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１ 開会  

   

○会長 それでは、時間になりましたので、まだお見えでない方もおいででございますが、ただい
まから第８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。本日の会議は午後５
時までを予定いたしておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  

 本日は、農林水産大臣に御出席いただく予定になっておりますが、国会の関係で後ほどいらっし
ゃるということでございます。  

○会長 本日は、松下農林水産政務次官が出席しておられますので、御紹介申し上げます。一言
よろしくお願いします。  

○農林水産政務次官 御紹介いただきました松下忠洋と申します。鹿児島県の薩摩半島出身で
ございまして、２期目の衆議院議員でございます。このたび、農林水産政務次官をせよということ
で仰せつかりました。大転換期の農業、林業、水産業を預かることになりました。自由民主党の中
にあって、農林部会にずっと所属して、きょうの問題も含めてしっかりと勉強してまいりましたので、
行政全般についてしっかりと成果が出るような仕事をしたい、このように考えているところでござい
ます。先ほど第 143国会が開会いたしまして、小渕総理大臣が所信表明演説をされました。その
中に農業の問題もきちっと触れていただきましたし、今ここで御検討いただいております農業・農



村に関する問題、新農業基本法の制定に向けてきっちりと農政に取り組むというお話をされまし
た。大変心強いことでございまして、皆様方の御審議の成果をきちっと生かせるような環境をつく
っていきたい、そういう努力をしたいと思っております。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。  

 中川農林水産大臣並びに亀谷農林水産政務次官は後ほどおいでになりますので、そのときに
改めて御挨拶をちょうだいしたいと思います。  

○会長 それでは、調査会の再開に当たりまして、まず、本日の調査会の進め方につきまして御
相談申し上げたいと存じます。  

 昨年12月に調査会で中間取りまとめを公表いたしましたが、その後、本年３月には地方公聴会
を開催し、また、５月からは各部会ごとに議論を詰めてきていただいたところでございます。まこと
に御苦労さまでございました。  

 本日は、まず、各部会長から部会における議論の概要を報告していただきまして、その後、部会
における主要な項目について意見交換を行いたいと考えております。一つの部会当たりの報告と
意見交換の時間は40分ないし50分を予定いたしておりまして、３部会が終わりましてから、全体を
通しての御議論を30分程度いただきたいと思っております。このような形で本日の運営を行いたい
と考えておりますが、よろしゅうございましょうか。  

○会長 ありがとうございます。  

 今回の調査会は、当然のことですが、今までの部会ごとの風通しのための合同部会ではないわ
けで、これから調査会の本報告に向けての一歩踏み込んだ御議論をぜひちょうだいしたいと思っ
ております。  

 それぞれ背負っておられるお立場があるのはよくわかりますが、しかし、今後の、一応2010年を
目指しておりますけれども、私たちの子供や孫の「くらしといのち」命の安全と安心をどう守っていく
かということですので、お立場を離れてとは申しませんけれども、なるべく大所高所から調査会の
取りまとめについて御協力いただければ幸いでございます。これは会長として切にお願い申し上
げます。    

   

２ 食料部会長報告及び主要項目についての意見交換  

   

○会長 それでは、まず、食料部会長から議論の概要の紹介をしていただき、その上で意見交換
をしていただきたいと思います。  

 なお、皆様のお手元に各部会における提出資料を御参考までにお配りしてございます。 それで
は、よろしくお願いいたします。  

○食料部会長 食料部会長でございます。  

 それでは、最初に食料部会の審議の経緯につきまして若干お話しいたしたいと思います。  

 食料部会では、本年に入りましてから４回の部会を開催いたし、農業部会との合同部会を１回開
きました。  



 ５月18日の第８回の会合におきましては、我が国の食料安全保障及び国際貢献のあり方につい
て議論を行いました。  

 ６月８日の第９回の部会におきましては、世界の食料需給の見通しや、食料安全保障上問題と
なるような事態について、さまざまなケースについてのシミュレーションを事務局から資料を提出し
ていただきまして、引き続き食料の安全保障のあり方について議論を行いました。  

 ７月１日の第10回会合では、消費者関連施策の今後のあり方、食品産業関係の政策のあり方
について議論を行いました。  

 ７月22日の第11回会合では、それまでいろいろと議論のございました食料自給率の問題を中心
に、食料安全保障政策の推進について議論を行いました。  

 なお、この間、６月17日には食料部会と農業部会の合同部会ということで、両部会にまたがるテ
ーマとしまして、国内の食料供給力の確保という問題について議論を行いました。  

 それでは、以上の各部会を通しまして、食料部会におけるこれまでの議論の概要を、お手元の
資料４をもとに御説明いたしたいと思います。  

 最初が食料の安全保障政策ということでございますが、１は「食料安全保障政策の確立の必要
性」。  

 食料は、もちろん生命・健康の維持にかかわる最も基礎的なものでありますので、その供給の安
定ということは国民に対する国の基本的な責務である。しかしながら、我が国は食料を生産する
国土資源に非常に厳しい制約があり、輸入に多くを依存する供給構造になっている。一方、世界
の食料需給は短期的な不安定性が90年代に入りましてから増しているとともに、中長期に見ます
と需給がひっ迫する可能性もあるという見通しでございまして、我が国の食料供給をめぐるこうい
った諸情勢を踏まえて食料安全保障政策を確立する必要がある。こういう基本認識のもとに次の
ような議論が行われたわけであります。  

 資料４の１ページからずっとありますが、まず、「国民が必要とする食料の安定供給の確保」。そ
の最初が「国内農業生産を基本とする食料の安定供給の確保」。  

 国内農業生産を基本とする、ということがポイントでございますが、限られた国土資源のもとで現
在の食生活、これは非常に豊かな食生活なわけでございますけれども、平時には当然ながらこれ
を維持しなければならない。こういう国民の期待にこたえていくためには、今言いましたように、非
常に限られた食料生産資源、土地でありますけれども、そのもとでは、国内の生産と輸入と、いろ
いろな変動に対します備蓄を組み合わせていく必要がある。  

 その場合の国内の農業生産の位置づけでございますけれども、中間取りまとめではややあいま
いな表現になっていたといいますか、幾つかのニュアンスの違いがあったわけでございますけれ
ども、改めて議論をいたしました結果、農業構造の変革等によって生産性を向上し農業の体質を
強化する、こういうことを行いまして国民のニーズに十分こたえる。そういったことを前提条件とし
た上で、食料の安定供給の基本は国内農業生産である、こういう位置づけをいたす。したがって
可能な限り国内農業生産の維持・拡大を図る必要がある。こういうことで大体意見が一致しており
ます。  

 その細かな説明といいますか、理由づけにつきましては、資料４の１ページから２ページにわた
って書いてございます。  

 また、繰り返しになりますけれども、輸入も我が国における食料供給の重要な要素となっており
ますので、安定的に輸入できるためにいろいろな政策的な配慮をする必要があるということでも意
見は一致しております。備蓄につきましても、適切な実施を図るという点について意見は一致して



おります。  

 ２番目が、２ページになりますが、食料自給率の目標についてどう扱うかということでございま
す。  

 中間取りまとめでは、政策目標として食料自給率の数値を掲げるべきであるという意見がある一
方、そもそも実現困難な自給率の目標設定についての懸念があったわけでございますが、食料自
給率の向上を図ることは現実問題としては相当の困難を伴うという点では、これは事実であるとし
ての認識は一致した上で、国の政策というだけではなくて、農業生産者、食料の消費者、食品産
業が全体として農地、担い手等の国内農業生産基盤の確保とその有効活用、農業構造の変革等
による国内農業の体質強化・生産性向上、先ほど申しましたが、国民のニーズに十分対応できる
生産の推進、食品産業と国内農業との結びつきの強化、食生活のあり方と食生活をめぐるいろい
ろな事情につきましての理解の促進、こういった具体的な課題について主体的、積極的に取り組
まなければ食料自給率の向上は期しがたい。その上で国民の合意が形成されて初めて国及び農
業者、農業生産者、消費者の行動の指針あるいは努力目標という意味を持ちます食料自給率の
目標を設定することが意義あるものとなる。こういう基本認識についておおむね意見が一致したと
いうことでございます。  

 ただし、数値によっては、実際にその目標数値を達成することは困難であるかもしれない。また、
食料の安全保障の確保という観点からしますと、自給率という数値よりは国内の食料の供給力の
確保の方が重要ではないかといった観点から、食料自給率の目標数値を設定することは適当で
はないという意見もございました。  

 なお、食料自給率の目標を設定する場合には、食料・農業・農村政策全体について必要な改革
をすることが前提であります。それから、農業者、農業生産者サイドが生産性向上等について相
当の努力を図らなければ、これも実現できない。３番目に、国内の生産及び食料の消費について
十分な情報を国民全体が持って、その上でいろいろな形の努力をすることが必要である。こういっ
た意見も多くの人から出されたところでございます。  

 その次のページになりますが、「備蓄で想定しているよりも深刻な事態への対応」。  

 平時でも気象変動等常に食料生産は変動があるわけでございます。通常は備蓄でそれに対応
するわけでございますが、それよりも困難な大きな連続不作というようなことがあって我が国の食
生活への影響が避けられないということも想定しておく必要があり、そのような事態に備えた生産
面、流通面での対策もあらかじめ検討しておく必要がある、こういうことについても意見が一致して
おります。つまり、備蓄だけで対応し切れない、端的には国民の食生活のレベルを落とさざるを得
ないような事態もあり得るということを想定しておかなければいけない。  

 次が「長期的・構造的な需給ひっ迫への対応」でございます。  

 これは食料供給力の確保・強化ということになりますけれども、世界の食料需給の中長期的な
見通しを事務局で数値を出していただいたわけでございますけれども、非常に長期的に見ますと
世界の食料需給が人口増加を主たる要因としましてひっ迫する中で、我が国の経済力が低下す
るとか、さまざまな理由によって食料輸入に重大な障害が生じる。こういった事態も検討しておく必
要があり、こういった事態に備えるためには、国内の食料供給力の確保、つまり国内生産だけで
どれくらいの栄養を確保できるかということをはっきり情報を持って、その上でその国内の供給力
の確保・強化を図る必要がある。  

 そういった事態に備えて緊急の増産や熱量効率の高い農産物への転換や、そういう場合の適
正・円滑な流通や配分のシステムといったものもあらかじめ整備しておく必要がある。こういうこと
につきましてもほぼ意見は一致しております。  

 ただし、そのような事態はあり得ないという御意見も一部の委員からございました。  



 次のページは「食料・農業分野における国際貢献」でございますけれども、ＯＤＡ大綱等において
明確な位置づけを行って我が国の基本方針を内外に明確に示す必要がある。あるいは、世界の
飢餓・栄養不足問題の解決のためには開発途上国自体の食料生産力を持続的な形で高めていく
ことが基本となることから、食料・農業分野における技術協力、資金協力の強化・充実を図る必要
があるということにつきましては、中間取りまとめで既に整理されているとおりであります。  

 食糧援助につきましては、中間取りまとめで拡充についての検討の必要性を指摘したことを受け
まして、大規模な緊急食糧援助ニーズに円滑に対処するため、政府米の貸し付けによる緊急食
糧支援を実施するための新たな仕組みが創設された旨の報告がございまして、食料部会としてそ
ういうことを了承したということでございます。  

 次が消費者関連の問題でございますが、まず、食料の安全性の確保。  

 これまでも農産物の生産段階、輸入段階、製造・流通段階、消費段階それぞれにつきまして、厚
生省の施策とも相まって対策の整備が行われてきておりますけれども、安全性の問題という極め
て関心の高まっている問題でありますので、さらに万全を期する観点から、生産段階での安全性
確保が必要な農産物等について、生産ガイドラインを策定するなどの方法で安全性確保の一層
の充実を図る。製造・流通段階においては、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置
法の積極的な活用、ＪＡＳの規格制度におけるＩＳＯ9000、ＨＡＣＣＰ等の要素を取り入れた新しい
品質システムの導入、生鮮食品を扱う施設の低温化などの整備、あるいはそういうルートにおけ
る食品の取り扱いに関するガイドラインを策定する等の方法で一層安全性について政策的な配慮
をする必要がある。それから、農産物等の栽培、家畜の場合では飼育の方法を含めてさまざまな
情報を消費者に提供していくことにより、食品の安全性に関する消費者の不安感の解消に努め
る。こういった方向で対策の一層の充実を図る必要があるということで意見は一致しております。  

 ２番目が食品の表示・規格でございますけれども、的確でわかりやすい情報の提供という消費
者の要請に一層的確にこたえる観点から、食品の表示・規格の拡充・見直しを行う必要があると
いう点で意見が一致しておりますが、まず、「表示・規格制度の抜本的見直し」という点では、対象
品目の拡充、表示事項の充実というようなことで食品表示制度の充実を図る必要がある。ただし、
加工食品の原料農水産物の原産地表示については技術的な困難があるものもあるという御意見
もございました。つまり、表示することが技術的に非常に難しい。  

 次にＪＡＳ規格制度でございますけれども、生産、流通、消費の実態等を踏まえましてＪＡＳ規格
制度を見直す、検査・格付においては民間の活動を一層こういう方面にも活用する、品質システ
ムを導入すべきである、地域食品認証制度というような仕組みを整備する、こういう点で意見が一
致しております。  

 有機食品の検査・認証の問題でございますけれども、有機食品の表示の信頼性を確保するとと
もに、適正・円滑な流通を図る観点から、有機農産物及びその加工品につきまして、中立的な第
三者による検査・認証制度の創設について検討する必要があるということで意見が一致しており
ます。  

 ３番目が遺伝子組換え食品の表示でございますけれども、消費者が、これは遺伝子組換えの技
術を用いた農産物であるかどうかということを知った上で選択ができるように表示すべきであると
いう意見がありましたが、一方、現段階ではそれを確認することは技術的に困難だという意見もご
ざいました。  

 次が食生活のあり方ということでありますけれども、現在、我が国の食生活は、これまで「日本型
食生活」ということを言ってまいったわけでございますけれども、栄養バランスが次第に崩れて生
活習慣病が増加する懸念がある。一方、食料自給率の低下という問題も食生活のあり方と深く関
係している。それから食品や食材の廃棄、ロスですね。食べ残しが非常に多くなっている。こういう
指摘がございまして、食生活のあり方についてもさまざまな観点から見直す必要がある、あるい
は、これは消費者の食料消費行動に深くかかわることでございますので、国民的な運動というよう



な形で見直す必要がある、ということで多くの人の意見が一致しております。  

 これとの関連でございますけれども、食教育。これは、子供たちの食生活に関しまして、農業・農
村体験や調理体験などの原体験が全く欠如している。食べるということについて、あるいは食べ物
についての関心や基本的な知識が子供たちになくなっている。そういうことから偏食、子供の肥
満、あるいは小児成人病の増加が懸念されている。それだけではなく、人格上の問題と申します
か、そういった問題にもこれは関係している。したがって、人格や食習慣を形成していく上で重要
な時期に豊かな自然の中での農業体験を含めた食教育といいますか、食べ物、食べることについ
ての教育をする。学校教育、家庭教育、あるいは地域での教育とそれぞれの役割を整理した上
で、そういった方面の関係者が一体となりまして食教育を推進する必要がある、こういう点で意見
が一致しております。  

 次は食品産業政策でございますが、食品産業政策の基本的な考え方としましては、もちろん食
品産業について、その健全な発展を図る必要がある。同時に、食料を国民に適正な価格で供給
するため、一層の合理化・効率化を行うことが必要である。こういう視点に立ちまして食品産業政
策の確立を図っていく必要があるという基本認識のもとに、以下のような議論が行われました。  

 まず、「原料調達条件の改善と食品産業と農業との結びつきの強化」。食品産業と農業の間は
原料の売り手、買い手という関係があるわけでございます。価格の問題、品質の問題という両者
の間の大きな問題でございますが、食品製造業は海外との厳しい競争に直面しており、外食産業
向けの輸入農水産物も外食産業の発展に伴って増加している。こういった状況を背景にしまして、
食品産業は原料農産物の内外価格差の縮小を強く求めている。この要請に国内の原料農産物の
生産者、国内農業はこたえる必要があるという点で意見が一致しております。  

 次に「食品産業向けの生産体制の整備・食品産業と農業との結びつきの強化」でございますけ
れども、食品製造業及び外食産業は量及び品質面での安定供給も強く求めていることから、加
工・外食向け生産体制の整備に本格的に取り組む必要があり、また、食品産業と農業サイドとの
結びつきを強化していくことが重要であるということで意見は一致しております。  

 食品産業の３番目でございますが、体質強化ということでございます。  

 一つは「経営基盤の強化」。食品産業は、現在講じられている中小企業関連施策を活用する等
により経営基盤の強化を図っていく必要があり、また、構造改善が遅れていることにより高コスト
になっている業種につきましては再編・合理化を進める必要がある。こういう点で意見が一致して
おります。  

 ２番目は「技術力の向上」。消費者の食品に対するニーズが多様化し、高度化していく。また、食
品供給という、国際化・業際化が進んでいく。あるいは環境の問題がある。労働力の不足という問
題がある。こういったさまざまな事態に対応するために、食品製造分野における技術研究開発等
への取り組みを強化する必要がある。この点でも意見が一致しております。  

 食品産業の４番目でございます。効率的かつ低コストの流通構造への改革を行う必要があると
いうことでございますが、特に卸売市場につきましては、市場関係者の企業活動の活性化と経営
体質の強化、市場利用者のニーズや情報ネットワーク化に対応した取引方法のあり方、卸売市場
の機能強化に資する施設整備のあり方等について検討を行う必要がある。卸売市場というのは
現在の食品流通の中でこれまでどおりの形ではなかなか対応が難しい。これについて検討を行う
必要があるということで意見が一致しております。最後に環境問題でございますけれども、食品産
業におきましても事業活動に伴う環境への負荷を減らすことが求められている。容器包装リサイク
ル法への適切な対応をするとともに、廃棄物の発生を抑える、使用済製品の再使用の推進を進
める必要がある。また、産業廃棄物については適正な処理の徹底を図るとともに、食べ残しなど
の有機性の廃棄物については餌や肥料にするということで、できる限りリサイクルを推進する必要
があるという点で意見が一致しております。  



 以上が食料部会における議論の概要でございます。  

 それでは、大分時間がかかりましたけれども、残された時間の中で、一番問題でありますのは食
料自給率の問題でございますので、本日、食料部会以外の部会の委員の方々から御意見がいた
だければと思います。できるだけ手短に御意見を御発言いただければと思います。どなたでもどう
ぞ。  

○委員 自給率の問題も含めまして、２点意見を述べさせていただきます。  

 一つは、今、部会長がお話しの42％の自給率の問題ですけれども、私は自給率というのは消費
者行動等々の結果が示されるものであると思っておりますし、自給率を高めることは輸入を減らす
ことの裏返しになるわけでありまして、我が国として正式に、特にアジアなどに向かって、自給率
引き上げ、輸入の減ということは、輸入大国を目指さなければならない我が国としては非常に問題
があるんではないかと危惧しておりました。その意味では、今お話しのとおりで、おっしゃるような
形であらゆる面で努力をした結果として42％が上がっていくような状態が最も望ましいという点で
は賛成でございます。それが第１点です。  

 第２点につきましては、これは１ページの基本認識にかかわる点でありますけれども、上から３
行目に「世界の食料需給は短期的な不安定さを増すとともに中長期的にはひっ迫する可能性」
云々と書いておられます。私は短期的にはむしろ安定性が増していると認識しておりまして、ここ
はどういう点からこのように基本認識をされているのかお伺いしたい。というのは、例えばスイスの
場合におきましては、しばらく先でありますけれども、従来の備蓄を１年分から半年に減らしてい
る。それは、他にも要因があると思いますけれども、大勢としては、世界的な食料需給は安定の方
向に向かっているという背景があってそういう決定がなされたと思うのです。そういう点から、この
基本認識は、なぜ現状において短期的にも不安定性が増していると考えられているのか、その背
景をお伺いしたいと思います。以上でございます。  

○食料部会長 簡単にお答えしたいと思います。  

 第２の点は、短期的と申しますのは主として気象変動その他の要因を考えております。今おっし
ゃいましたスイスの例などは、東西の冷戦構造がなくなったというような、もっと大きな事態に対す
る対応ではないかと考えておりますけれども。  

○委員 食料自給率についてですけれども、目標を設定することは、消費が多様化している現状
を考えればほとんど意味を持たないと私は思います。きょうの報告を見ると、主要農産物の生産
目標を基本法に盛り込むという考え方もあるようですけれども、将来の消費動向というものを的確
に判断することは非常に難しいし、それが仮に予測できるとしても、例えば飼料穀物の生産を急増
させるというようなことは余りにも採算に合わない。財政負担が大きくなるのではないかということ
で、これまた現実的ではない。したがって、そういう考え方も妥協案にすぎないだろうと思ってま
す。  

 重要なことは、国際競争力のある力強い農業を育てるために、将来展望のある思い切った施策
を展開することだろうと思っています。そっちの方を中途半端なままにしておいて自給率のようなも
のをたとえ設定しても、それは現実的でないし、絵にかいたもちに終わるのではないかと思ってる
わけです。  

 自給率はあくまでも、先ほど委員の御意見にもありましたけれども、そういったものの総合として
の、力強い農業を育成した結果であろうと思うわけです。この文書を見ましても、食料自給率の目
標そのものを行動指針にするというような考え方もあるようですけれども、行動指針にするというこ
とは、考えてみても実際問題として極めて無理があるし、努力目標にすることも余り意味がないの
ではないか。つまり、日本の農業を力強いものに育てるための大胆で思い切った具体的な施策を
基本法の中でも何でも打ち出すというところがポイントであろうと思っております。以上です。  



○食料部会長 どうぞ。  

○委員 目標設定についての議論でありますけれども、私どもは数値目標を明示すべきだという
議論も持っておりましたけれども、この資料によりますと、我が国の食料を取り巻く短期なり中期、
長期の問題を細かく分析されておるわけでありまして、農林水産省として一定の考えを示されたも
のだと感じておるわけであります。食料部会といたしましても、一定の方向性が示されたものだと
理解をいたしております。  

 この資料の内容でありますが、確かに食料自給率向上についてのいろいろの具体的な面の難
易度がたくさんありますけれども、世論調査等によりますと８割の国民が国産品を食べたいという
ことでありますし、７割の皆さんが食料不安があるというふうにもアンケート等で集積されておるよ
うであります。こういった国民のニーズにこたえる方向づけを考えていかなければならないのでは
ないか。  

 そういった状況の中で食料部会として、２ページにありますように、「その上で国民合意が形成さ
れてはじめて、国及び農業者・消費者の行動指針あるいは努力目標として食料自給率の目標を
設定することが意義あるものとなるという基本的認識については概ね一致」しておる。このことは
私は大きな意義があると考えておるわけでありますし、答申がまとまれば、今後その具体化に向
けまして全力を挙げて進めていかなければならない、このように思っております。以上です。  

○食料部会長 どうもありがとうございました。  

 時間があと５分くらいしかございませんので、できるだけ簡潔にお願いいたします。  

○専門委員 食料自給率の目標の取り扱いについて意見を申し述べさせていただきます。食料自
給率を意義あるものにするためには、農業者としても、消費者としても、その向上に向け主体的、
積極的に取り組みや努力を行っていくことが不可欠であります。そしてまた私どもＪＡグループとし
ましても、農地の不作付解消あるいは有効利用対策等の推進運動に取り組んでおりますが、国民
のニーズに対応した生産など、その具体的取り組み方針を検討し、取り組んでいく必要があるだ
ろう、こんな認識であります。  

 もう一つ、食料自給率の向上につきましては、望ましい食生活の推進という課題についても、国
民全体の健康問題ということを取り上げていただきたいということであります。以上でございます。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。  

○委員 １ページの体質強化とか、生産性の向上とか、一層の合理化とか効率化ということを掲
げていることは、ますます農業が専業化していくということになると思うんです。私が農業を始めた
昭和30年代後半は、各農家で鶏や家畜をいっぱい飼っていたんです。それが専業化に伴って家
畜も全然飼わなくなったし、私たち農業者は専業化していきましたので、ある意味では消費者で
す。我が家の場合は果樹をつくってますので、お米も野菜も全部消費者です。そういうことを考え
ると、農業者も一般国民・消費者と同じように消費者なんです。だから安全な食物を食べたいとい
うのは農業者も同じです。  

 一つ皆さんにお話ししたいことは、今、果樹園で循環型の農業をしようということで、早生栽培と
いうのをしております。秋にライ麦をまきまして、それを刈り込んで堆肥にして、土づくりから始めて
果樹園をしてるんですが、これから秋になりまして、今、ハクサイの種をまいているんですけれど、
刈り込んだ土にしますと、すごくたくさんの虫がいるわけです。虫がいるということは豊かな土地に
なるということなんですが、そこへ秋冬の野菜をまこうとするととっても大変なんです。秋になりま
すと牛乳瓶片手に割りばしでヨトウ虫を毎日取らなければ野菜がつくれません。そういう実態を消
費者の皆さん、委員の皆様がわかっていらっしゃるのかなということを一つだけ御報告したいと思
います。  



 我が家でつくった大根は、計算していきますと１本 500円以上になると思います。そういうことで、
私たちも果樹園をしておりますと消費者の一人ですので、安全なものを食べたいということは事実
でございます。以上です。  

○委員 食料自給率でございますけれども、本日のまとめは大変注意深く書かれてあると思いま
す。ここに書いてありますように、食料自給率の目標の設定というのはいろいろな前提を持って考
えられなければならないし、現状においてそういった意味について十分な理解が行き渡っている
かどうかという点になると、これは大変難しいと思うんです。ここに書いてありますようなことをどれ
だけ国民の理解として、生産者にも消費者にもわからせた上で議論をするかということになるだろ
うと思うんです。  

 ここにありますように仮に単なる努力目標として設定していこうという場合でありましても、いつの
間にか政府がこの施策の主役であるというふうにとらえられることでありま  

しょうし、数字がひとり歩きをしていってしまうおそれがかなり高いものではないかという気がする
わけであります。  

 したがいまして、本日の資料自体は非常に注意深く書かれているのでありますけれども、そうい
った全体につきまして誤解がない形にまで国民の議論を高められるということが、何というんでしょ
うか、保証と言うと強過ぎるかもしれませんが、そういった形にならない限り、現時点で食料自給
率目標の設定ということに進むのは、私としてはちゅうちょせざるを得ないと考えております。  

 言葉を尽くしませんけれど、簡単にそれだけ申し上げておきます。  

   

３ 農林水産大臣挨拶  

   

○会長 ただいま農林水産大臣が到着になられましたので、一言御挨拶をお願いいたします。  

○農林水産大臣 このたび農林水産大臣を拝命いたしました中川昭一と申します。  

 本日は、第８回目の食料・農業・農村基本問題調査会の作業の途中にお邪魔をいたしまして、
今、委員からのお話がございましたけれども、中断をさせてしまいまして、まことに申しわけござい
ません。  

 今ほど衆参の内閣総理大臣の所信表明演説が終わって、駆けつけさせていただきました。  

 木村会長先生を初め委員、専門委員の皆様方に、昨年の４月以来、40年ぶりの大作業だと私は
認識をさせていただいておりますけれども、各界を代表する皆さん方に、本日もこの真夏の夏休
み時期を返上していただきまして、大変御熱心に国家、国民のために御議論をいただいておりま
すことに、心から厚く御礼を申し上げます。  

 発足当初より、我々、いただいております資料はもちろん注意深く読ませていただいております
けれども、40年前に比べて内外とも大きく状況が変化をしておるわけでございまして、また、21世
紀の将来に向けまして、これからどうあるべきかということも大変大きな問題でございます。そうい
う意味で先生方の作業は極めて重要であることは国民全体が認識をしておると私は思っておる次
第でございます。  

 いよいよ夏頃を目途に最終報告を出していただけると伺っておりますけれども、お忙しい先生方
に、今もちょっとお話を伺いましたけれども、本当に御熱心に、きょうも長時間御議論されると伺っ



ておりますけれども、私の立場からは、心から感謝を申し上げて、最終報告が出ましたならば、そ
れを真摯に受けとめさせていただきまして最終的な取りまとめに進めさせていただきたいと思いま
すので、先生方の御議論、また御指導を心からお願いを申し上げまして、お礼の御挨拶とさせて
いただきます。  

 どうぞ皆さん、よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。  

○会長 ありがとうございました。  

 ただいま亀谷農林水産政務次官も御到着になられましたので、御紹介申し上げます。  

○農林水産政務次官 きょうは、大変お忙しいところをお集まりを賜り、熱心な御議論をいただい
ておりますこと、心から感謝を申し上げます。  

 このたび農林水産政務次官を仰せつかりました、宮城県出身の参議院議員、亀谷博昭と申しま
す。  

 大臣から今るるお話があったと存じますが、先ほど衆参の本会議がございまして、小渕総理大
臣の所信表明演説がございました。その中でも新しい基本法の制定に向けた検討を進めてまいり
たいというくだりがございまして、農林水産業を取り巻く環境の中でも、今最も大切な問題として政
府も認識しているということであろうかと存じます。 私も、中川大臣の御指導をいただきながら、
また、補佐をさせていただきながら、全力を尽くしたいと存じますので、今後ともどうぞよろしくお願
いをいたします。  

 きょうは、大変御苦労さまでございます。ありがとうございました。  

○会長 ありがとうございました。  

 それでは、食料部会はもうよろしいですか。どうしますか。  

○食料部会長 時間はどうでしょうか。  

○会長 もうない感じですが。  

○食料部会長 それでは、まだ３人ほどの手が挙がっているんでございますけれども、最後にもう
一度全体を通しての議論の時間が30分か40分とってあるということでございますので、まことに申
しわけございませんが、食料部会の議論の内容につきましての報告と御議論はこれで終わりにさ
せていただきたいと思います。  

 どうもありがとうございました。  

○会長 ありがとうございました。ということで、後ほどに譲らせていただきます。 大臣が公務の
ため御退席になられます。どうもありがとうございました。  

   

４ 農業部会長報告及び主要項目についての意見交換  

   

○会長 それでは、次に農業部会長にお願いいたします。  

 よろしくお願いします。  



○農業部会長 農業部会長でございます。  

 農業部会では、本年に入りまして４回の部会と、食料部会との合同部会を１回開いております。  

 ５月14日の第７回会合では農業生産政策について、６月５日の第８回会合では農業構造政策に
ついて。ここで初めて農業労働力、農家戸数、農地面積等の将来展望についての試算を事務局
から出していただきまして、これをめぐって議論を行いました。  

 ６月17日には、先ほど食料部会長からも御紹介がありましたように、合同部会で食料供給力の
確保の問題について議論を行いました。  

 ７月23日の第９回会合では農産物の価格政策及び農業経営の安定施策につきまして、７月30日
の第10回会合では多様な担い手の確保と農業生産法人制度のあり方、農業団体のあり方につい
て議論を行いました。  

 それでは、お手元に資料５として議論の概要を御紹介した資料をお配りしておりますので、適宜
御参照いただきながらお聞き取りをいただきたいと思います。  

 構造政策につきましては、今後の基本的な考え方といたしまして、農業従事者の減少と高齢化
等の趨勢が継続いたしました場合、耕作放棄地の増加などによりまして、食料供給力の減退、農
業生産活動を通じた多面的な機能の維持の困難化が懸念されるという共通認識のもとに、第一
に、担い手を幅広く確保するとともに、その経営の発展を図ること、第二に農地を良好な状態で確
保すること、第三に、農業の多面的な機能が維持されるように農業生産の継続と農地の有効利用
を図ること、の３点を柱に施策の方向について議論を行いました。  

 まず、「新規就農者の確保」につきましては、若い担い手の継続的な就農を確保するために、就
農時の負担の軽減、就農ルートの多様化の両面から対策を拡充する必要があるという方向で意
見が一致いたしました。  

 「農業経営の発展のための条件整備」の観点からは、(1)農地の流動化による経営規模の拡大、
(2)法人化の推進と農業生産法人制度の見直し、(3)施策の重点化・集中化、(4)多様な生産活動
の担い手の確保、(5)女性の地位の明確化と向上、(6)高齢者が有する技術や能力の活用、といっ
た視点から議論を行いました。  

 まず、「農地の流動化による経営規模の拡大」につきましては、規模が大きく生産性の高い経営
体が生産の相当部分を占める構造をつくるために、農地流動化推進体制の強化、農作業の受委
託の促進などが重要であるという認識は一致しておりますが、今後、現在の手詰まり状態を解消
し得る抜本策を期待する意見もございました。  

 経営の法人化の推進に関しましては、農業生産法人制度について、事業要件、構成員要件、業
務執行役員要件について見直しを行う必要があること、また、施策の重点化・集中化のために認
定農業者制度の一層の推進が必要である、という点につきましては意見が一致いたしました。  

 「多様な生産活動の担い手の確保」につきましては、サービス事業体、集落営農、市町村が参画
した農地の管理耕作等の体制などを含めまして、多様な担い手を幅広く確保する必要があること
について意見が一致しております。  

 多様な担い手の一形態として株式会社形態を認める必要があるかどうかにつきましてはいろん
な意見がございましたけれども、株式会社一般に農地の権利取得を認めることは、第一に投機的
な農地取得につながるおそれ、第二に水管理、土地利用等を混乱させるおそれ、第三に周辺の
家族農業経営と調和した経営が行われないおそれ、などの懸念があって適当ではないという意見
でおおむね一致いたしました。  



 一方で、現に農地などの生産資源の管理などの実績を上げている株式会社も存在いたしており
ますし、法人形態が株式会社であることのみをもって一律に農地の権利を保有した営農の道を閉
ざすことは担い手の選択肢の拡大を阻害する面があり、幅広い経営形態を考えておく必要がある
という意見が多くありましたが、経営形態の多様化につきましては、投機的な農地取得を防ぎ切れ
るかなど慎重な検証が必要であるという意見もありまして、さらに議論を深めることとされたところ
であります。  

 女性、高齢者につきましては、それらの重要性を認識し、一層能力を発揮・活用し得る環境整備
が必要であることについて意見が一致いたしました。  

 「農地の確保・利用」につきましては、優良農地を確保し効率的に利用するため、農地の確保の
方針の明示や農業振興地域制度の運用の透明化などの検討の必要性、また、耕作放棄の防止・
解消を図り、農地の有効利用を図るための市民農園などの普及等、農地の多面的利用の促進の
必要性について意見が一致いたしました。  

 次に「農産物価格政策・農業経営安定施策」についてでございますが、資料の４ページでござい
ます。  

 まず、政策の考え方といたしましては、これまでの価格政策について、農業経営、消費者家計の
安定に貢献した一方、生産者の経営感覚の醸成、農業構造の改善の妨げになっている面がある
という共通認識のもとに、第一に、価格政策に市場原理を一層活用し、消費者・実需者ニーズが
的確に生産者に反映されるようにする必要がある、第二に、これに伴いまして価格の大幅な低落
などの経営リスクが拡大する可能性がありますので、これに対応するために農業災害補償制度
の見直しを含め、担い手の経営安定を図る措置を講じる必要があるという方向で議論を行いまし
た。  

 「価格政策における市場原理の一層の活用」につきましては、生産者と実需者との間の価格形
成を基本とし、実需者の評価が生産現場に的確に反映される環境整備を行っていくことが必要で
あるという考え方でおおむね意見が一致いたしました。  

 また、「経営安定措置の導入」につきましては、価格政策への市場原理の一層の活用によるメリ
ットを減殺しないようにすること、育成すべき担い手に焦点を当てたものとすること。その手法とし
ては当面品目別に講じていくこととするが、これらの政策の実施状況を勘案しながら、経営を単位
としてとらえた安定措置のあり方も検討していくということで意見が一致いたしました。品目別の施
策の見直しにつきましては、米については現在の改革の基本的な方向について異論がなく、その
他の品目についても市場原理を一層活用していくということで意見が一致いたしました。  

 次に「農業生産政策」でございますが、生産政策の考え方につきましては、消費者・実需者のニ
ーズに対応した生産による国内農産物の需要の確保、環境と調和した持続的な農業生産の推進
によりまして、国内生産を基本とした食料の安定供給と、これを通じた農業の多面的機能の維持・
発揮を目指すということを共通の認識として議論を行いました。  

 消費者・実需者のニーズに対応した国内生産の展開に当たっては、特色ある農業生産の展開、
ニーズに即した農産物の安定供給体制の整備、食品産業との連携の強化に総合的に取り組むこ
とが重要であり、その際、第一に、国だけでなく地方公共団体や生産者・生産者団体の役割を明
確にし、その主体性、自主性を発揮させていくこと、第二に、麦、大豆、飼料作物を中心にコストの
低減、品質の向上などの目標を明確化し、その実現を図りつつ生産拡大を行っていく、という考え
方についてはおおむね意見が一致いたしました。  

 環境と調和した農業の展開につきましては、環境と調和した持続的な農業生産の展開を目指す
ことは今後の農業生産の基本方向であり、農業が本来持っております物質循環機能が十全に機
能し得るよう、新たな生産方式への転換や有機質資源のリサイクルの促進に取り組む総合的な
方策の整備が重要であるということについて意見が一致いたしました。  



 生産の基礎条件の整備につきましては、農業生産基盤整備については、事業方法の改善や事
業コストの縮減などに取り組むことが重要であること、また、技術開発と普及の重点化の必要性、
農業生産資材対策の強化などについても基本的に意見が一致いたしております。  

 最後に「農業団体」についてですが、部会では、農協、農業委員会、農業共済組合、土地改良区
について議論を行いましたが、全体として、第一に組織や人員、事業運営のスリム化、効率化を
図る必要がある、第二に農業政策の方向を踏まえてそのあり方や体制を見直す必要がある、第
三に、農業者が多様化し、ニーズも幅広いものに変化している中で、今後も組織や事業のあり方
を見直していく必要がある、という基本的な方向については意見が一致しておりますが、それぞれ
の団体の具体的な見直し方向については時間をかけた議論が必要という意見もございました。個
別の意見につきましては資料の８ページに出ておりますので、御参照いただきたいと思います。  

 以上が農業部会における議論の概要でございます。  

 それでは、大変駆け足の説明で恐縮でございましたが、これから残りの時間で、農業部会の重
要テーマとなりました農業生産法人のあり方を中心に意見交換をさせていただければと考えてお
ります。もちろん、他のテーマについても意見を述べたいという方は、どうぞ御発言をいただきたい
と存じます。どなたからでも結構でございます。  

○委員 ２ページでございますが、「多様な生産活動の担い手の確保」についてであります。  

 株式会社一般に農地の権利取得を認めることについては、ＪＡグループとしては、事業が不採算
になったときの撤退や、そのことにより農地の土地投機対象につながるおそれがあること、また、
地域に経営基盤がない場合、地域・集落のつながりが損なわれることなど強い懸念や不安が払
拭できないことから、認めることは反対であると主張してきましたが、このことにつきましては資料
において「適当でない」と整理されており、評価ができます。  

 農業生産法人制度の枠組みの中で株式会社形態を認めてはどうかという議論がありますが、こ
の場合においても、事業が不採算で撤退する場合の対応や家族農業経営との調和、地域農業へ
の転向などの観点からして不安や懸念があります。今後、地域農業にとって最も大切な多様な担
い手を確保するためにどういう経営形態があるのか、現場の実態や現行農業生産法人の意向な
ども十分踏まえながら、ＪＡグループとしては議論をしていく必要があると考えております。  

 次に、都市農業の振興と農と住の調和したまちづくりの推進でありますが、都市的地域の農業
や農地は、生鮮野菜などの食料生産、生活環境や景観の維持、憩いの場の提供、洪水防止、災
害などの避難場所の提供など多様な役割を担うほか、都市住民と農業との接点としての重要な
役割を担っております。このような都市農業の価値を再認識するとともに、都市農業の振興とそれ
による農と住の調和したまちづくりを進めていく必要があります。ＪＡグループといたしましても、フ
ァーマーズマーケットの展開など、立地条件を踏まえた生産・流通上の工夫などにより都市農業
の振興に取り組んでおりますが、都市農業が持続できるような対策が必要であると存じておりま
す。以上であります。  

○農業部会長 ありがとうございました。  

○委員 今の株式会社の問題でありますけれども、２ページに、株式会社一般に農地の権利取得
を認めることは適当でないとの意見でおおむね一致した、と書かれておられるんですが、あるいは
私の判断が間違ってるかもしれませんけれども、農業部会での議論においては、農水当局から出
た資料についてはここに挙げたような感触でございましたけれども、議論自体は、新しいものを入
れていかなければ日本の農業は生き残れないという観点から、株式会社の方針についてはむし
ろ賛成の意見の方が全体としては多かったんじゃないかと私は前回認識しておりました。おおむ
ね反対論になっているという点について、ほかの方々はそのように解釈されたかどうかということ
をお伺いしたいと思います。  



 それから１点だけ。この問題はもう十分議論しておりますから申し上げる必要もないと思うんであ
りますけれども、株式会社で赤字になったらすぐに農村放棄とか農地放棄という問題が起こる。こ
ういう御意見は事実でありますけれども、今のような状態でいけば、人不足という問題も含めまし
て、専業農家がどんどん離農するような事態も考えられるんじゃないか。そういうものに対しては
むしろ私は、株式会社方式をある条件つきという中で進めていくことが2010年に向かっての農業
に非常に必要ではないかと思います。それはともかくとしても、おおむね意見が一致したという点
は、私の認識ではそのような議論ではなかったように思うんですが、いかがでしょうか。  

○農業部会長 部会長である私に対するお尋ねという理解でよろしゅうございますか。  

○委員 はい。  

○農業部会長 この問題については、全部数を仕分けて数えたわけではございませんけれども、
非常に多様な御意見があったことは事実でございます。それをあえて大きくくくる場合に、前回の
部会のときに出ました資料の中で示された、これからの農業経営の発展のための一つの可能性
として、将来の経営像という切り口でこの問題をとらえると、株式会社そのものについていい悪い
ということだけではなくて、農業構造の将来像の中に位置づけるということについては、前回提出
された資料について、私は大勢として賛意が示されたというふうに理解をしたんでございますが、
そのことについて、ほかの委員の方。   

○専門委員 ただいまの委員の御指摘に私は全く同感でございます。私もそのように意外に思い
ました。  

 １点重ねて申し上げますと、そこのくだりの文脈もおかしいんではないかと思います。委員御指
摘の、「懸念があり、適当でないとの意見で概ね一致した。」という箇所ですが、大多数は適当でな
いという意見だということなんですが、実はその後に「一方で、」というくだりがありまして、下から二
つ目のところに、株式会社是認の方が意見が多かったと。そうすると前の「意見で概ね一致した」
ということとと、「必要があるとの意見が多かった」ということとはどういうことになるのかなというこ
とでございます。  

 私の意見としては、先ほどの委員と同じく、前回の農業部会の議論では「概ね一致した」という認
識はいたしておりません。以上です。  

○農業部会長 あえて資料を引用してのお話がございましたので資料で申しますと、２ページの真
ん中ちょっと下のところに書いてございますが、株式会社一般に農地の権利取得を認めることに
ついてはこういう懸念があるので「適当でないとの意見で概ね一致した」一方で、農地等の生産資
源の管理などの実績を上げている株式会社も存在しているし、法人形態が株式会社であることの
みをもって一律に農地の権利を保有した営農の道を閉ざすことは阻害する面があるので、それに
ついては考える必要があるという意見が多かったけれども、また、それで本当に大丈夫なのかと
いう慎重な検討を必要とするという御意見もあった。そういうまとめにしてあるんでございます。  

 株式会社一般について、株式会社について、その形態なり、あるいは業務の内容のいかんを問
わず農地の取得を認めることは適当でないという御意見は、この間の資料に基づいた議論では、
私はその点について、切り口として大方の御賛同があったんではないかというふうに理解をしたわ
けでございます。  

○委員 株式会社の農地取得の件ですけれども、前回の農業部会の相当後の方だったと思いま
すが、私も意見を言ったり皆さんのお話を伺っていて、たしかこういうふうに発言をしました。  

 この問題については、一つは、今、専門委員が言われたように、当面は農業生産法人の事業要
件みたいなものを緩和してやるとしても、一歩進んでさらに株式会社一般の参画も認めるべきで
はないかという意見が一つ。  



 もう一つは、これはまさに事務局の資料なんですよね。一般の株式会社の農地の権利取得を認
めるのは適当でない。これは事務当局がつくられた資料であって、非常に注意深く書かれてはい
るけれども、恐らく事務当局としてはこういう方向に持っていきたいんだろうということで、議事録を
全部点検しないとわかりませんけれども、数がどうこうということは別として、事務局の資料がこう
いうふうに出てきておりますから、これが一つの方向としてそこで皆さんの頭の中に入ったというこ
とは確かだと思います。  

 ３番目は、とにかく何でもだめだと。どういう形であっても株式会社的な要素が入ってくるのはだ
めというのが３番目にあった。  

 この三つがありましたというふうに申し上げて、なぜそこで発言をしたかというと、このままで部会
が終わって調査会に持ち上げても結局同じようなことを繰り返すだけで終わってしまうのではない
かと思ったからなのです。少なくとも部会の一番最後に、ここまでは合意したと、その合意は、私の
理解では、これまでの担い手についての考え方だけではもうもたないんではないか、だから何か
新しいことを考えていかなきゃいけない、その一つの手がかりが農業生産法人制度の見直しであ
り、その中には、事業要件、構成員要件を全部緩和して、それも一つのあり方で、その中に一つの
変形として株式会社的な要素を入れていく、そこまでぐらいは合意をして進まないと、また議論が
初めからになってしまうのではないかという危惧がありまして、そのときに申し上げた記憶がある
んです。  

 ですから、今いろんな御意見が出てるように、この問題については、今申し上げた三つの意見が
集約されずに今日に至ってる。今日に至ってるといっても農業部会は先週だったわけですから、１
週間ぐらい前の段階からそれほど強く集約されてここに来てるんではないというふうに私自身も思
いますけれども。  

○農業部会長 ありがとうございます。  

○専門委員 関連しまして一言だけ申し上げたいんですけれども、もちろん議事録を精査しなけれ
ばならないことかもしれませんけれども、株式会社一般について農地の権利取得を認めるというと
ころで合意を得ることは難しいという判断では、また「おおむね一致」というのを使わなければいけ
ませんけれども、ここまで行くのはちょっと無理だろうという判断はあったと言っていいんではない
かと思っております。  

 ただ、今、いろいろ意見があったということがございましたけれども、この資料の形で、いわば未
来永劫、①、②、③のおそれがあって株式会社一般が農地の権利を取得して営農を行うことを否
定するというところまでこの部分をとるということになると、生産法人の拡大よりもう少し枠を広げて
いいんではないかという意見等もございましたから、そういう意味で一般に農地を未来永劫認める
ことは適当でないというドグマをここで打ち立ててしまうことになると、ちょっと部会の空気とは違っ
ていたんではないかと思いますが。  

○委員 私の場合は農業生産法人で農業を営んでるわけでございまして、この問題は関心が非
常に強いわけでございます。  

 今いろいろな御意見が出ていたわけでございますけれども、私の見解として思いますには、多様
な担い手の一形態という考え方で株式会社の参入を認めるという考え方でありまして、株式会社
一般すべてを指してはいないという認識でございます。  

 そういう認識で、これからの担い手をどうするかという最大の課題をクリアしていくためには、農
業生産法人制度の枠内で検討するということについては、株式会社も私は賛成という考え方を現
在持っているわけでございます。  

 ただし、私もそれを30年以上体験してまいりまして気になる点は、十分議論されておるわけです
が、投機的な農地取得ということをこれからどうきちっと監視していくかという課題。もう一つは、経



営支配という問題がこれから起こる可能性もあるという気がするわけでございまして、株式会社の
参入を認めたから日本の農業の担い手は解決するという安易な考え方ではなく、新しい担い手と
して一つの選択をしていくという視点で考えていただきたいし、また、そういう考え方でないと、株
式会社を農業参入させたら日本の農業の将来は、自給率も上がるし担い手問題は解決するよと
いう安易なとらえ方を国民にされると大変な問題も出てくるだろうと思いますので、私としては、投
機的な農地取得と経営支配ということについてはある程度ちゃんとした監視体制を要望しておきた
いと考えての賛成ということでございます。  

○農業部会長 今の現場の声として監視体制をというお話はごもっともだと思います。それから、
万能薬でないということは、部会での議論でも万能薬だと言っている方はいなかったと思っており
ます。  

○委員 今、株式会社の農地の取得のことについて話が行われておりますけれども、現に農業を
している女性は農地の取得ができないんですよね。今現在農業をしていながらも、私たちが何十
年働いても現に農地の取得はできません。私たちの全国女性農業経営者会議というのがあるん
ですが、何十年働いても空しいと言うんです。農業の６割を今女性が担っているという現実があり
ますよね。一生懸命農業をしている女性たちが何十年働いても、ようやく今、家族経営協定という
ので給料制とか論議がいろいろ出てきましたが、何十年働いても宅地も農地も自分のものにはで
きない現実があります。それを飛び越えて株式会社の農地参入の問題が出て、変じゃないかと、
今一般に農村で働いてる女性たちは言っております。  

 それと、皆さんのお手元にこういう「宣言文」というのをお配りしてあるんですが、全国女性農業
経営者会議というのができました。今、だんなさんとパートナーシップで経営まで参画している農村
の女性がたくさんいるんですが、その方たちの集まりが先月７月29日に愛知県で行われました。  

 そのときにも農村のお母さんたちが、何十年働いても自分の財産が何にも残らないということ
で、全部は読みませんが、「宣言文」の真ん中の下あたりですが、新たな農業基本法に「農業・農
村における男女共同参画の確立」をお願いしたいということと、基本的な理念として、農業に従事
する女性の経営者としての地位の確立に関する条文を盛り込んでほしい。  

 ここに一、二、三とあるんですが、兼業農家のお母さんたち、女性たちも、一生懸命農業をやって
いても農地の名義は御主人だということで、一生懸命勉強してるんですが、私たち農村女性が農
地を持った場合のリスクとか、いろんなこともありますので、税制上の問題とかいろいろみんなで
勉強してるんですが、ぜひ「宣言文」を委員の皆様方に読んでいただいて御理解を願って、６割の
女性の方たちがもっと意欲的に農業ができる方向へ、できれば農地も持ちたいという女性たちが
いっぱいです。年間60万以下の農地は取得できるといういろんなことも勉強していますが、新しい
農業基本法の中へもうちょっと女性の地位ということと、お母さんたちがもっと財産ということで農
地を自分のものにしたいという意見もありますので、その辺も報告したいと思います。よろしくお願
いします。  

○委員 前回の農業部会で申し上げましたとおり、株式会社一般に農地の権利取得を認めるべき
でないという取りまとめができましたことについては評価をしたいと思っておるわけです。  

 その上で、今後経営形態の多様化について検討するのであれば、地域に根差した農業者主体
の法人である農業生産法人制度の枠内で株式会社形態の法人も農業生産法人に加え得るかと
いう議論があるという考えでありますが、今後いろいろと懸念される事項もありますので、慎重な
検討が必要だろうと思います。これは農業生産法人制度の経営形態要件でなく、すべてでなく、構
成員要件あるいは事業要件、さらに業務執行役員要件、いずれの要件にも当てはまる話でござい
まして、専門家の意見を十分聞き、慎重な検討がなされるべきだろうと思います。  

 その場合、２ページにあります農業部会における議論の概要の「株式会社一般に農地の権利取
得を認めること」との懸念の整理でありますけれども、農業生産法人の一形態としての株式会社
については、株式の譲渡制限をかけることによっていろいろな懸念が本当に排除できるのかどう



かというのは非常に疑念があります。  

 ２番目としては、実質的に農業生産法人の要件が安定的に確保できるものかどうかということ。 

 ３番目には、投機的な農地取得や農外資本ですね。以前、４分の１というふうな問題等もありま
したけれども、経営支配を完全に防ぎ切れるのかどうか。こういった疑問に十分に答えなければな
りませんし、地域に根差した農業者主体の法人としての担保が確保できるのか、これらが必須の
要件になってくるだろうというふうにも思われるものであります。  

 あくまでも株式会社形態の農業生産法人を検討するのであれば、特に農業生産法人が絶えず
適格性を欠かないように、農地取得あるいは事後のチェック体制の強化、さらに、要件を変えた場
合の適正措置ですね。国家買収の充実というものが過去まだ十分でないのじゃないかと思ってお
りますし、農業委員会の立場というか、現場のそういうものが、先ほど触れておりますように、農業
生産法人主体、それから農業の持続的な継続という問題があくまでも確保できるということを十分
に今後考えなければならないのじゃないか、こういうふうにも思っておるわけであります。以上で
す。  

○農業部会長 今、委員から、生産法人の枠内でもいろんな弊害が本当に防げる担保があるの
かどうか、その辺についてどう考えているのか、そこを詰めなきゃいけないというお話がございまし
た。冒頭の委員からも、そういう不安があるので、今の段階ではＪＡグループとしては現場の声も
聞きながらさらに検討したいという趣旨の御発言がありましたが、この辺の不安をお持ちの向きに
ついて、構造改善局長、何か説明し得ることがあれば。  

○構造改善局長 それでは、ごくかいつまんで、今、委員が御指摘になった不安と懸念の問題に
ついて最初にお答え申し上げます。  

 事業が不採算で撤退をするという場合ですけれども、農業生産法人が不採算になって農業をや
めて農地を使わなくなりますと、役員の要件でも事業の要件でも、もう農業生産法人ではないとい
うことになりますので、農業生産法人でなければ農地は持てませんから、そうなりますと要件を満
たしている人に持ち分を売り渡すか、それが実現しない場合には国がその農地を買収するという
のが農地法上の仕掛けになっております。もちろん途中にもう少しプロセスがあるんですけれど
も、そういう形で農業生産法人としての要件が常時守られるように農地法上は手当てがされており
ます。実際にも過去、国が農地を不適格法人から買収した事例が、１例ではありますけれども、ご
ざいます。  

 それから、御心配になっておられる家族経営との調和、地域農業への適合の問題です。この説
明の中でもたしかされておると思いますけれども、農業生産法人の枠内ということになれば、農業
生産法人というのはあくまでも農業を行う法人でございますし、その法人を形成するのは農業者
が主体ということであります。また、経営権もその農業者が持つということを大前提にしております
し、法人自身の農地との距離といいましょうか、通作距離というのもきちんと定められておりまし
て、いわば地域に根差した法人である以上、俗な言葉で言いますと周辺の農業者と顔見知りの集
団というふうに御説明をしてもいいと思うんです。そうなりますれば、地域の家族経営の方々と手
を携えて水の管理をする、溝の掃除をする、その他の共同作業をする、場合によっては村祭りに
参加をするということになりますので、農地法上の農業生産法人制度の要件を厳密に運用してい
けば、そういった懸念は除去できるのではないかというのが私たちが今考えているところでござい
ます。  

 もう一つ、監視体制の問題がございました。  

 監視体制は入り口と出口があるんですけれども、農業生産法人が農地法３条に基づいて農地を
取得する場合には、相当厳密なチェックが農業委員会によって行われることになっております。そ
れは労働者の数がきちんといるかどうか、機械装備が現にそろっているかどうか。こういうことをし
ますという予定ではなくて、それをきちんと農業委員会がチェックすることになっておりますので、



投機的というか、不耕作目的での農地取得はできないというのが現行の農業生産法人制度の入
り口の問題でございます。  

 それから、出口と言いますとおかしいのですけれども、農地を遊休化させれば最終的には国の
買収というのはお話し申し上げました。それ以外に、法人になって農地を取得してから10カ年間
は、特に毎年農業生産法人の経営の状況として、事業の内容なり構成員の状況、あるいは役員
の状況について農業委員会に報告をするように許可条件をつけることになっておりますので、そこ
を運用することである程度入り口、出口がチェックできるのではないかと思います。  

 それから、財源問題で委員から御指摘がありましたけれども、今まで買収が１件ということでござ
いましたので、現在、手持ちの資金もそれに見合ったものになっておりますけれども、一定の期間
をかけて買収をしていくわけでございますので、そのプロセスで資金的手当てをするのは十分可
能ではないかというのが現状考えているところでございます。以上です。  

○委員 この議論の概要のまとめの書き方ですけれど、このままいくと、これが一つの既成事実
みたいになってしまうのではないか。そこで一応念を押しておきたいんですけれど、この文章の書
き方はこの間の議論を少なくとも正確に反映してるとは思われないわけですね。  

 どこがおかしいかと思うと、株式会社一般に権利取得を認めることは①、②、③のおそれがあ
る。「の懸念があり、適当でないとの意見で概ね一致した。」の「適当でない」というところがおかし
いんで、そういう懸念がある点では一致したんですね。私はそういうふうに理解しました。そういう
懸念があることでは一致した。したがって株式会社の権利取得は認められないというのが一つ。も
う一つは、しかし、歯どめとか条件をつけることによって多様な担い手の一形態として株式会社を
認めてもよいのではないかというのが二つ目。もう一つは、さらに、生産法人の一形態としての株
式会社というものについても、将来の問題としていろいろ検討していく必要があるというふうに私は
理解したんですが。  

○委員 私は消費者で全く素人なんですけれど、今これが大変大事な問題だと思うのは、今、日
本の農業を活性化するには一番いい時期と言いましたらおかしいんですけれど、今をおいてない
ように思うんです。というのは、今、リタイヤなさる年代の方があるということと、40年前につくられ
たときと逆転したような状況で、都市の労働者が失業だとか、そういう状態が起こってきてる。これ
からは高度成長が見込めないんではないかと思うときに、心の問題とか、土地を愛する青年たち
も増えてきてるという観点から見ますと、今は最初の農基法ができたときとの逆現象で、農業の方
に人を呼び込むのに一番いいチャンスという感じがしております。大変大事な問題だと思っており
ますのは、私も全然わからなかったんですけれど、土地問題も少し勉強させていただきまして、先
ほど監視体制は農業委員会がやってるとおっしゃられましたけれど、この農業委員会なるものが
各地区で本当に確実に機能してるかどうかというのも問題ですし、農業生産法人が、坂本さんの
ように立派にやってらっしゃる方はよろしいんですけれど、多分取り組みは随分前にされたのに、
ちっとも農業生産法人の実が上がってこなかった。だけれども、農家の方が今回初めて立ち上が
ろうとなさってるところがほうぼうで見えますので、まだ立ち上がらない方もたくさんいらっしゃいま
すけれど、自立しようと思ってらっしゃる方がいらっしゃる中で、今、改革の兆しというか、大なたを
ふるわないと次が来ないんではないかという感じがしております。  

 私のところは横浜なものですから農業部会の資料を今朝いただいたんで、全部読みこなしてこ
れなかったんですけれど、会長も農業の現状は決して容認できるものでないとおっしゃってます
ね。新しい手だてを考える必要があるとおっしゃっているように思うんです。今の農業委員会の監
視体制とか、放棄された農地を国が買収するシステムがあるとおっしゃるけれど、実際にそういう
ことができてるかどうかというのは、私はほんの一端しか見ておりませんけれども、割合なあなあ
でだらだらしてる農地はたくさんあるように思うんです。だからここら辺で、私は素人ですからわか
りませんけれども、投機的な農地取得を防ぐ手だてが農地法の改正とかいろんなことで手当てで
きるんだったら、もうちょっと間口を広げるとか、じゃなかったら農業生産法人の見直しをもうちょっ
と根本的にやって、何年間か置いたらもう一度見直して株式会社を導入するとか、もう少し前向き
な検討ができないものかと思います。  



○農業部会長 会長、あと農村部会がありまして、その後に30分必要となりますと、あと何分。  

○会長 あと１分ぐらいです。  

○農業部会長 では、まだ発言されてない方に。  

○専門委員 発言はしてませんけれども、とはいいましても、今までの皆さんの発言と違うことを
申し上げるわけではなくて、今、農業部会でどういう意見があったか、それについて紛糾してると
思いますので、その点について私の感想を述べたいと思います。  

 先ほど委員がまとめられたのが私もほぼ了解してるところでありまして、一つは、ちょっと整理の
仕方は違うかもしれませんが、当面どういうところまで合意ができてるのかという問題と、その先ど
うするかという問題は違う問題だと思うんです。  

 当面どうしようかというところに関しましては、農業生産法人の枠内で株式会社というものを認め
てもいいのではないかというところで大体の合意ができた。もちろん反対もございましたけれども、
合意ができたんではないかと思います。それから先、もっと広く株式会社の参入についてどういう
ふうに考えたらいいかということについては非常に意見が割れていたと思います。そういう意味
で、その意見の合意がどこまでできたか、どこから先は合意ができてないのかというのを正確に反
映させるためには、今日のまとめは若干事務局で手直しをされることになるんではないかと思いま
すけれども、その際に、私としては先ほど委員がまとめられたような形でまとめ直していただけると
ありがたいと思います。それが第１点です。  

 それから、その時さらに、農業生産法人の枠内であってもいろいろ問題があるではないかという
御議論があったと思います。私はそのときに余り発言はしなかったんですけれども、つまり、法律
的には恐らく農業生産法人の要件を満たさなくなれば、制度的には国が買収するという措置があ
るということだったと思います。  

 今日もそのことをさらに確認されて、農水省の方が御説明をされたわけですが、その説明の中で
ちょっと気になった点を確認したいんですが、耕作から撤退して農地が遊休地になったときに、今
のような買収の措置が最終的に控えてる。それはもちろんだと思いますが、前回議論になったの
は、もうちょっと前の段階というんでしょうか。例えば資本構成が変わって、株式会社ですから、制
限をつけたとしても一定譲渡される。また、譲渡制限の効果も余り明確じゃありませんけれども、
農業者以外に譲渡されて資本の割合が増えた。増えたために農業生産法人の要件を満たさなく
なった。しかし、まだ形上は農業をやってる。将来もしかしたら違う目的で使おうと考えてるかもし
れませんが、形上は農業を、先ほどだらだらという話が出ましたが、必ずしも効率的な形で農業を
率先してやろうとしてるわけではない。そういう状態で農業生産法人の要件を満たさないから買収
するのかということになると、法律上はできるんだと思いますけれども、実際上難しい問題もある
かもしれない。そういうところに懸念が一つあるんではないかという気がいたしました。最後の点は
私の感想ですけれども。  

○農業部会長 ありがとうございました。まだあるんでございますが、あとは残りの30分。これが恐
らくまた大変込み合うんだろうと思うんでございますが……。  

○委員 後の発言は控えますので、お願いします。もうこれで終わりますので一言。  

○農業部会長 では、手短に。  

○委員 失礼を省みず、わがままなことをさせていただきます。  

 今の農業生産法人の問題ではないんですけれども、４ページにございます「経営安定措置の導
入」ということに関して、ここの文面等で、これから価格政策と経営安定政策について、ここに書い
てあることはよく理解はできるわけです。品目別に講じざるを得ない。そして行く行くそれを経営単



位とした新しい経営安定政策に持ち込むんだよということも、こういう方向だろうと。一気に経営単
位としてということにならんというのは理解した上でございますけれども、財源がこれから非常に厳
しくなる中での経営安定措置がなされざるを得ないということになりますと、農業施策の対象者を
特定しないとなかなか効果が出てこないという気が非常にいたしているわけでございまして、施策
を集中していく必要が……。ちゃんとしておかないと、また価格政策なのかという国民の誤解が出
てくる可能性もあるんではないかという気がしているわけでございまして、それと同時に、安定措
置については、ある程度の基準がきちっとされて、その効果が出ないと、また同じことを繰り返して
しまうんではないかということで、結果が得られなければ、意欲ある経営感覚にすぐれた農業経営
者、担い手をこれから育てていこうという本調査会の目的が果たせないんじゃないかという気がい
たしますので、どういう方にどの程度の水準で担保していこうというあたりをここである程度表面に
出していただきたいという希望でございます。大変貴重な時間を済みません。  

○農業部会長 ありがとうございました。  

 最初の点については、この資料の中にも、安定施策は育成すべき担い手に焦点を当てたものに
する必要があるという意見が多数あったということを書いてございます。  

 それでは、農村部会長がお待ちかねでございますので。  

○会長 ありがとうございました。  

   

５ 農村部会長報告及び主要項目についての意見交換  

   

○会長 それでは、最後になりましたが、農村部会長からお願いいたします。  

○農村部会長 農村部会長でございます。  

 まず、農村部会の審議経緯につきまして御紹介いたします。  

 農村部会では、本年に入りまして４回の部会を開催いたしました。  

 まず、５月22日の第６回会合におきましては農村地域政策の現状と課題につきまして、また、６
月28日の第７回におきましては、農業・農村の有する公益的機能の試算を事務局から提出してい
ただきまして、農村地域の整備のあり方について議論を行いました。  

 ７月８日の第８回会合におきましては、中山間地域の実態を把握いたしますために、山梨県下の
２町村におきまして現地調査を実施いたしました。大変成果があったと思います。７月31日の第９
回会合におきましては、中山間地域対策について議論を行いました。  

 それでは、以上の経過をもちましてまとまりました内容を、資料６に基づきまして御紹介させてい
ただきたいと思います。資料は、「農村整備のあり方」、「中山間地域対策」の２項目に大きく分か
れております。  

 まず、「農村整備のあり方」に関する議論についてでございますが、１の「農村地域政策の基本
的考え方」という点につきましては、農村地域は食料供給の場であるということ。農業者以外の地
域住民を含めた多数の国民の居住の場であるという点もございます。また、適切な農業生産活動
を通じまして、国土・環境の保全、水資源のかん養、自然景観の提供等の多面的機能が発揮され
ている場でございます。また、近年は国民の価値観の多様化を背景にいたしまして、地域特有の
文化や伝統を育む場、青少年の自然との触れ合いによる教育の場、さらには良好な余暇活動・生



活空間としての期待が高まっておるところでございます。  

 農村が持ちます国土・環境保全等の多面的な機能は直接に市場経済の対象になるものはござ
いませんけれども、重要な役割を持つものであるという認識が最近高まってまいりました。このよう
な新たなニーズへの対応と調和のとれた農村地域の活性化を図ることが農村地域政策の主要課
題であるという認識のもとに、以下のような議論が行われました。 農村地域というのは、農林業
的な土地利用が大宗であるということ、生産活動と生活が同じ場において行われているというこ
と、また、農林業生産活動によりまして国土、環境、景観等の保全が図られる等々の特質を有して
いる。これらを踏まえました整備計画が必要ではないかということでございます。  

 また、農村地域政策の重点課題は、計画的な土地利用の推進が不可欠である、土地利用と連
動した総合的・計画的な農村整備が必要になってきている、中山間地域の総合的な振興が必要
である、ということについて委員の間では異論がなく、一致しております。  

 さらに、農村地域政策を展開する際には、農業者だけでなく、農村地域住民、都市住民も対象と
した施策を展開することが今後の農村に課せられた課題でもありますし国民の期待でもないかと
いうことで、そうした観点からの地域活力の向上が必要であるという意見が多数ございました。  

 次に「計画的な土地利用の推進」についてでございますが、農地は、国民への食料供給の基盤
でありますとともに、その適切な利用・管理を通じまして国土・環境保全の多面的機能を発揮して
おります。今後中長期的には世界の食料需給のひっ迫も懸念されるということが先ほど報告され
ましたが、これらの機能の維持・発展に支障を来さないようにすることが必要でございまして、優良
農地の確保や必要な農地の保全、非農業的土地利用との調整等、計画的な土地利用を確保して
いくことが重要な課題であるという基本認識のもとに次のような議論が行われました。  

 一つは、計画的な土地利用の推進に当たりましては、計画のないところに開発なしという理念が
重要ではないか、そして土地利用と各種施設整備を計画的に行うことが必要である、という意見
が多数ございました。  

 また、食料の安定供給の確保という観点から優良農地を維持・保全していくことが重要でござい
ますが、その際に確保すべき優良農地の数量を明示するとともに、実効性のある具体的な方策が
必要との強い意見がございました。  

 次に「総合的・計画的な農村整備」ということでございますが、農村地域の整備を図るためのハ
ード、ソフト両面にわたります各種施策は、それぞれが関連なく実施されるのではなくて、計画的
な土地利用と施設整備が一体的に行われる。そして経済的な活力の向上と快適な生活環境の確
保を目的とした生活面、生産面でのインフラ整備を総合的・計画的に実施していく具体的な手法
が必要になってきたという意見が多数ございました。  

 また、農村地域の有する特質を踏まえまして効率的な農村整備を進める観点から、農林水産省
が関係省庁と連携を図りながら計画的に整備を進めることが必要である。特に現在省庁再編が
行われておりますが、そういう意味で関係各省庁との連携が必要である、また、複数市町村にま
たがる広域的な施設の整備を進めることが必要、との意見もありました。  

 さらに、情報通信、汚水処理施設等を初めとする活性化施設、生活環境施設の整備を今後とも
一層推進することが必要との意見が多数ございました。  

 また、都市と農村の交流を積極的に進めて、先ほど来申しておりますような市民農園等の交流
施設の整備の中で、都市の人たちと相互理解をする、あるいは児童・生徒に農業体験学習をさ
せ、自然に親しむとともに豊かな心を育むことが世間的に評価されるようになってまいりましたが、
こうした活動を推し進めていくことが必要ではないか。  

 そのほか、農業の持っております自然循環的な機能を生かしましたリサイクル等物質循環の取



り組みを図ることが環境問題に対応する意味でも必要ではないか。  

 また、高齢者や農村女性の活躍の場の創出、経済的な自立のための支援が必要、また、林業と
の関係を踏まえました一体的な取り組みが必要である、という意見がございました。  

 さらに、大きな柱の中山間地域対策についてでございますが、第一の基本的な考え方につきま
して、中山間地域は、多様な食料の供給、就業機会の提供、公益的機能の発揮等の多面的な機
能を有していることに加えまして、近年、国民の価値観の多様化を背景といたしまして、地域特有
の文化や伝統を育む場、青少年の自然との触れ合いによる教育の場、さらには良好な余暇活動・
生活空間としての期待が高まっておりまして、特に中山間地域にはこのようなことが期待されてお
るのではないかと思います。  

 しかし、実際に中山間地域は自然的、経済的、社会的な条件がいろいろな面で不利でございま
すので、現状のままで推移いたしますと、農業従事者を中心に人口の減少、高齢化等が急速に進
みまして、地域社会の担い手の脆弱化と地域資源の荒廃が一層深刻化することが懸念されてお
ります。このような基本認識のもとに次のような議論が行われました。 まず、中山間地域の活性
化を図るとともに、食料供給、国土・環境保全等の多面的な機能を維持していくことが重要であ
り、農業を含む多様な産業の振興、生産・生活基盤の整備、公益的機能の維持のための施策を
総合的かつ計画的に講じることが必要であるという点で意見が一致いたしました。  

 なお、中山間地域におきまして公益的機能の維持を図るためには、農林業が一体的に営まれて
いる地域が多いことにかんがみまして、特に農地と森林の一体的整備を推進すべきであるという
意見がございました。  

 「多様な産業の振興」についてでございますが、中山間地域の活性化を図りますためには、高収
益型農業、高付加価値型農業、草地畜産等の地域の立地条件がそれぞれ異なりますので、立地
条件の差異を生かした多様な農業の振興が必要であるという意見がございました。  

 また、中山間地域の特色ある地域資源を活用した地域内発型産業の育成、食品産業との連携
による商品の開発や販路の開拓等を含めました多様な産業の振興が必要であるとの意見があり
ました。  

 中山間地域における新たな地域活動の誘発、地域農産物の消費拡大、就業機会の創出等の観
点からも都市・農村交流が重要であって、グリーン・ツーリズム、市民農園等の整備が積極的に進
められる必要があるという意見がありました。  

 最後に、「新たな公的支援策のあり方」についてでございます。  

 この点はさまざまな議論があったわけでございますが、中山間地域においては、農業の担い手
の脆弱化や農地の荒廃によりまして、農業・農村の有する公益的機能の低下、喪失が懸念されて
いる地域が広範に存在し、その影響が下流域の都市住民を含む国民全体へ及ぶことが危惧され
ているわけでございます。  

 基盤整備等の既存の投資助成的施策により、中山間地域の公益的機能の維持を図ろうとする
ことについては、農地の面的な保全が十分に確保されなければ限界があることから、既存施策の
効果と問題点を明らかにしながら新たな公的支援策を検討する必要があるという点で委員の意見
が一致しております。  

 また、外部経済効果に対しましては、直接的に働きかけ得る直接支払いにつきましては国民の
納得が得られなければいけないということで、納得が得られるような仕組み、運用等をつくってい
かなければならない、適切な農業生産活動等の維持を通じまして中山間地域の公益的機能の維
持・発揮を図っていくために有効な手法の一つであり、さらに議論を深めることが必要である、とい
うことで意見は一致しております。  



 こうした公的支援の対象地域につきましては、十分地域の実情を踏まえながら公益的機能の維
持・発展を図ることが必要である、さらに、それを明確化するための検討が必要である、ということ
でございます。  

 また、公的支援の対象となる主体につきましては、地域の実情に応じまして、個別農業者だけで
はなくて、営農集団や団体等幅広く対象とすることが適切であるという意見が多数ございました
が、他方、農協や農家などによる地元の集団を対象とするのが現実的であるとの意見もございま
した。  

 また、公的支援となる対象の行為につきましては、国民の理解を得る観点からも、公益的機能
の維持・発揮に資する一定の行為に対して支払うべきであるという意見が多数ございました。  

 さらに、直接支払いが効果を上げるためには、何といいましても地元が盛り上がって農業振興に
熱意があることが前提になるわけでございまして、計画の策定や費用負担等の面で地方自治体
が積極的に関与することが必要になってくるのではないかという意見が多数ございました。  

 また、直接支払いの検討に当たりまして、既存施策の効果はどうであるか、問題点はないかとい
ったことを明らかにしながら国民の納得を得ていく必要があるという意見、費用負担にはおのずと
限界があることから、平場では一層の生産性向上を図る努力が必要がある、との意見がございま
した。  

 調査会は新たな公的支援の基本的な考え方についての方向性を示し、その具体化について
は、調査会での意見を踏まえまして、専門家による検討がなお必要ではないかという意見がござ
いました。  

 以上が農村部会におけます議論の概要でございます。  

 それでは、これから残りの時間で、中山間地域に対します公的支援策という点を中心にいたしま
して意見交換をさせていただければと考えております。もちろん、ほかのテーマについても御意見
を述べたい方がございましたら、どうぞ御遠慮なく御発言いただきたいと思います。どなたからでも
御発言いただきたいと思います。  

○委員 「新たな公的支援策のあり方」ということで、中山間地域につきまして随分活発かつ深い
議論をしておられると感じました。大変重要なテーマだと思いますが、中山間地域における新たな
公的支援策の中で「直接支払い」ということが検討テーマに挙がっておりますけれども、「更に議論
を深める」という表現になっております。まさにさらに議論を深めるべきだと思いますが、その中
で、私は個々の農家に対する直接支払いというスキームについては大変問題が多いんではない
かと直感しておるわけであります。  

 一つは、零細な農業構造の温存ということについては何かブレイクスルーが必要であって、温存
を後押しするということは問題がある。  

 もう一つは、これは恐らく十分御議論になられたと思うんですけれども、支払い対象とならない他
の農家、あるいは農家以外の地域の人々、そういったものとの不公平感の払拭は大変難しいこと
であろうと思います。問題点のクリアが非常に難しいので、個々の農家に対する直接支払いという
のは、私は非常に大きな疑問を持っているということを申し上げておきたいと思います。  

 直接支払いにつきましては、「国民の納得が得られるような仕組み、運用等となるならば」と慎重
に書いてございますが、感じとして、とにかく何かやらざるを得ないんだという点が前に出過ぎて、
そのスキームが農政上どういう意義を持つか、既存の農政上の施策との関係等から十分論議に
耐え得るか、ひいては国民の納得が得られるかということで、そこの詰めが非常に大事だと思うん
です。先に何か必ずやるんだということを設定しないで、ベースから議論をするということが大事で
はないかと感じました。今後専門家による検討云々等も含めまして、まだ議論を深める、続けると



いうことであろうと拝見しましたので、そのために一言申し上げておきたいと思いました。以上で
す。  

○委員 中山間地域の公的支援策ですけれども、かなり突っ込んだ議論をされていることはわか
りましたが、こういう視点が必要なんじゃないか。それは、中山間地域と平場と、つまりそれ以外の
いわゆる農村地域全体の中で中山間地域に対してどういう支援策をとるのかという、バランスと言
うと変ですけれど、それが読み取れないのが少し物足りない気がするんです。  

 それはなぜかというと、例えば最初の方で「総合的・計画的な農村整備」ということがあって、そ
れは非常に大事なことで、ここには文句をつけることは何も書いてないんですけれども、計画的に
整備を進めることが必要だということだけではなくて、恐らくもっと議論はされたんだと思うんです
けれど、今の農振地域のあり方は一体どうなんだろうかとか、土地改良区については、これはか
なり現場が変質してるわけですから、そういう中で一体どういうふうに機能していくべきかとか、そ
ういうのをきちんと書いて、その中で一つの空間として中山間地域があり、それについては、例え
ば平場のところでいろいろ施策をやったところでカバーできない部分があるからここはこういう形で
配慮しなきゃいかんというようなことを枠組みとして設定することが大事なのではないかという気が
いたします。  

○専門委員 基本的なところでの疑問点は今委員がお話をしていただきましたので、その辺は省
かせていただきます。  

 ただ、私も農村の状況を読ませていただいて、いいことづくめは書いてあるんですけれど、じゃ、
一体農村をどういう方向に動かしていくんだろうというイメージがいま一つつかめないといいます
か、総花的になっているという印象なんです。  

 先ほどの株式会社とちょっと重なるんですけれど、株式会社をどうしようかというときに、私も非
常に気持ちが動いたんです。基本的には株式会社を持っていきたいんですけれど、農村というあ
り方が、どういう形で育てていこう、またはどうあろうかという方向づけが農村部会で出るのかなと
思っておりました。そういう意味で、この中の農村の位置づけを考えますと、先ほどの株式会社は
とても無理ではないかという気がするんです。  

 それはなぜかといいますと、「一般に農地の権利取得を認めることは」というところの３番です。
「周辺の家族農業経営と調和した」云々というくだりがあります。これにつきましては、前回の農業
部会で淺田委員から、非常にいいケースとして、企業が土地の方と融合してるというお話があった
んです。でも、実際にこれは、融合はしてるんですけれど、生活面、人との交流がどこまでいかれ
るかということが問題だと思います。農村の方とどういうつき合い方ができるんだろうか。  

 ちょうど銀座の街を夜歩きますと、銀行がボーンと通りに面していて、真っ暗なんですね。銀座を
歩いていて、銀行だけが真っ暗でドーンと威張ってますと、もうちょっとにっこり笑ってほしいなと思
って、銀行というのはお金を貸すんだから、もうちょっと裏に引っ込んでほしいなというのができた
当時の印象でございました。そういう思いで、同じように、農村地帯に会社ができましたときに、恐
らく企業マンション住まいの人たちで、永久に住もうという人たちは来ないんではないか。そうする
とつき合いができないんじゃないか。そうすると農村がまた分かれてしまうのかなというようなこと
を考えて、大変ためらったわけでございます。基本的には株式会社に持っていかないと農村の経
営はとても大変だとは思いますけれど、農村を破壊する。破壊すると言うとオーバーですけれど、
その辺を考えます。  

 もう一つ、そのときに考える基準としまして、料理番組をやっておりまして、料理のお皿から伝わ
ってくるもの。細かく説明しますと時間がかかるんですけれど、「グローバル」という言葉も、経済界
の「国際化」という言葉で考えるのか。20世紀のグローバルというのは資源がまだ無尽蔵にあると
いう視点のグローバルだったと思うんです。でも、21世紀のグローバルというのは有資源からスタ
ートしなくちゃならない。そういうときに地球レベルで物を考えていかなくちゃならない。そうします
と、農村もその辺の中でうまくすみ分けるという形で物を考えていかなくてはいけないんじゃないか



という、この視点をどうとらえるかということで私自身は悩みまして、結局は21世紀のグローバルと
いいますのは地球レベルで物を考えていって、日本は日本なりの考え方。農業というものがさらに
そこで市場原理というものを導入させなくてはいけないというふうに思いました。以上でございま
す。  

○専門委員 新たな公的支援ということで、条件不利な中山間地域、場所によっては崩壊の危機
に瀕してる地域に対しまして、その公益的機能に着目して何らかの公的支援の措置を導入しよう
じゃないかという農村部会の方向づけに対して敬意を表したいと思います。もちろん、先ほど来御
指摘のように、対象地域をどうするのかとか、対象の主体をどうするのか、あるいは行為そのもの
をどうするかという幾つかの問題があると思いますが、それらの議論が深まってぜひ実現していく
ように期待するものです。以上です。  

○委員 私は農村部会でございますので、農村部会の議論は重ねてるものですから、中山間地
域の位置づけというのがみんなわかった上での議論だったので、たまたまこのまとめをご覧くだす
った方々には、位置づけのパンチというか、基本的な考え方のところは、あるいはもっと説明をし
た方がよりおわかりいただけたのかなという、これは感想でございます。  

 どういうふうに位置づけているかというのは今さら申しませんが、先ほど所得補償のところで、お
隣の委員からもお話がございましたので、私の若干の意見だけ、部会でも申し上げなかったの
で、ここで言わせていただきます。  

 個人補償ですね。何らかの形で個々の農家とか個人に給付する形のものが非常に問題だし、何
か特別のことのような御意見でございました。あるいはそういうふうにお考えになってる方がほか
にもいらっしゃるんじゃないかと思うんです。しかし、ちょっと考えてみますと、今まででも、額が小さ
い、規模が小さいだけで、各県ともこれに類することを、殊に林業の分野ではいくらもやっていて、
個人に対する所得補償は珍しいことじゃないんです。  

 この会でも申し上げたかもしれないんですが、しばしば部会で申し上げた例を申し上げますと、
宮崎県の国土保全奨励制度などはそうで、山村の人がそこに住んでるだけで価値があるんだ、国
土を守ってるんだということで、いろんな形でバックアップしてる。一番わかりやすいのが育英資金
だということは、多分この調査会でも一度申し上げた記憶がございます。ですが、ほかにも私の知
っているだけで、例えば各県とも保険ですね。労災保険とか健康保険に林家が入る場合には一部
助成をしている。これは保険ですわね。それから、どこかの事業体に研修に行く場合の参加費を
補助として出しているとか、住宅資金として個々の農家に、家を建てる場合に助成するというケー
スが奈良県にございます。それから住宅を借り上げる場合の経費として、山口県でも林業従事者
の方たちに差し上げるとか、鳥取県では年末一時金のような形でお金をあげているとか、人間ドッ
クへ入るときに、健康保険じゃないですからお金がかかるわけで、その費用を一部ですが支給す
るという具合に、林業のジャンルでも各県レベルではやっていることなんです。  

 そういうことをもっとしっかりと、農業も中山間地も国土を守る人たちですから、この人たちが頑張
ってくださらないと、ここに出ている水は、私もいただいたけれど、こういうものはみんなその人たち
のおかげで私たちは今享受しているわけです。その水の費用すら払っていないでいただいてるわ
けです。そういうことですので、まさに国土の保全、民族の存亡にかかわる日本の国土の７割は森
林です。その森林はだれが守ってるのかといえば、中山間地域の農家なんです。その人たちが守
ってくれている。  

 そういう視点に立って、農と林は一体ですから必要なんですが、そういうぐあいに今までも各県レ
ベルではいろいろやらざるを得ないし、やりつつある。そういう状況の中で、農業の世界でもっと本
格的にやらないと間に合わない、ここまで来た、こういうことであると思います。ですから、もちろん
理解を求めなければいけないんですが、とんでもないことが始まるというようなものではないのだ
ということを説明させていただきました。  

○委員 質問です。公的支援のところとも若干関係があるので申し上げます。  



 計画的な土地利用ということですね。「計画なきところに開発なし」。２ページに書いてあります
が、一番上の丸の中に「計画的土地利用を確保していく」。２番目の丸のところでも「計画的な土地
利用」と書いてございます。「総合的・計画的な農村整備」のところにも同じような表現が見えます
けれども、これはどういうイメージで議論されてここに書かれているのかということをお伺いしたい
のでございます。  

 農業部会でも、農地を確保する、優良農地を守っていくということで、土地の利用計画について
の議論が行われたことはございますけれども、これはある面では農地を守るという道ではあるけ
れども、強制力が非常に乏しい。しかも私権の侵害にもつながりかねない。そういうこともあって中
間取りまとめには、農地というのは資産ではあるけれども公共的な財なんだという表現を入れた
わけですけれども、そういうことと関連して、ここの「計画的土地利用」というのはどういうところまで
突っ込んで議論されたのか、それをお伺いしたいと思います。  

○農村部会長 私で十分答えられるかどうかわかりませんが、事務局で補っていただけばと思い
ますけれども、まず一つは、私の理解では、現在のように農業が非常に後退している中では、都
市近郊あるいは中間の地域では農地がいろんな形で分散的に、いわゆるスプロール化するという
ことが現に起こっておりますし、平坦な優良農地についても、個人の権利はもちろん重要でござい
ますけれども、スプロール化しないような形で計画的な優良農地の保全ということが必要ではなか
ろうかということがあったのではないかと思います。  

 また、中山間におきましては、この説明の中にもございましたように、都会へ出ていってしまって
いないという方もたくさんあるわけでございます。そうすると今度は逆に、農地でありながら、ほか
の用途に転用されないし、結局は荒廃した農地として草がぼうぼうになってしまうというようなこと
がございまして、こういうところを、全体的な管理といいますか、全体的な利用のもとで視野に置か
ないと、なかなか効率的な農業、とりわけ中山間でそういった農地を視野に入れた全体的な管理
計画という視点を持たなければ、ますます効率の悪いものになってしまうというふうなことがあった
と私は理解しております。 また、これまで計画ということは、計画の前に「総合的」というのがつい
ておりますけれども、従来、日本の場合は余り農村計画というふうな、もちろんありましたけれど
も、生活面に十分留意した計画といいましょうか。今までは基盤整備を中心にした農村の整備とい
うことは非常に多かったと思いますけれども、生活面を重視した、また生態環境に十分配慮した環
境保全的な整備ということも必要になってきた。つまり生産、生活、環境、主としてこの三つの側面
から見た総合的で計画的な整備がなされないと期待されるような農村はできないんじゃないか。こ
ういうふうに、十分な説明でないかもしれませんが。  

○委員 それはもちろんおっしゃるとおり大変結構で、中山間地のこともそのとおりだと思いますけ
れど、つまり、そういうことを担保することを、例えば法律でも何でもいいんですけれど、多分法律
になるんだと思うんですが、農村整備法とか、そういう全体の、それを担保するところまで議論され
たのかどうかということなんです。  

○農村部会長 これも十分に答えられるかどうかわかりませんが、いろいろな意味で国民の理解
を得ながら大切なお金を使うということから、そこが継続的に農業生産の場として、また、農業生
産を担う人たちが永続的に生活し得る場として整備されていくことが必要じゃないかと考えられる
わけですね。  

○委員 スプロール化が進まないような、保全するのは結構だけれども、そういうのをどういうふ
うにして担保していくか。  

○農村部会長 国民の大切なお金を使うということで、農業としてはそれにこたえていかなくちゃい
けない。その際に、国が一生懸命であるだけではなかなか担保できない。したがって、市町村とか
地元の熱意を基盤にした、そしてまた地元がその計画を十分周知し、自治体等も補完的に国と同
じように何らかの支援を行っていくということがあれば、そうした計画が実効のあるものに担保でき
るんじゃないかという議論が多かったように思います。不十分な説明かもわかりませんが、事務局
で追加していただくような点がありましたら。  



○会長 もうそろそろ時間ですので、後でまた事務局でまとめてやっていただければありがたいと
思います。  

○農村部会長 どうも失礼いたしました。  

   

６ 全体討議  

   

○会長 そういうことで、いよいよ、お待ちかねかどうか、全体討議でございますが、ぜひ御留意い
ただきたいことを申し述べさせていただきます。  

 農村や農業の現状がいいと思ってる人はこの中にも一人もいないのではないかと思います。そ
のために調査会ができてるわけですから。でも、農村や農業の高齢化が進んだということは、逆に
言うと若い人たちが農村と農業を捨てたということなので、捨てた人たちにどうやったら農村や農
業に戻ってきていただけるのか。そして農村や農業をどうやったらこれから活性化できるのか。ぜ
ひこの観点についてお教えいただきたいと思うわけです。これが一番切実な問題です。  

 そのために、株式会社がいいかどうかは別として、この間部会で出てた議論では、資本の調達と
か、マーケティングのノウハウとか、新しい知識・技術の点で株式会社のメリットもあるという話は
確かに出てたと思います。  

 あるいは、先ほど委員がおっしゃった女性の権利の問題ですね。経営権の確立とか、持分権の
確立とか、経済的な収入の自立性とか。確かに農業者の６割が女性ですから、これはぜひ必要な
ことですね。  

 あるいは中山間地域については、経済の点だけで議論していただきたくないんですね。フィリピ
ンのルソン島の、マニラから北 300㎞のところにコルディリェラという巨大な棚田がありまして、これ
が1995年、世界遺産条約の文化遺産に登録されました。まさに天国に至る階段という雄大なもの
ですが、そのような美しい景観あるいはふるさと、これは21世紀に私たちだれもが求めるもので、
お米や食料と同じぐらい、これからはそのような美しさが大事になってくるので、例えばですが、そ
こに税金を使うことに反対する人はいないのではないか。農業的な効率性が悪くてもですね。  

 今、大きく時代が変わりつつあって、今私たちがやってることもせいぜい2010年くらいを目指して
るわけです。その先はわからない。今大きな転換期ですから、今までの農業基本法が40年やって
きたのに、これからまた40～50年続くような大きな決定的なものをつくろうというのは無理なので、
ですからいろんな可能性について、これからどう世の中が変わっていくか、いろんな針を出してい
く。農業も農村も、食料についても、あるいは日常生活全体についても変わる可能性があって、針
を出していくということが必要で、単に守るとか、こういうふうにぶっ壊せとか、そういう議論でなく
て、これは先ほど専門委員がおっしゃった、未来永劫のものをここで今つくろうとしてるわけではな
いと私は思っております。これ自体、またいずれ変わるときが来るかもしれない。でも、現状を容認
することはできないという危機感はどなたもお持ちではないかと思います。その観点で、ぜひお教
えいただきたい。  

 きょうが限りじゃありませんから、あと２回あるので、余り突き詰めた、思い詰めた気持ちにならな
いで、ぜひよろしくお願いいたします。  

○委員 今、農村で暮らす若い人たちの意見を聞きますと、農業をする人に自立助成金というふう
なものをドーンと出して、例えば農地の心配とか、お家の心配とか、一応勉強した中では、フランス
では、もし御夫婦で入植するんであれば、だんなさんに何百万、奥さんにも何百万と個々に出す。
そんな物すごい施策をとれば絶対農業に若い人は戻ってくると言ってるんです。それが一つです。 



○委員 初めて今度の農業の見直しに消費者の視点を入れていただいたということですので、ぜ
ひ消費者としての視点で一つお願いしたいのは、国の基本法ですので、今、遺伝子組換え食品
が、この間食料部会で最後の方に出ましたら、食料部会長が、こんな大きな問題は食料部会だけ
ではまとめられないし何時間あっても足りないとおっしゃられたんですけれど、国として遺伝子組
換え食品がどうかという検討をする場はなかったらしいんですね。それで食品衛生調査会でも質
問しましたら、ここの場がそれをするところだというお返事だったということなんです。  

 それが安全だ不安全だということは学者の領域でして、私どもはそこまで踏み込めませんけれ
ど、もう知らないで食べてるということなんですね。それで、そういうものをどうしても食べなきゃなら
ない状態なのかどうか。こういうものが入ってきてるんだけれどどうなのかということをやっぱりどこ
かで議論して、初めて食べるものだったら、これから技術がハイテクになっていきまして、種のこと
などもどんどん変わってまいりますと、どんなものが技術開発で出てくるかわからないものですの
で、知らないうちに入ってきてしまって、今、表示ができるかできないかと言っておりますが、どこか
で議論してから取り込むという順序がとれないものか。  

 消費者としましては、先ほどの自給率でも問題になりましたように、食べなければ自給率は上が
らないわけですけれど、食べる食べないを決めるのは、やはり表示で見るより仕方がないわけで
す。ですからそこら辺で消費者の意見を聞いていただく場所、消費者というよりも国民の意見を聞
いていただく場所がないと、これからどんどんハイテクのものが出てくるのではないか。効率主義
でコストだけを問題にすると、どんな技術が出てくるか、ちょっと気になるところですので、よろしく
お願いします。  

○委員 食料部会の自給率の問題と農業部会の株式会社の問題、申し上げる時間がなかったの
で言わせていただきます。  

 自給率の問題ですけれども、まず、このペーパーを拝見すると、非常に困難だという表現が前面
に出ちゃっているということが一つ気になります。そして、いろんな御議論があったけれど、とにか
く国民の８割が、政府のアンケート調査でも、新聞の調査でも、とにかく自給率が上がることを望ん
でいる。そういうときに自給率の目標を定めないで、ただ向上が大事ですというぐらいで、あとは非
常に困難だという言葉がもう一つありまして、目標も定めないで、これだけ議論をして、何だという
ようなことに印象として、本当に印象としてですが、国民の皆さんも、生産者の皆さんも、消費者の
皆さんもこの会議を見守ってるわけです。それで出てきたのが、何だ、目標の設定もできないで、
ただ大事ですという程度では、見守ってくだすってる方たちも拍子抜けだと思うし、まして、ここで後
で教育の問題や何かまで出てくるのに、これに向かってさあやろうという目標抜きでは、この会議
の一生懸命やった議論の意味が半減してしまう、そういう思いがいたします。これが１番目です。  

 それから農業部会の株式会社のことですけれども、これだけいろいろ議論があります。いろいろ
不安材料があるのに、それを抑えてまでも株式会社一般ということでこれを認めるようなよほどの
何かがあるのかといえば、私にはまだ何もわからない。ただ活性化とかそういうことであれば、委
員が言われたように、農業生産法人の見直しとか、まだまだいろんな知恵は出てくるだろうと思い
ます。これだけいろいろ不安があることをあえてやってしまうほどの理由があるだろうか。私も大変
恐ろしいことに踏み出すことのないようにということを祈っております。以上２点です。  

 もう一つついでに申し上げますと、棚田のところで先ほど、中山間地に補償しますと、そういう零
細な規模の農家を温存することになるというような御意見もございました。そんなことを言うと、棚
田なんていうのはまさに零細そのもので、だから放棄されてしまうので、これをどうやって守るかと
いうことでありまして、日本は中山間地は農地も森林も零細そのものでして、だから外国とそのま
ま競争できないわけで、こうやって苦心しているので、零細なものを温存する、何でも大規模にす
ればいいかという、この辺をきちっとさせる必要がある。  

 農業基本法の見直しというのは、まさにこの点で何でもかんでも大規模化して競争させればいい
んだという大前提があっては、今後の日本の農業、まして文化や環境という側面からいったら、と
ても守れない。これははっきりさせていただきたいと思います。  



 以上です。  

○会長 ありがとうございました。余り時間がありませんので、手短にお願いいたします。  

○委員 今、委員が発言されたんですが、全く逆の立場で申し上げて恐縮なんでございますけれ
ども、それからまた、尊敬する会長の御意見にも私は逆の立場なんでありますけれども、今日は
経団連から出ていらっしゃる委員がいらっしゃいません。私は経済同友会から出ている。もちろん
個人の意見を拘束されているわけではございませんけれども、一応財界あるいは経済界的な視
点からの意見として若干申し上げたいんですけれども、今、委員が言われたように、今度の農業
基本法の改革は一体何のためにするんだ。恐らく共通項としたら、日本農業が21世紀にダイナミ
ックに生き残っていくということだと思うんです。その中で一体どういう手段を講じるかということが
我々自身の検討の課題であろうと思うわけであります。  

 まず、さっき会長がおっしゃった、美しき国、美しき農業。お著作も読ませていただきまして、感動
する面もたくさんあるんですけれど、しかし、お金は無限に使ってもそれをやればいいということで
はなくて、私は先生のお考えに賛成だけれども、やっぱり常にそのときにコストと便益の両面を計
算した上で、どこまで苦しい財政の中でお金が出せるんだという視点を欠いて、無限にお金を出し
て美しい国づくりをすればいいという考え方はやっぱりおかしいんじゃないかと思っております。  

 それを前提にして考えたときに、今度我々の意見がまとまって答申が出る。一体答申の目玉は
何になるんだろうかと考えると、今の状態でいった場合には、過去の継続性の中で、言葉ではいろ
いろ言えるにしましても、どれだけ変わるのかということになると、目玉という言い方は語弊があり
ますけれども、そういったものがほとんどない答申になるんではないかということをかなり懸念いた
します。  

 そういう点から私は四つほどの点について申し上げたいわけでありますけれども、第１点は自給
率の42％。これはおおむね先ほどお話があったとおりで私も妥当だと考えておりますけれども、二
つ目は、中山間の問題ともかかわりがあるんですけれども、現状における所得構成から見ると、
サラリーマン世帯よりも農村の世帯の方が年収が多いという状態になってる。これは兼業農家の
収入が高いからということですね。そういう意味で私は、これからのお金の使い方を重点的に専業
農家、これからの日本の農業を背負っていく専業農家を優遇するような基本ポリシーを立てまし
て、兼業農家の場合にはある意味ではそれを減らしていくというふうなウエイトづけがあっていい
んじゃないかと思っております。このことは、例えば北海道で言えば専業農家が非常に多い。耕地
面積も本州に比べると十数倍という状態にございますね。そういったところの専業農家が離農して
札幌なり東京へ行ってしまうという事態が起これば、法人組織の弊害の比ではないと私は認識し
ております。そういう点からいけば、専業農家を育成するということを中心にして将来の日本の農
業を担う人々を育てていく、こういう姿勢が必要ではないかと思います。これが第２点です。  

 ３番目は今の中山間地域の問題で、先ほど私は発言しなかったんですけれども、今日のお話を
伺って、かなりの部分は納得的なんですけれども、先ほどの部会長のお話を聞いておっても、あく
まで農業というものを中心にして中山間を考えていらっしゃる。総合的な施策云々と言われるけれ
ども、農業を主体にして考えていらっしゃる。それをもっと広げて、あえて言えば、今の縦割り制度
の弊害というものを除きまして、本当に総合的な形で、通産省もそれに加わるということもやって、
本当の意味での総合的な中山間の発展というのを考える。幾らお金を注ぎ込んでも農業ではや
れないという地域もたくさんあると思います。そういうところは別の形で食を創造するような、産業
を移住させるというふうなことが必要になるんではないかと思います。  

 そして４番目の問題として申せば、さっき北海道の問題を申し上げたんですけれども、日本全土
の中で本当に競争力のある農業をつくっていくためには、力を入れるべき地域と、ここは別の形で
生き残らせるとか、そういうウエイトをつけた政策が必要になってくるんじゃないか。例えば北海道
の例で言えば、北海道がこれから生きていく道は農業と観光しかないと思うんです。そういうところ
で、かつ、十数倍という大規模農業、ＥＵに匹敵するくらいの酪農もできてきてるというふうなもの
をこれから育てて、日本の農業を本当に競争力のあるものにしていく。そういうウエイトづけをした



政策対応が必要じゃないかと思います。以上４点、発言させていただきました。  

○委員 木村会長からお話がありました農業の活性化という観点から考えたときでございますけ
れども、何でこういうふうに自給率が大きく下がってきたかということに大きな問題があるし、その
原因を追究しなければならない。こう考えますときに、単純に言いますと、お米だけに頼った農政
というか、農業といいますか、そこに大きな問題があるんではないか。そういう考え方から脱皮す
る必要があるんではないかという気がいたします。  

 最初の農業基本法ができた段階と現在とでは食生活に大変変化が起きている。そういうものに
対応する農業になっていない。あるいは農政そのものもそういうものになっていない。そういうとこ
ろに大きな課題があるんではないか、こういうふうに思います。  

 そういうことから考えますと、自給率の低下。実を申しますと42％ということで現状把握しておりま
すけれども、このままほうっておけばさらに低下する可能性が高い。私はそのように理解してま
す。それをいかに止めるかということを今から始めなければどうにもならないことになるんではない
か。ところが、それをとめるための手段はどうしたらいいかということが余り議論されてない。そうい
うのが問題じゃないかと思うんです。ですから、いろいろと考えてみればたくさんあると思いますの
で、現状の42％が下がるのをいかに止めるかということをもっと真剣に考えてみると、今しなけれ
ばならないことがわかってくるんではないだろうか。ですから提案としては、42％はもっと下がって
しまうから、それを上げようじゃないかという提案を出すことが大きなポイントになるんではないか、
そのように考えます。  

○専門委員 これまで部会でも余り議論にならなかった点について少しお話をいたしたい思いま
す。一つは人材の確保ということであります。  

 先ほど部会長は若者の農業・農村離れということをおっしゃいました。これはこれで非常に深刻
でありますけれども、そのことは実は、ＯＤＡですとか国、市町村なり地域のレベルの行政なり技
術、あるいは研究開発の分野での人材の先細りということにもつながるんではないかと非常に危
惧をしておりまして、これは数がいればいいというものではないわけですね。  

 そういう意味では、農業政策の側からそういう人材を育成する。私も大学の農学部に所属してお
りますけれども、もう少し率直に注文を出すなり、後押しするものは後押しするということがあって
いいんではないかと思います。これはやや長期的なスパンを要することだと思いますので、基本
法の議論にもふさわしいことではないかと思います。  

 もう一つは、政策の内容というよりも、政策の進め方に関しまして幾つか私なりの考えなり要望を
申し上げたいと思います。  

 一つは、この調査会自体が私は一つのトライアルだと思っておりますけれども、議論の中身なり
情報を公開する、国民各界各層からの意見をできるだけ幅広く聴取するというスタイルなり理念
は、今度の新しい政策の中にシステムとして埋め込んでいくことが必要ではないかと思っておりま
す。  

 それから、今日は中山間の問題がございましたが、私も言いたいことはいろいろあるんですけれ
ども、これは省きまして、中山間といってもいろいろあるわけで、市町村によって随分個性がある
わけですね。農業の政策というのは国一本ではどうしてもできない部分が多いわけであります。し
たがいまして、国として責任を持つべき政策の分野、地方で政策を組み立てる分野をある程度き
ちんと仕分けをする必要があると思います。  

 それから、今日の御議論にもありましたけれども、予算なり政策の資源は限られているわけでご
ざいます。したがって、これを効率的あるいは重点的に使うということは当然でありますけれども、
そうしますとこれもシステムとして、農業政策のレビューといいますか、見直しを絶えず行っていく
仕組みをルール化しておく必要があるんではないかと思います。  



 それとの絡みで言いますと、これはアメリカの農業法のやり方がヒントになるかと思うんですけれ
ども、中期的な展望のもとに基本法ができて、その後の主要な政策の推進については、例えば５
年というような期間を区切って、絶えず見直しをすることは当然でありますけれども、一度大点検
をして次の期の政策に生かしていくという、これまで余りなかった政策手法をこの際考えてみる必
要があるんではないか、こう思います。  

 なかなか意を尽くしませんけれど、また別の機会にお話ししたいと思います。  

○専門委員 私もいろいろありますが、時間の関係で２点だけに絞りたいと思います。  

 一つは、今、専門委員もおっしゃいましたように、農業部門で働く多様な人材を確保するというの
は非常に重要だと私も思っております。  

 そもそも一体農村というのをどういうふうに理解するかというのは、農村部会の１ページ目に出て
ますけれども、単に食料供給の場だけでなくて、農業者以外の多様な人材も農村に住む。農業従
事者でない人たちも喜んでここに住めるようにすることが大事だというふうに農村部会では随分議
論してきたと思います。そして、国土・環境とか、水源かん養とか、自然景観とか、いろんなことを
やってきた。ところが、今、特に中山間地において、事務当局から恐るべき資料提出を受けたわけ
ですが、人材が本当に流出して、高齢化して荒廃しつつある。農村を本当に守れないということに
なってきております。ぜひこれは人材の確保ということに大至急政策をとる必要がある。  

 先ほど委員が独立基金みたいなことをおっしゃいました。そういうのも一つだと思います。私はそ
れ以外に繰り返し提案してるのは、いろんな研修施設、例えば都会のサラリーマンとか、そういう
人たちが農村の場で働く研修施設といったものを整備していく。農業高校というのがあって、そこ
になかなか定員が集まらないそうですが、サラリーマンに農業高校へ入ったらどうですかと言いま
すとなかなか大変で、収入的にも抵抗がある。ですから都会である程度サラリーマンをしながら、
あるいはサラリーマンをやめて失業保険をもらうかわりに農業の中に入っていく、そういう制度を
する必要があるんじゃないかという点が第１点です。  

 もう一つは、別の委員の御意見ですが、言ってみればエコノミストとエコロジストの違いかもしれ
ませんけれども、農業を単に経済的なあれだけで見ることに私はどうしても抵抗がある。例えば北
海道は非常に競争力がある。ほかのところは競争力がないからつぶせ。つぶせとはおっしゃって
ないわけですが、そういうことで本当にいいんだろうかと。農業の持つ多面的な機能を国民の負担
において支援していく。ただ、それがたれ流しになるということがあってはならない。それから、そ
の委員もおっしゃる限りがあるというのも全くおっしゃるとおりだと思うんですが、やはりしかるべき
公的資金を出さなくちゃいけない。  

 それはちょうど金融が破綻したときに、やっぱり公的資金で、国民の負担で守ろうという議論が
あるのと同じだと。私は率直に言って、銀行を守るのも大事だけれども、農業を守ることもそれに
劣らず、場合によってはそれ以上に重要だと思っております。  

○会長 ありがとうございました。  

 時間が迫ってきましたが、まだ発言しておられない方、よろしいんでしょうか。  

○専門委員 数点あったんですが、食料自給率や株式会社は省きまして、１点だけ申し上げさせ
ていただきたいと思います。  

 農業政策の、そもそも今回の基本法で何を最も議論しなきゃいけないのかという原点に関するこ
とになるかとも思うんですが、私は構造政策を徹底して進める必要があると思っているわけです
が、中山間地政策でも、いろんな政策が財政負担を伴いながらやられることになってくると、その
前提は構造政策をきっちり進めることだろうと思います。  



 そのための施策が果たして十分なのかどうかという懸念がありまして、一つは、市場メカニズム
を入れる、市場原理を入れるということで、その条件は一応整っているようでありますし、さらに、
市場原理を導入すると、それに伴って経営が不安定になる。経営安定対策もそれなりに仕組まれ
てるということが言われてますが、その経営安定政策の中身ですが、国際的には所得補償のよう
な流れもありますから、こういったものも考えておいていいんではないだろうか。  

 何よりも構造政策を進めるためには、市場原理での競争原理と同時に、新規参入の条件をつく
っておく必要があるだろうと思うんです。今の農地法体系の中ではその道が閉ざされているわけで
すから、何とか新規参入の条件を拡大しておく必要があるだろう。それと同時にアウトする部分で
すね。もちろん兼業農家対策ということもこれありでしょうが、専業農家としてアウトしていく。つま
り、大口負債対策だとか、倒産対策だとか、こういったことも同時に考えておく必要があるんじゃな
いだろうか。構造政策の一層の推進を図るような仕組みにしてほしいということであります。以上
です。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 簡単に。整理の仕方なんですけれども、今日、いろんな御意見があった中で議論し
なくちゃいけないのは、市場原理か公共性かという分け方だけではなくといいますか、それに近い
ことなんですけれども、市場原理を活用するときに、それだけではいけないという意見もありまし
た。しかし、政府の失敗と市場の失敗をきちんと分けながら議論をしていくことがかなり重要なこと
ではないか。そうしないといろんなことが対立で、結局中間報告のような形での整理しかできない
んじゃないかという気がしてるわけです。  

 したがいまして、市場でいける部分は市場原理で押していく。しかし、市場原理だけではいけな
い部分というのは、こういう理由があるからだということできっちり説明した形の整理の仕方をしな
いと、非常にイデオロジカルな議論で我々はここに出てきてるんだという感触で取られかねないと
いう点を危惧しております。したがいまして、以降の取りまとめに関しては、その点について考慮し
ていただきたいということです。  

 特に最後に一言言わせてほしいんですけれども、株式会社の参入のことに関しては、「株式会
社」という言葉だけがひとり歩きしてしまって、本当に重要である農地政策、あるいは産業として自
立していく場合の参入規制の是非、そのあたりをもっともっと本当は議論してほしかったんですけ
れども、株式会社の性悪説、性善説ということで終始してしまったことを非常に残念に思っておりま
す。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 農業部会のところでの質問とか意見で、ほとんど株式会社の話に終始してしまって、
言いそびれてしまったことを１点と、農村部会での１点ということで話したいと思います。  

 まず、農業部会のことについてですけれど、先ほども委員が言ったように、意欲ある経営感覚を
有する農業経営体の育成ということが資料のそこかしこに、例えば１ページ目の「経営感覚に優れ
生産性の高い経営により生産の大宗が担われる農業構造の再構築に向け」とか、そこかしこの文
面でそういうことがにおうわけですけれども、それと認定農業者制度を一層推進していくということ
もあるんですけれども、ちょっと前に食管法から食糧法に変わって、米をつくるに当たって、ある程
度自由に生産して自由に販売していいという形で法律的に緩和された部分があったかと思うんで
すけれども、米をつくってる農家が自分の経営感覚というか、消費者、買い手のニーズに合わせ
た物づくりを心がけて、年末に計画を立てて物を生産しようかいなといったときに、先方と契約が
持てた。実際それを耕作しようというときに、例えば生産調整ということで契約数量に満たなくなっ
てしまうということが実際起きてるんですね。  

 それを遂行しなかったらどういうことになるかというと、国の定めた生産調整を遂行してなければ
認定農家とならないわけです。認定農家を剥奪されたらどういうことになるかというと、ここに書い



てあるように施策の集中がなされなくなってくるわけです。国が一生懸命経営感覚を磨いて頑張っ
てやれよと言いつつ、反面、どこかで抑えてる部分があるという法律には今回なってほしくないと
生産者として希望します。  

 農村政策の方ですけれども、非常に活気に満ちた中山間地域もあれば、本当に地域から逃げて
いってしまうというような過疎が進んでしまう地域もある。それを一緒くたに考えるのは非常に難し
いと思うんですけれども、なぜ人が外に流れていってしまうかということを現地の人たちと話すと、
若者は平場の明るいところを求めるわけですね。ここにいらっしゃる方は自然とかなんとかきれい
事で農村を美化するわけですけれども、実際問題、農村で生まれ育った人たちは決してそれをよ
しとしていない。だから外に逃げ出してしまうという現状もあると思うんです。  

 なおかつ、そういった地域に働く場がない。それがなおさら拍車をかけて町が衰退していくという
現状を踏まえて、ここに書いているような所得補償という形で薄く広く財政負担の軽いところでてこ
入れするというんじゃ、僕はなかなか中山間地域は活性化しないと思うし、先ほど株式会社の話
がありましたけれども、公的資金と民間資金を投じた一つの組織体がもしも干からびた中山間地
域にできて職場があるとすれば、まだ人が残るんではないか。また、そういう企業とか民間投資な
された方に、当然そこから利益を生み出したいということもあるかと思うんですけれども、地域柄に
よって、どれだけ努力をしたところで利益の上がらない地域もあると思うんです。ただ、そういった
地域をどうしても国の中において産業としての農業だけじゃなくて、地域とか環境を保護していか
なきゃいけないという観点に立って民間投資がなされ、した企業に限って例えば税制優遇を行っ
て、永続的にそこに産業が根づくというふうな形で何らかの施策を講じて、そこに産業が起きて活
性化するというものが見えない限り、単に所得を補償して生き長らえてくださいという施策の打ち
方では到底中山間地が生き返るような気は私はしません。以上です。  

○会長 ありがとうございました。時間をオーバーしてしまいまして申しわけありません。本日は、
これにて終わらせていただきます。  

○会長 次回は８月26日でございまして、そのときに最終報告のたたき台を出させていただく予定
にしております。会長代理並びに３部会長と御相談の上、本日の皆様方の御意見を可能な限り反
映して、そのようなたたき台を出させていただきたいと思っております。したがいまして、まだ申し足
りない方は、ぜひ８月19日水曜までに事務局あてに御意見を御提出いただきたいと存じます。何
とぞよろしくお願い申し上げます。  

 それによって次回８月26日に提出いたします資料について一定の合意ができたといたしますと、
９月上旬ころにさらに最後の御議論をいただき、その後、まだ日程は決まってませんが、中旬ぐら
いまでに総理に最終的な答申をする、こういう予定でございますので、何とぞよろしく御協力のほ
ど、お願い申し上げます。どうぞ。  

○委員 19日までに文書で出すというのは大変結構だと思いますが、先ほどおっしゃった会長、会
長代理と３部会長で、何人から出てくるかわかりませんけれど、そのペーパーをお読みになって最
終報告書をまとめられるときに、恐らく事務局の農政当局と意見が合わないところも出てきて、す
り合わせをいろいろされるんだろうと思います。そのときに私どもに、文書を出したときに、これは
こういういろんなあれがあって全部は採用できない。例えばここのところはちょっと考慮するとか、
そういうのを、どんな形でもいいからフィードバックをしていただきたいと思うんですけれども、そう
いうことがお願いできるかどうかということ。皆さんもお忙しいことは重々承知しておりますけれど
も、何しろ40年ぶりの仕事をやるわけですから、私だって休みは全くないつもりでやりますので、そ
ういうことをしていただけるかどうか。  

 しかし、それはきめ細かくやるのは難しいと思いますので、26日に、５人の方が中心になって事
務局とすり合わせて出していただくたたき台について、今度懇談会になれば表現の問題とか何か
が絡んでくると思いますので、さらに、それはやっぱりペーパーの方がいいと思いますから、それ
を提出させていただくことが……。さらにですよ。  



○会長 26日ですか。  

○委員 その後。そういうことがお願いできるのかどうか、それを御質問したいんです。  

○会長 まだ事務と話してませんが、可能な限り御意見に沿うようにいたします。  

 それから、先ほど専門委員がおっしゃっておられたように、議事録を後で公開するということもぜ
ひとも考えなきゃいかんことだと思ってます。全部の議事内容をですね。それでよろしいですか。ま
だ相談してないから、私一人で言うわけにいかないけれど。  

 よろしいですか。  

○企画室長 はい。  

○会長 よろしいそうです。よろしいですか。  

○委員 はい。  

○農業部会長 だけど、非常に時間が限定されてますから、ある程度文案がまとまったところで、
それについて具体的な御意見がある場合には、むしろ出していただいた方がいいように思いま
す。その方が審議も能率的だと思います。  

   

７ 閉会  

   

○会長 そうですね。それでよろしければ、本日はこれにて閉会させていただきます。  

 次回は、今申しましたように８月26日を予定いたしております。正式には事務局より別途連絡さ
せていただきますので、よろしくお願いします。  

 本日は、まことにありがとうございました。  


