して、この中で一番取り上げられたといいますか、皆さんの合
意をいただく農業、農村というものは何かと、公益的機能、多面的機能が大変強調されたんです
が、この資料を一般の都会の方々にお配りして、そういうことの御理解が得られるかどうかとなる
と、やや心細いような感じがいたしますので、そういう部分について、水や空気あるいは山村の姿
が率直に御理解いただけるような普及版でないとならないのではなかろうかなと感じます。そこら
辺、研究していただければありがたいと思います。  

 まず、終わります。  

○会長 ありがとうございました。  

 今までの部会の総括、それも大事なことですし、先ほどもちょっと申しましたが、テーマによって
は合同部会も必要ですし、さらに農水省でも棚田については予算がつきましたが、今までの効率
性、機能性、経済性とは違った観点で、そういう面からの今までの農業にはなかった新しい視点か
らのアプローチも大事で、今までの部会も必要ですし、しかし新しい観点も必要ではないかと思い
ます。専門委員のおっしゃるとおりですね。  



○専門委員 今までお話しになった方の繰り返しの部分もありますけれども、中間取りまとめにつ
いての反省といいますか、私なりの感想を申し上げますと、これは議論の積み上げの上に成り立
った取りまとめではなかったのではないかという気がしているわけですね。  

 調査会の性質とか調査会の役割ということがきちんと議論されない、あるいは認識されないまま
に、いろんなテーマについてそれぞれが意見を述べる、あるいは資料を提供していただいて、それ
について感想を述べるという形にとどまってしまったのではないか。  

 つまり、議論の積み上げがないがゆえに、読んだときにインパクトが弱い、あるいは読んだとき
に、どこが本当のポイントなのかがなかなか見えにくい。中にいた私自身でさえも、これだけを出さ
れて読んでみたときには、ポイントが非常にわかりにくいものになっているという印象が拭い切れ
ないわけですね。  

 したがいまして、これからの議論を、積み上げ方式、いろんな形があると思うんですが、先ほど
から出ているような形でのワーキンググループ的なものの積み上げ、その場合も、出てきた議論
はきちんと調査会なり合同部会なりで評価されるような形の議論の仕方をしてこないと、どうしても
いろんな形で両論併記は避けられない部分があるわけですから、それの取りまとめ、あるいは集
約をどういう手続でやるのかという、そういう手続論的なことを議論しておかなくてはいけないので
はないか。部会長に一任する形を取るのか、あるいは会長の主導権を発揮するのか。  

 昨年、リーダーシップの話がどなたかから出てましたけれども、そうした問題を含めて、調査会の
性質ということと議論の集約の仕方をどうするのか、そして、日程ですね。この三つはきちんとこの
中で議論していかないと、昨年と同じような形になって、どこかでエイヤッと線を引くか、あるいは
すべて取り下げてしまって、現状維持という結論しか得られないのではないかという危惧を持って
おります。  

 先ほどから、国民の声、国民的合意というお話もあります。これは必要なことでしょうし、望ましい
ことでしょうが、私自身は不可能だと思っています。国民的な合意ができるようなものであれば、も
うなされているのではないか、そういう形で実行されているのではないか。国民的な議論を巻き起
こすことは非常に重要なことですけれども、合意を得るまでは待っているわけにはいかない。した
がって、我々の役目は、そうした国民の声を十分に知り尽くした上で、我々自身がこの中で議論を
すること、それが非常に重要なのではないかという気がしています。  

 したがいまして、各界の代表とか国民の声の最大公約数を求めることではなくて、この中での議
論の積み上げのプロセスも非常に大事にしていきたいと思っておりますので、そういう形で今年の
議論を進めていただければというのが私の希望でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

 まだ積み上げのための枠組み自体がはっきりしておりませんので、次第次第に、だんだんと共
通の土俵のようなものができてきつつあるようには思いますが、これから後は、今おっしゃったよう
に、この調査会が中心に限りなく先見性を発揮して議論が積み上がるように努力したいと私は思
っております。ありがとうございました。  

○委員 中間取りまとめが出まして、私どもの新聞でも何回か書いているんですが、私自身がじく
じたるものがあるなというのは、私は生活家庭面を担当しておりまして、いわば女性とか消費者が
一番読んでくださるところなんですが、そこでも何とか取り上げる方法がないかと思って考えてみ
たんですが、やっぱり難しいんですよね、これを取り上げるということが。  

 というのは、一般の人がパッと興味をなかなか持ってくれないというのがどこか共通したものが
あるんだろうと思うんですね。ですから、今後、そういうところで取り上げられるようなものにどうや
ったらなるんだろうかと私自身の課題でもあるんですけれども、調査会としてもひとつ考えていか
なければいけないのかなというふうに思います。  



 あと、これからの議論ということなんですけれども、何人かの方からもう既に御意見が出ている
んですけれども、中間取りまとめまで出席させていただいて感じたのは、毎回同じような議論が何
度も何度も起きているなというようなことで、袋小路に入っては、また終わりという感じのところで、
私自身、よくわからないままに終わってしまって、この中間取りまとめの行き着く先に一体どういう
具体的な地平が開けてくるのかというのがよくわからないところは全部、両論併記という形で出た
りはしたんですけれども、今後は、ポイント、論点を絞って、それについて一回議論を深めてみると
いうようなことでやっていった方が良いのではないか。  

 それには、私なんか素人ですから、ある程度専門家の方たちが、こういう視点がある、こういう視
点があるというのを提示していただいて、例えば株式会社の問題であれば、それについても一回
絞り込んで議論するといったような進め方の方が、成果というか、結果が目に見えやすい形で出
るし、それを例えばどこかのインターネットなり何なりに流すにしても、それについての意見という
感じでリアクションがはね返ってくるので、反応も見やすいんじゃないかなというふうに思います。  

○会長 ありがとうございました。  

 先ほどから委員もおっしゃっておられましたね、論点を中心に議論せよと。  

 もう一つ、委員に書いていただきたいのは、例えばグリーンツーリズムに非常に関心があって、
旅との関係で、これから、都会の暮らし、田舎の暮らしですね、それぞれの魅力でしょうか、そうい
ったものを書いていただくと、農村に対する関心も非常に高くなりますね。  

○委員 農に関する記事は書けるんですが、この議論に対するものがなかなか……。こういうもの
が議論されているんだよというのを一般の女性にも知らせたいとは思うんですけれども、なかなか
難しくて……。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 昨年、話し合った内容は、大まかなところで基本的な考え方を、各界とか各方面から
いろいろ自分の見地、また団体の中の見地から意見が出されたと、それをまとめる、まとめないと
いうよりは、一体どういう意見を、幅広い中の人たちをチョイスして、この会で選んで意見を求めた
会だったかと思うんですけれども、それを踏まえて今年、会議を進めていく中で、既存、農業基本
法というのがあるわけなんですけれども、その法に照らし合わせて、そういう意見と合致した部分
とか、また意見を踏まえてニュアンスの変ってきている部分というのを農林省あたりの人がまとめ
て提示しながら、細かくつっついていった方が政策とか方向性というのは明らかに見えてくるような
気がしますので、既存の法律から今の現実に、こう変えた方がいいというのが既存と今まで話し合
った内容を踏まえて活字にあらわして、それをたたき台にして、また話し合った方が現実的にわか
りやすい会議ができるのではないか。  

 あと、先ほどからも出ているんですけれども、部会をまたがって物を言いたいなと、意見を言いた
いなという部分が多々あるわけなんで、そういった会の持ち方というのも考えていただきたいなと
思います。  

○会長 ありがとうございました。希望するところにときどき顔を出すというのは悪くないですね。よ
ろしいかと思います。  

○専門委員 ３点にわたって意見を申し述べさせていただきます。  

 最初は、昨年12月19日、この中間報告が出て、私、いろんなところへ呼ばれて、この中間報告の
中身について御説明をしたり、意見を聞いたりした印象を第１点として申し述べさせていただきた
いんです。  

 意見の大半は、この中間報告がよくわからないという意見がこれありで、これに関しては、その



際には荏開津部会長も御一緒だったので、わからない理由について抽象的に書いてあるとか、か
つてと違って目標が多元化しているから、なかなかわかりにくいんだという説明が荏開津部会長
からもあったりしたんです。  

 わからないというのは、ほかの委員からも御意見がありましたように、書き方の問題もありましょ
うし、書く内容もありましょうし、いろんなところに原因があるんだろうと思いますが、総じて、わかり
にくいという話がありました。  

 ただ、個別具体的な項目ですね、食料自給率だとか、株式会社の参入問題に関しては、結構ヒ
ートした議論になる課題でして、わかりやすい課題なんだろうと思いますね。  

 ただ、食料自給率に関して、腰だめでエイヤッというふうな議論であって、低いよりも高い方がい
いじゃないかという話で、もうちょっと日本の食をどうするのかというあたりが余りないまま議論され
ているようなところがあるような気がしました。  

 株式会社の参入に関しても、旧来の体系がいいんだ、あるいはそうではない、もはや株式会社
でなければというふうなことで、これもここで出てきた議論からそう超えるものではなかったように
思います。  

 それから、中山間地の問題に関しての直接所得補償の問題に関しては、岩手県の二戸郡という
と、二戸市だとか一戸町だとか寂聴さんがよく行ってらっしゃる九戸だとか、あの辺の首長たちと
のディスカッションだったんですが、農家に直接お金を出すというのは、行政手法として難しいんじ
ゃないかという議論がありました。ただ、お金はほしいんだということは言うんですけれども、その
配分の仕方、分配の仕方がいろいろ難しそうだなという印象を皆さんお持ちだというふうなことで
ありました。  

 この中間報告についてもそうなんですが、抽象的に書くときに私ども、この調査会で何を話し合う
かというときに、具体的に、あれやこれやというふうなこともあるんでしょうけども、政策体系をどう
するか、政策理念をどうするかという話を、このままでいいのか、このままではだめなのかというあ
たりから始めたというふうに記憶しているんですが、その際に、最初に書いてありますように、抜本
的な改正をすると、改革するんだというふうな気持ちを込めて、この報告書を作ったんだろうという
ふうに思うんですね。  

 ですから、言いたいことの第２点は私どもの課題についてなんですが、改革をする際に、政策体
系や政策理念だというようなものの改革ということを考える場合に、具体的な例えば食料自給率
の問題だとか株式会社の問題だとかというのは、正直な話、どうでもいいことであって、その前に
議論しなければいけないのは、国と農業との関係あるいは食料との関係がどのようにあるべきな
のかというあたりを議論しなければいけないんじゃないだろうかという気がするんですね。  

 そういうときに、食料の問題だとか、土地政策だとか、あるいは市場メカニズムを導入して、同時
に経営安定をどうするかといったあたりが具体的な課題として出てくるんだろうと思うんですが、私
が一番気になっているのは、国際化と今の自作農体制が果たして整合的なものとして今後も続き
得るのかどうかというふうなことなんですね。  

 そういった観点から、今の土地利用規制の問題だとか、農地法の問題だとか、土地改良法の問
題といったことを再検討しなければいけないし、あるいは食料の問題も検討しなければいけない。
とりわけ食料の問題に関しては、先ほどの委員がおっしゃったけど、消費者視点に立っているは
ずなのに消費者視点がクローズアップされていないんですよね。この報告書を読むと、農業は大
切だというふうなことを言うための書きぶりで、私どもの食生活はどうしなければいけないのか、消
費者の選択の自由を保証するためにどのようなシステムが考えられるのか、そのあたりからの発
想がなくて、国内農業を何とか維持するために何をしなければいけないのかというあたりがかなり
強調されていると思うんですね。  



 ですから、有機栽培だとか、消費者運動だとか、食の倫理みたいな発想に立って物事の組み立
てというのは、それにお国が果たして関与できるのか、できないのかといった議論も含めて、議論
する必要があるんだろうというふうに思うんです。それが具体的な項目としては一つと、もう一つ
は、土地政策に関してですね、これは総理府の委員会ですから、別に今の農政サイドの土地利用
問題だけではなくて、国際化時代に対応した農業の形態だとか、土地利用のあり方だとか、都市
政策も含めて、そういった中で議論する必要があるんだろうと思うんですね。  

 僕は、農村部会の第５回目で、「土地改良法の改正、廃止しろ。農村整備法をつくれ」というよう
な話を言ったんですが、全体の意見には全然なってないんですけれども、これからは土地利用計
画を踏まえた上での農村整備全体を考える、つまりグリーンツーリズムなんかも可能になるよう
な、しかも農村が都市サイドと区分けして特別な存在というんじゃなくて、全体の中で考えられるよ
うな、そういった体系というのは作れないだろうかというような議論だとか、それから、何と言っても
具体的な項目としては市場原理の導入と経営安定政策をどのように仕組むかというようなことだろ
うと思うんですね。  

 そういった具体的なことを踏まえた政策体系や政策理念の改革をどのように仕組んでいくか、ど
ういうスタンスでするかということが僕は議論としての課題だと思うんです。  

 第３点目に言いたいことは、そのためにまとめをどのように仕組んでいくかという、今日の議題な
んですが、こういった課題をいろんなところで意見を書いて、どうすべきかといっても、合意を見る
ということはないのではないだろうかという気がします。  

 確かに、いろんな方々に聞く、あるいは新しいものを作るんだという運動を盛り上げるということ
では、地方公聴会はそれなりに役割があるんだろうと思いますが、それを収束するシステムとして
は余り機能しないのではないだろうかとも思っております。  

 収束させるためには、会長、会長代理、３部会長のリーダーシップと、煮詰めるための調査会の
中でのワーキンググループのようなものが必要なんだろうと、ワーキング内部での議論ですね。  

 それは、今日も会議でも各委員の皆さんおっしゃっていることなんで、その辺の詰めをこの調査
会の中で、少人数でも結構ですから、おやりになるということが必要なのではないだろうかなと思
っております。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 ごく簡単に申し上げます。今の専門委員の御発言なりを聞いておりますと、まだまだ
道は随分遠いなという感じがしております。  

 今、必要だという気がいたしますのは、最初に、この調査会として、また各部会として、何を議論
するのかというテーマについて整理があったわけですね。そのうち、そのテーマに即してということ
には必ずしもならないかもしれませんけれども、この中間取りまとめで、ある程度の方向で、ほぼ
これでいくんだというものも中には含まれていると思います。  

 また、両論併記という格好でかなり議論が必要だという部分がございますし、今、専門委員がお
っしゃったように、委員の中にも、これをもう少し取り上げていただきたいというような、やや欲求不
満の残っている部分もあるかと思いますので、もう一度論点を整理してみるということが必要では
ないかと思っております。  

 あるものについては、先ほど来、いろいろな御提案ございましたけれども、複数の部会でやるな
り、ワーキンググループでやるなりという形で、その論点を整理しませんと、これは１年や２年で終
わらない話になってしまうような気がいたします。  

 それから、国民の皆さんにいろいろ知っていただくということが非常に大事だということで、私も



賛成でございます。ただ、東京で会議をやっておりますので、どうしても地域の方の意見をというこ
とになって、それはそれで非常に結構だと思います。  

 私の感じでは、地域ではかなり熱を帯びた議論も出てきていると思いますけれども、むしろ、お
膝元の東京ですとか、大消費地の大阪ですとか、農業から一番距離の遠いところにどうアピール
するかということが、これから一つ課題ではないかと思っております。 以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。私もそれを非常に気にしております。  

○委員 今までのお話を伺っておりますと、まず第１に、中間報告の取りまとめについて、どう受け
取るかという受け取り方が委員の皆様方それぞれ大分違う受け取り方をされているなというのが
感想でございます。  

 私などは、両論併記のところがございますし、書き方についても、私ならこう書きたいところだけ
どという論理の組み立て方とか順序とかございますけれども、かなり共通項ではっきりした考え方
を、今までにないものも打ち出されている、私などはそのよにも受け取っております。ただ、読めば
読むほど難しくなってくるんですが、基本的には、そういう面が一つ、つまり農業というものをどう考
えるかという姿勢が、はっきりとは言えないけれども、ある程度、共通のところで打ち出されている
という気がいたします。  

 結論を申しますと、一つお願いなのは、この取りまとめの概要という、これを半分の形でお出しく
ださる、これはこれで大変結構だと思います。カラーか何かだとなおよろしいんだと思うんですが、
ただ、これだけでは本当にわかりにくいので、もっと簡単に、ポイント、ポイントをもっと単純明解に
してイラストつけて、あなたならどう思いますかと意見も聞くような、本当に中学生でわかるぐらい
のものを作って、配布していただくことができないだろうか。  

 データが入っていますから、これはこれでよろしいんですが、もう一つやさしいものをという気が
するわけです。中学生でわかる程度ですと、親もお読みになると思うし、何かにつけて配って、意
見があったらぜひという、本当ははがきでも入れて配るようなことができないだろうかと、ふと考え
ました。  

 そういうことを申し上げるのは、去年、ずうっとこの会へ出席させていただいて、いつも思ったの
は、これほど一生懸命に議論が重ねられて、多様な議論ですけれども、今まで御意見あったよう
に、どうして社会全体が燃えないんだろうか。  

 大都市はと言えば、大都市でも、例えば先ほどの会長のお豆腐の話ではございませんけれど
も、スーパーへ行けば10種類ぐらいお豆腐ございまして、これはどこの水とどこどこ産の大豆、こ
れは国産100％、これは国産と書いていない有機栽培とか、いろいろな形で10種類ぐらいお豆腐
がございます。そんなぐあいで、それぞれより取り見取りで買っていく、少々高くても買っていくお
客様もいる。デパートへ行くと、1,000円近いお豆腐も売っていると思います。  

 都市住民の私なども消費者の会合へ出ますと、別に食料や農業が中心のテーマでない会合で
も、農業についてのいろんな意見を持った消費者の方でいっぱいになるんです。こういうことを考
えている人も、こんなにいるんだと思うんです。ここには消費者の代表がいらっしゃって、一生懸命
いろんな発言してくださっているけれども、とにかく人数はそんなにたくさんじゃないわけですし、そ
のような声が何で大きく出てこないんだろうか、それから、新聞にもっと記事が出ないんだろうかと
本当に思うんです。  

 地方へ行くと、東京と地方では新聞自体が同じことでも全然違ってまいります。いつも痛感させら
れるんですが、大都市の新聞と地方の新聞では、同じテーマでも、極端な場合、結論が逆であっ
たりすることもございます、同じ社の記事でも、そんな具合です。地方はもっと燃えているわけです
が、それは当然、ここに出てこない。  



 どちらへ行っても、私にはピンピンとはね返るんですが、ここでそういう熱した形で消費者とか生
産者の末端の声が出てこないのと同時に、紙面とか社会全体の動きになっていかないことに少々
もどかしさを感じております。  

 ですから、本当に世論を起こすのにどうしたらいいか。それはすごく大事なことで、中山間地の問
題にせよ、やはり世論のバックアップがなければ、私ども強いことを申し上げてもなかなか実現し
にくいだろうと思います。知らせればびっくり仰天して声を上げるという消費者はいっぱいいらっし
ゃるので、どうしても世論喚起が必要だという気がして、先ほどのパンフレットは、その一案として、
何かやさしいものを一つ作っていただきたいという、これはお願いでございます。  

 いずれにいたしましても、地方の方々の声も、中村委員が言われたように、今までの形で、まし
て５分間でなんていうと、私だって、「おまえやれ」と言われても、当たり前のことしか言えなくなって
しまうんです。私ども胸に迫るようなものがほかのケースでは聞けるものですから、聞く機会が工
夫できないものだろうか。  

 もう一つ、先ほどから申し上げるように、大都市の消費者の皆さんの声、本当にいっぱいいるん
です、消費者でね。水を向ければワアッと出てくる。その受けるものがなくて、残念ながら、大マス
コミは、工夫はしてらっしゃるんですけども、私はまだまだ足らないと思いますし、委員にぜひジャ
ーナリストの会でも頑張っていただきたい。  

 でも、農政だけじゃございませんから、農政ジャーナリストの方が頑張られても、それだけではな
いので、その辺が環境であったり、一般消費者であったり、消費者問題であったり、いろいろなの
で、その辺にどうアピールするかというのも課題だと思っております。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 私がお話しますと、どうしても農業の立場での話になるわけであります。ここにいらっ
しゃる方は、それぞれの分野を代表していらっしゃるんであろうと思いますので、私は私の立場で
ものを申し上げさせていただきます。  

 この間、タクシーに乗って両国の方まで行ったんです。運転手といろいろ話をしているときに、「さ
くらんぼって、どういうものになるんですか」という話になったんです。「桜の木、知りませんか」「桜
の木なら知っています」「ああいうものになるんです」と言ったら、草になるんだか、木になるんだ
か、その人はわからなかった。結構、年配の運転手であったんです。意外に農業をわからない人
が多いのではないかな。  

 先ほどから、いろいろ話が出ていますが、お金を持ってデパートに行けば何でも買える、したがっ
て、どこにどんなもので作られていようが、そんなのは関係ない、金さえどんどん取ればいいという
ふうな風潮になってはしまいか。そういったことがいろんな社会問題や何かを引き起こして、痛まし
い事件や事故が発生しているということに考えられなくもない。  

 そんなこともありまして、生命産業である農業をもう少し国民の皆さんにきちっと理解してもらえよ
うな機会を作っていただきたい。したがって、地方公聴会も大いにやっていただきたいし、先ほどど
なたかからお話があったように、いろんな専門的な、例えば土地改良区とかそういったところにい
って研修されることも結構だろうし、海外からいろんな資料を取り寄せるなり、現地へ行って見るな
り、そういった勉強も必要であるなり、そして、あらゆる手法を講じながら、結論に近いところまで頑
張ってやる。せっかく選ばれたこういう立場にあるものですから、いろんな手を変え品を変えしなが
ら、あらゆる機会をとらえて答えを出す努力をしていかなきゃならんだろうと思いますので、大いに
地方にも出て、いろんな人にもお話を聞かせていただく。そして、まず農業というものを国民の皆さ
んに理解していただくと、それが非常に大切だろうと思います。  

 わかっているようでわからない人が案外多いのではないかなと、そんな感じがするわけですの
で、ひとつ皆さんからもよろしくお願いしたいと思います。  



○会長 ありがとうございました。  

 ちょっと古い統計ですが、文部省の統計数理研究所の調査によると、日本では五つ以上の木の
名前を言える人が少ないというんですね。名前と形が一致していないですね。  

 本田宗一郎さんが、画用紙を広げて、松の木を描こうとしたんですね。松竹梅、天どん、カツど
ん、みんな言うもんだから、かけるだと思って描き出したら、枝ぶりがどうなっているかわからなく
て、本田さんは驚いて庭に飛びおりて、自分の家の松を写生したという話が書いてあるんですね。
そこが本田さんの偉いところで、普通は、わからないとくちゃくちゃとごまかしてしまうわけですね。 

 ところが、ヨーロッパの小学校へ行きますと、きちんと枝ぶりを図画の時間に描かせるんですね、
写生で。これできちんと覚えるので、ヨーロッパの子どもたちは木の名前と形を実によく知っていま
す。花もそうです。  

 日本は、意外とそういう点はおろそかなんで、全体にわからないから、公園でも何でも木の名前
が書いてあるわけですね。わからないから書いてあるわけですよね。  

 これからの小学校教育で、花と木の名前と形を覚えさせるというのは大事なことだと思います。
これは農業だけじゃなくて、一般に自然に対する関心がないんですね。これは日本の特色で、そ
れは非常に大事なことだと思いますね。  

○委員 今までいろいろ御意見が出てきたわけですが、私自身、申し上げようと思っておりました
ことは、先ほどの専門委員がおっしゃったこととほとんどダブッておりますので、この点専門委員の
意見に私も全く賛成であるというふうに申し上げておきたいと思います。  

 会長が最初に、例えば流通分野であるとか加工分野であるとか、あるいは消費者とか、そういっ
たところの意見が反映されていないとおっしゃったのは、全く同感でございまして、ここにいろいろ
新聞の論調等々ありますけれども、五大紙等を除けば、どうしても農村関連の方々の視点からの
意見が中心になっている。これは否めないところではないかと思うんですね。  

 そういう意味で、今出てきたもので世論の方向がはっきりしたということは必ずしも言えません
し、先ほどお隣の委員から、1,000万人署名の運動が出ましたけれども、だからといって、もう国民
の合意がそちらにいったということとは実態は全く違うのではないか。  

 その意味で、会長が言われましたように、今まで意見の発表されていない分野から公式見解を
提出してもらうとかいうことが必要ではないかと思います。例えば経済界からでも、宮内さんだとか
私なども、一応その一つのバックとしては選出のバックはあるわけでありますけれども、これは個
人の見解中心でございますから、一つの団体としてなり何なりの意見というものも一度、はっきりと
明確にしてもらうといったことも必要ではなかろうかと思います。  

 それから、きょうは個別の問題に入るわけではありませんけれども、先ほどのお話の中で、例え
ばアジアの危機の問題があって情勢が変ってきたというお話があったんでありますけれども、私自
身の判断では、このアジアが非常に不安定な状態に入ってきたということは、むしろ逆に日本がこ
れからどんどんアジアからの輸入も増やさなければいけないと、そういうふうな問題が生じてくる
わけでありまして、先ほど委員さんからお話があったことと、私は逆の認識をしております。  

 国際的な視点から見た場合の一つの逆の問題点であるし、従来から問題になっておりますＷＴ
Ｏの問題にしても、これをこのままの方向でいって、果たして新しい改革路線がうまく国際的な潮
流に対応することができるんだろうかという懸念を抱いております。  

○会長 ありがとうございました。今おっしゃった点ですね、交流があってこそ初めて、自分のとこ
ろの特性もわかるので、交流抜きにしては、これからの農業は考えられないと思っています。  



○委員 この中間取りまとめですが、農業者の私どもの地域の人たちに言わせると、「とてもわか
りにくい。そして、一番知りたいところが両論併記じゃないか。何のための今までだ」ということで、
痛烈に批判をいただきました。「意見を言っているのか」と言われたこともあるんですが、もうちょっ
と本当に、これは結構なんですが、わかりやすく、先ほどの委員がおっしゃったように、イラストが
入ったりとか、魅力のあるものにしてもらって、見てすぐわかるものをお願いしたいんですが。  

 もう一つ、全国の農家のお母さん方のお集まりである全国女性農業経営者会議というのがあり
ます。そこで、農家のお母さんたちが今本当に一生懸命考えていることは、このままでは農業だめ
なんだから、私たちが農業を守らなきゃだめと、６割の女性たちが本当にそのように思っていま
す。そして、農地問題を今、一生懸命勉強を始めています。  

 今後の方向として、農家のお母さんたちが思っていることは、今は農家の戸主が農地の所有者
ですが、パートナーシップで私たちも頑張って農地を守っていかなきゃだめなんだという勉強を今、
盛んにしております。  

 農地法の問題とかそんなことを任せてはおけないという考えのもとで逐次、これからどんな方向
になっていくかわかりませんが、極端に申せば、昨年、宮崎県でもお集まりがあって、農家のお母
さんたちの意見は、30年も40年も農業をしてきたのに、自分の農地はないと。青色申告なんかで
給料もらって、それをためて自分の農地を買った人もありますが、なかなかその方向が見えない、
できないので、これから私たちの運動として、農地を御夫婦共有のものにしていきたいという運動
が今出てきております。  

 そんなことを皆さんにお知らせしたくて……。  

○会長 特に女性の問題ですね、それは大事な問題だと思いますね。  

 わかりにくいと、別に自己弁護するわけじゃありませんが、お読みなる方がすぐ、自給率のところ
で読まれるわけですよね。それから、株式会社の農地取得をどう書いてあるかと、そこをまず読
む。最初を素っ飛ばしますから、結局わかりにくくなるのではないかという、自己弁護に聞こえま
す。でも、わかりました。反省しております。わかりやすくするのが大事だと思います。  

○専門委員 私も消費者の視点に立ってということで、何とか番組にならないかということをいろい
ろ考えて報道局へ持っていくんですが、「視聴率がどのぐらい取れるか。その数字を出せ」って、食
料の自給率の数字よりもっと厳しいことを言われるわけですね。それで、番組を企画しますときと
いうのは人が介在するんです。人のドラマを通して番組というのは成り立つわけです。ニュースで
も何でもそうなんです。まず、「スターはいないのか」と聞かれるわけです。スターを作らなくちゃな
らない。今のように、この間のナイフの事件じゃございませんが、あのぐらいショッキングなことじゃ
ないと、なかなか番組を作ってくれない。「そういうのはＮＨＫに任せろよ」という話をいつも言われ
るんです。「あちらは２チャンネル持っている。民放は１チャンネルだ」と言われます。  

 講演その他で、私も折があればお話しをするんですけれども、消費者にとってどういうことを話し
てあげたらいいのかなということが、まだここからでは出てこないんです。安全、安心という話の程
度で、安心というと、いわゆる農薬を使わないのかとか、有機野菜とかというふうに、直、話がそち
らに消費者というのは流れてしまうわけです。  

 必ずしもそれがすべてではないということで、もうちょっとこの辺のところを詰めた話というのが、
これから必要じゃないか。それから、表示の問題を含めまして、具体的な詰めというのがないと、
消費者は動いてこないというような気がいたします。  

 先ほど、専門委員がおっしゃいました木を知らないということなんですが、木ならいいんですが、
お魚もイワシもサンマもわからないという人たちがほとんどで、卵と言えば、ゆで卵を何個といいま
すと、卵はどこに売っているかとか、ラズベリーが健康にいいというと、ブルーベリーのジャムを大
さじ何杯食べたらいいのかとか、食品、食べ物、薬が全部混乱しているのが今の消費者の若い人



たちの現状でございます。  

 ですから、そういう方たちのレベルに私たちの資料をわかりやすく持っていく方が良いのではな
いか。ですから、いわゆる行政用の資料と一般用のわかりやすい資料といいますか、こちらも何と
か御協力して、そういうパンフレットづくりに参加したいと思いますけれども、なるべく具体的に具体
的に、すぐ自分の健康に触るんじゃないかというぐらいに、消費者にショックを与えるような、脅か
しではなくて、ショックを与えるようなパンフレットがほしいと思います。  

○会長 そのとおりですね。今、世の中は不安ですから、そういうときに、首切られるかもしれない
と思っている人も結構いるんですけど、大きな土地を持っている人とか、山を持っている人は安心
がありますよね。世の中どうなっても、おれだけは食っていけるという、それが安心なんですね。そ
の安心ほしいので、ただ安心と書くとわかりませんが、心の支えになるものがほしくて、そのため
に我々はやっていると、そういうのを確かにわかりやすく工夫することは大事だと思いますね。あり
がとうございました。  

○専門委員 安心という言葉を映像化したい。  

○会長 アニメとかね。いいでしょうね、お金かかりますけど。  

○委員 食の問題はやっぱり命の源なんですので、これは今皆さんから出ましたように、教育もと
っても大事なことだなと思います。もちろん家庭教育もそうですけれども、文部省なんかとも、お米
の消費のことにかかわりましても、やっぱり文部省と突き合わせなきゃいけないところが出てくるん
ですけど、教育の分野で、健康ということとも相まって、私たちが今できることは日本型農業で、日
本型食生活、バランスが今時点ではよくなっておりますので、その辺を推し進めようということが消
費者の運動なのかなって、そういうことがひいては日本の農業を守ることにつながるのかなという
ふうに考えております。やはり、教育の視野というのをどこに入れないといけない。  

○会長 そうですね、大事だと思いますね。  

○委員 終わりに会長からお話があるのかもわかりませんけれども、先ほど来、やり方とか議論
の組み方について御意見が出ましたので、今後、８月というのは、半年先とはいえ、極めて時間が
ないという気がいたしますので、部会とか先ほどの合同でもいいし、ワーキンググループでもいい
し、この会をどのように組んでいかれるかということを、細かいことは後で個々に伺うとしても、大
づかみに教えていただければ。  

○会長 きょうは何もないんです。この５人と、事務局と相談します。今のところ、ここでパッと申し
上げることは何もないんです。その用意はございません。  

○委員 一つお願いでございます。昨年、おかげさまで現地を一つ、栃木県を見せていただいて、
私も大変も勉強させていただきました。  

 これだけ中山間地の話題が出ておりますけれども、過疎の山村の厳しさというのは、私などで
も、わかっているつもりでも、行くと、そういうことかと改めて考えなければならないものがいっぱい
あるんですね。恐らく、これは平場の農地でもあるんだろうと思うんですが、もう一箇所、どこか勉
強させていただく機会があるとありがたいなと思います。日本中、どこへ行ってもそれぞれ教えら
れることばかりなのですが、本当に日本は広うございますので、いろんな要素や思いがけないこと
があるものですから、お願いいたします。  

○会長 わかりました。前にもちょっと申し上げたことがあるんですが、岩手の室根村などは、ぜひ
一度、皆さんに見ていただきたいなと思います。女性が生き生きと輝いて働いているところで、こ
れからの新しい農のあり方の一つのサンプルではないかと思います。大変美しいところでありま
す。東北新幹線で行きまして、そこからとことこ行かなくちゃいけないんですが、気仙沼の近くです
ね。  



 それは事務局と相談しまして、もう一箇所、実現できればと思います。これは中山間地域で山地
でございます。  

 そろそろよろしいですか、ほかの方。よろしければ、きょうは初顔合わせということもないけど、新
年初めてということでございまして、先ほどから出ております今後の会の持ち方ですね、あるいは
論点の絞り方、広く皆様方の意見を聞く、その聞き方ですね。  

 私個人は、公聴会やったって意味がないと思ってなくて、おっしゃることは、どこでも同じというこ
とがあるんですが、行った委員の方が刺激をいろいろ受けて勉強になるということもありますの
で、全く無駄とは思っておりませんが、公聴会等で各界の人の意見を伺ってそのとおりにやるわけ
じゃありませんが、ともかく伺うという、その伺い方等につきまして、会長代理及び部会長、事務局
と相談させていただきまして、いずれお示しできればなと思っております。  

 日程等につきましては、事務局から改めて御連絡を差し上げるわけですが、皆様、お忙しい
方々ばかりですので、時間的余裕を持って御連絡を差し上げたいと思います。  

４ 閉会  

○会長 本日は、まことにありがとうございました。  

   


