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１．開  会     

○会長 それでは定刻になりましたので、まだお見えにならない委員の方もいらっしゃいますが、
これより、食料・農業・農村基本問題調査会第３回の合同部会を開会させていただきます。お忙し
いところ御参集賜りまして誠にありがとうございます。  

 本日の会議は、午後４時半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。  

２．会議の進め方について    

○会長 それでは、議事に入りたいと存じます。  



 前回の合同部会では、部会における検討内容について意見交換を行っていただいたわけでござ
いますが、比較的に基本的な考え方だとか総論的な事項を中心に意見が出されたところでござい
ます。  

 今回、合同部会の最後でございまして、次から調査会に変わりますが、今回はこれまでの検討
をもとにいたしまして、従来、議論が尽くされていないと思われる事項とか、意見の分かれている
事項につきまして、やや論点を絞って議論を進めていってはどうかと考えております。このため、
議論の便宜となりますよう、主要討議事項と考えられる事項につきまして、私の方で簡単なメモを
作らせていただきましたので、これも御参考にしながら意見交換を行ってはどうかと考えておりま
す。  

３．主要討議事項に関する意見交換    

 ※資料説明    

○会長 まず事務局の方から、前回の合同部会における議論の概要と、今申し上げました「主要
討議事項」、お手元に配布してあると存じますが、１枚紙のものでございます。この２つの資料につ
きまして説明をお願いいたします。よろしくお願いします。  

○事務局 それでは、お手元に資料５「第２回合同部会における議論の概要」ということで、前回
の合同部会におきます概要につきましてまとめておりますので、それにつきまして読み上げながら
御説明させていただきたいと思います。  

 まず、１ページ目でございますが、「検討に当たっての視点」という点から７点ほどございます。  

 国民の暮らしと命を守るためにはどのようにあるべきかという観点から考える必要がある。  

 農業の位置づけを明確化するために最も大切なことは、国民に情報を提供し、国民の関心、理
解を得ることである。  

 国民の関心、理解が薄い理由は、これまで農業サイドが国民・消費者の方を向いていなかった
ため、消費者の選択がないままに政策決定がなされてきたことに原因がある。川下のニーズに合
うものをどのように作っていくかが重要である。  

 農業、農村は、食料に対する消費者の需要があるから存在するのであって、消費者が求める農
業、農村はどうあるべきかという発想に立って考えることが重要である。  

 農業者、農業団体は、国が責任を持つべきであるという前に、自らどのようにしたいのかというこ
とをまず示すことが必要である。  

 ＷＴＯ体制の継続を前提として考えていくべきである。  

 財政の制約ということを大きな枠組みの要素として考える必要がある。現在の農業予算の範囲
でどのように活用していくかを踏まえながら議論する必要がある。  

 次に、２ページ目は「我が国の食料安全保障のあり方」の関係でございますが、まず、「世界の
食料需給」の関係でございます。  

 世界的に見て今後は小規模の局地紛争はあるかもしれないが、冷戦構造終結後の食料安全保
障の考え方に変えていく必要がある。  

 今秋の記録的少雨やエルニーニョ現象等、短期的に見ても世界的な異常気象の状況にあること
を考慮する必要がある。  



 それから「食料の安定供給の確保」の関係でございます。  

 食料についての国民の不安の源泉は、有事の際の食料確保、食料の安全性、現在の食生活水
準が維持できるかどうかについてであり、有事の際の食料確保に対しては幅広い担保措置を、安
全性の確保に対しては情報開示の徹底をそれぞれ図ることが必要である。  

 現在は、食料の半分以上を輸入に依存しているが、輸入確保対策をどのようにとるのかというこ
とがこれまでの議論に欠けていたことから、輸入が途絶えて困ることのないよう対応策を考えるこ
とが必要である。  

 自給率と自給力を高めるために米やその他の農産物に対する国の財政支援が必要であるとの
考え方は旧態依然としており、単に自給率を上げろということではなく、自給力を高めるためには
どうすべきか考えることが重要である。  

 自給率を上げることによって、新たなコスト負担を伴うというのでは国民の共感が得られ難い。  

 現在の食料自給率は先進国の中で最低水準であることから、自給率の向上を図り、作目別の
生産目標数値を掲げるべきである。  

 将来的なことを考えれば、いかなる条件においても国民が困らないよう食料の安定供給を図る
ため、国内自給を基本とし、足りない部分を輸入で補うべきである。  

 生産すなわち供給ということではなく、生産と販売を一体的に捉え、これを供給と考えることが必
要である。このため、いかに消費者に対して情報を提供し、供給システムを整備するかが重要で
ある。  

 「その他」の関係でございます。  

 日本型食生活の推進に当たっては、農林水産省だけではなく厚生省の協力が必要である。  

 食生活の教育に当たっては、親の役割が重要であり、その観点から人の教育が必要である。  

 ３ページ目は「国内農業生産の位置付け」の関係でございます。  

 適地適作は日本の中だけではなく、世界の中で考えるべきであり、そうした観点からは、麦や大
豆等は米国等で作った方がよいのではないか。  

 農業の位置付けをきちんとすべきだということが基本にあって、その中で必要とあればそれなり
の支援をすべきである。  

 農産物も国際商品であり、産業としての農業の位置付けを明確にすべきである。その中で農業
特有の条件を考慮することが必要であるが、コストを全く考慮せずに農業を聖域化することは不
適切である。  

 農業が有する環境保全や風景、文化等の価値と、産業としての農業の問題とは切り離して議論
することが必要であり、産業政策と混同したり、これらを対立軸として捉えることは不適切である。 

 次に４ページ目は「農地、担い手及び国内農業の生産性向上」の関係でございますが、まず「農
地、担い手のあり方」でございます。  

 稲作については既にどのように規模拡大を進めるかの手続き的な段階を迎えており、例えば強
権発動的な流動化措置を考える必要があるのではないか。  



 現在の農地総量を確保するためには、しっかりした土地利用計画が必要である。  

 大規模農業と小規模農業、あるいは専業農家と兼業農家については、対応を分けて考える必要
がある。  

 担い手については、これまでのやり方では限界があり、株式会社や第３セクター等を活用して若
者を引きつけることが必要である。  

 担い手の育成に際しては、ＯＪＴ（日常業務を通じた実地訓練）の充実強化が必要であり、トレー
ニングシステムを整備した上で、新政策で掲げられているような経営体が市場に適応することが
可能な農業を構築していくことが必要である。  

 次に「農業の生産コスト」の関係でございます。  

 農産物のコストではなく、食料品のコストという観点から考えることが必要である。生産者段階の
コストはその一部であり、流通・加工・消費段階でのコストが大きい。  

 コストについては、どれだけのスパンで考えるのかが重要であり、短期的に見れば、海外農産物
を買った方が安くても、数十年先のことを考えれば、農山村が維持されなくなることによって、農地
や森林の荒廃が起こり、結果として莫大なコストを要するということになりかねない。  

 内外価格差の是正は必要であるが、農業は自然条件や立地条件等に由来する地域差があり、
米国、カナダ、豪州のように安価な土地を活用して輸出農業を展開するようなところとの格差是正
は、農業者の努力だけでは克服し難い面がある。  

 水や土は輸入できない上に、先人達の先々を見据えた植林活動や農業生産活動を通じて生み
出されているものである。こうしたことから、コストを考える際には農業をやめれば川の水が減ると
いった点についても考慮する必要がある。  

 我が国のコメは国際的に見れば高いが、国内の他品目との比較では高くない。  

 ５ページでございますが、全て国が面倒をみるという従来の行政手法では、財政的にもたなくな
ってきており、社会的にもいびつな姿となってきている。市場原理を活用しながら、自立を図る必
要がある。  

 財政やＷＴＯ体制等、我が国農業を取り巻く自由度の制約要因は非常に大きくなってきている中
で、我が国農業の生き残りの道として、市場原理の活用は避けて通れない課題である。  

 財政や規制を用いるよりも、市場を活用した方がより効率的である。  

 産業としての農業との観点から、市場原理の活用が必要であるが、一方で市場原理の実態につ
いても考える必要がある。安価な農産物であってもモノカルチャーで農薬を大量に使用する資源
略奪型農業により環境問題が生じる等、自由貿易原理だけでは割り切れない問題が出てきてい
る。  

 農産物は食料であり、市場原理だけでは安全な食料を供給できない。食料は国の責任において
安全なものを安定的に供給すべきである。  

 農業は土地を必要としており、土地そのものが市場原理だけでは割り切れない面を有している
ように、市場原理で割り切れないものは何で、そのためにはどのようなルールを必要とするかにつ
いて検討することが必要である。  

 ６ページ目は「農業生産と環境の関係」でございます。  



 農業生産と環境の問題の重要性は認めるが、基本的には農業も産業としての位置付けが必要
であり、コスト低減を目指す必要がある。  

 人間が自然と一体となってモノを作り出すことの大切さを認識すべきである。農林漁業は自然の
サイクルに則り、資源の収奪だけではなく、環境に寄与する産業である。農業は水と空気をコスト
を使って作っているが、他産業はそれにただ乗りしているので、環境保全機能については税金を
使うべきである。  

 「持続可能な開発」は、かつての日本農業が実践してきたことであり、伝統的な農業をもう一度
評価し直すことが必要である。  

 環境と調和したかつての複合農業経営を見直し、地球循環を活用しながら、経営の複合化を重
視した政策とすべきである。  

 現在は、海外から６割の栄養分を移入して、それを排出し、国内で富栄養化を招いている状況
にあり、こうした窒素バランスの崩れを地球的規模で改善していくことが必要である。  

 海外における森林破壊や資源略奪型農業等にみられる環境問題は地球的課題である。  

 ７ページ目は「農村地域の振興・活性化と中山間農業のあり方」でございます。  

 旧村単位で集落を再編成し、地域ぐるみで土地利用や転作への取り組みを行う等、大規模農家
と中小規模農家が混在したシステムの集落営農を考えていく必要がある。  

 土地利用型農業においては、自立した経営は、その経営だけでなく地域の中で多数の農家の助
けを得ながら発展しているということについて考慮する必要がある。  

 子供の頃からの学童農園や体験農園を活用した農業教育の実施が重要であり、学校教育のカ
リキュラムへの組み込み等、文部省の協力が必要である。このことは動植物の命を大切にする心
の教育にも通じる。  

 農業体験は、学校だけにとどまらず、農地の貸し手や技術者、指導者、父兄等が一体となって
地域ぐるみで取り組むことによって、まちづくりにもつながる。  

 中山間地域等に対する直接所得補償等の施策に関しても、財政の制約という限度があることを
前提として議論する必要がある。  

 以上が前回の議論の概要でございますが、お手元にあります資料６、７、８が、前回の第２回合
同部会におきまして提出させていただきました各部会の議論の概要ということで参考までにまたお
手元に配布をさせていただいております。  

 また、資料９は当調査会あての要望書ということで、その後出てまいりましたものをまとめたもの
でございます。  

 戻りましてＡ４判で資料４という「主要討議事項」、会長がおまとめになられました項目でございま
すけれども、これも読み上げまして御紹介させていただきたいと思います。  

○今後の食料・農業・農村政策の展開に当たって考慮すべき事項  

○我が国の食料安全保障のあり方及びその中での国内農業生産の位置付け  

 ・食料自給率の取り扱い  



 ・食料供給の質的確保等  

○優良農地の確保・有効利用と効率的な経営体の育成  

 ・農業構造の改善  

 ・意欲ある担い手の育成  

 ・株式会社の農地取得問題等  

○価格政策及び農業経営の安定のあり方  

 ・農産物価格支持のあり方  

 ・農業経営安定対策等  

○農業生産と環境の関係  

○中山間地域等条件不利地域における農業の展開方向及び施策のあり方  

 ・中山間地域等における農業の展開方向  

 ・条件不利地域への支援のあり方等  

 以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

 ※意見交換    

○会長 それでは意見交換に入りたいと存じます。  

 お手元にお配りしてあります「主要討議事項」は、今、事務局から読み上げていただきましたよう
に、大きく６つの項目に分かれておりますが、便宜上、この項目に沿って意見交換を行っていきた
いと思っております。項目の中の小項目は、今までの部会、合同部会において議論の中心になっ
た事項などについて例示してみたものでございまして、必ずしも議論をこの小項目に限定するとい
う必要はございません。こうした項目も念頭に置いて議論していただければと、その程度でござい
ます。  

 それに各部会長さん、今までずっと我慢の子でおいでになったと思いますが、ぜひこの機会に自
由に御発言いただければ幸いでございます。  

 それでは、まず最初の「今後の食料・農業・農村政策の展開に当たって考慮すべき事項」につい
て御意見をちょうだいいたしたいと思います。６つに整理してありますが、これ以外にもこういう肝
心な項目があるのではないかという御意見も含めて、１番目、これは要するに今の調査会の大目
標ですね、何のためにやってるかと、そういうフィロソフィーが入ってくると思いますが、これについ
てまず御意見をちょうだいできればと、こういうことでございます。  

○委員 ４月からおよそ半年にわたって議論してきたわけですけれども、我々は何のためにこの
議論を始めて、そして続けてきたかということは、当たり前のような話ではありますが、今の基本法
を見直す上で基本となるようないくつかのテーマについて意見を出して、それをもとにしてこれから
農業基本法を新しくするのか、あるいは修正するのか、まあ多分新しくするんでしょうけれども、そ
れを作っていく。これを政府提案で国会に出し何条にどういう項目を入れろとかいうことは我々の



仕事ではもちろんなく、そのためのいろいろな意見を出すということだろうと思うんです。  

 それを考えていく上での視点は、それは最初に橋本総理から諮問をいただいた中の言葉が、実
はわりあい大事なことだと思うんです。改革を求めるんだと、そのための意見を出せということが、
私どもがいろんな議論をしていく上での基本的な視点になければならないと思うんですね。そのた
めには、今いろいろ法律もあるし制度もあるし、そういうものを改革に必要な部分については大胆
に見直していくという方向で、これからの食料・農業・農村政策の展開というものを考える必要があ
るんではないかというふうに私は思います。  

 そのときに、今いろいろ各地に、別に公聴会だけではなくておじゃまをして話を聞いてる中に、や
っぱりまだ生産者側の意見の中に、これは農業の法律なんだと、農業をどうするかということを改
めて考える法律なんだと、そうあるべきだというようなことをおっしゃる方が大変多いんですけれど
も、それはもちろん大事なことではありますが、私は今やそれだけでは、日本人の食料とか農村に
ついての考え方を決めていくことはできないのではないか。ですから、そこはあえてですね、まあ
それはもちろん上手に説明をしなければいけませんが、農業ということは一番の核にあるわけで
すからもちろん一番大事ではありますけれども、それを農業者だけではなくて、一般の国民がどの
ように考えていくのかということを精神として貫いていくということを私は考慮して、これからの作業
を進めるべきではないかとに思います。以上です。  

○会長 ありがとうございました。全世界的に今が大きな転換期にあって、その中で国民の暮らし
と命を守るための新しい法律であると、それを作るために我々は調査してるんだと、こういうことで
すね。  

 「国民の暮らしと命」というのを、先ほど事務局がまとめていただきました。この間の合同部会の
文字に「暮らしと命」と漢字で書いてありますが、私はできたら平仮名で書いてもらいたいですね。
これは大和言葉なので、「生活と生命」ということとはちょっと意味合いが違って、これは女性の感
覚でありますが、胸にジンとくる言葉で、私はあえて平仮名にしたいなと思います。これは私個人
の気持ちではありますが、確かにそれが大事な点にきてると思います。ありがとうございました。で
は、お願いします。  

○委員 基本的な問題としまして、農業基本法のための調査を現在いろいろやっておるわけでご
ざいますが、農業基本法に止まるのか。または、農業基本計画というようなものまで入るのか。こ
の質問は、ごく最近、科学技術基本法というものができますと、科学技術基本計画というのが付い
ております。あるいはまた環境基本法というのができますと、環境基本計画というようなものが続
いて出てるんですね。今回の場合はそれはどうなんであろうかと、こういうことなんです。  

 私は今回、橋本総理が改革のために必要なんだということであれば、変化の目標とスピードとい
うことが非常に大事な内容になるんではないかと思います。どうしても基本法ということだけですと
ビジョン展開に終わってしまうのではないか。我々民間企業の場合にはプランとプログラミング、プ
ランニングとプログラミングを２つに分けまして、プランは大体ビジョン展開、それに対してどういう
タイムスケジュールをもって接近していくかというのがプログラミングなんですね。  

 ですから繰り返すようですけれども、改革のためであるとすれば、やっぱり目標とそれに接近す
るスピードといいますか、そういうものが必要だし、そういうものがあって、後になって一体どこが間
違っていたのかとか、何か反省するときの・・後になって間違っていたことを前提とするのもちょっと
おかしいですけれども、とかくそういうものができても、こうならなかったのはなぜなんだろうかとい
うときに、やはりプログラミングがなければそういう反省もできない、その後のさらなる修正もできな
い、こういうふうに思いますので、その辺は、もしできたらプログラミング的な考え方というものを別
に作るか、あるいは内容の中に入れるか、そういう姿勢というのが必要ではないだろうかなと、こ
のように思います。  

○会長 ありがとうございました。農業基本法の改正のあり方は最初からはっきりしておりまして、
今の農業基本法はなくなるということですね。これから後、今ここに消費者の代表の方も入ってお



りますし、一般経済界の代表も入っておられますように、国民全体の視点から「農を問い直す」と
いうことだと思いますね。単なるビジョンで終わるというのも、確かにおっしゃるようにちょっと具合
のよくないことで、大体どの辺を目標にするかという視点はやはり必要で、あんまり先のことはよく
わかりませんので、例えば2010年頃を一つの視点としまして、それに向けてこれから国が、もちろ
ん生産者も消費者も一般経済界も、どのように動いていくべきかという何らかの、具体策そのもの
ではないにしても、具体策が見えてくるような、そういう方向ができたらいいかなと、私個人は考え
ております。ありがとうございました。はい、お願いします。  

○専門委員 今の座長の御説明で大体方向が見えたとは思うんですが、今回いろんな形で議論
が分かれております。議論が分かれること自体、私は、この議論は公開されてますので、国民合
意を得る、あるいはどこが問題になってるのかということを知らしめるのに非常にいいことだろうと
思っております。  

 その中で、ただ議論の許容範囲といいますか、とりわけ時間的な問題ですね。何年ぐらいのター
ムで議論すればいいのか、あるいはかなりの未来に対して今、何をしなければいけないかというこ
とももちろん大事だろうと思いますが、過去を振り返って、過去を参考にする場合には、今このよう
なことで参考になるからその議論をするんだとか、あるいはいろいろ抽象的な話があったとしまし
ても、それは今後何をしなければいけないから抽象的な話をするんだという、その議論の時間的
なタームというのがあると思うんですね。我々はどの辺をターゲットとして今この議論をしなければ
いけないのかというふうな許容範囲ですね。それが一つです。  

 それから、いろいろ実は議論が対立しているようでありますが、それを手順の問題として統合で
きる場合もあるんではないだろうか。市場経済化と、そうでないのとが対立するようでありますが、
まずその市場経済ということを前提として、その上で何を考えるのか。例えば国境措置を考えるん
だったら国境措置を考えなければいけない。そのように手順として考えられる部分もあると思いま
すので、その辺の整理をしながら今後まとめられるんではないだろうかと思っております。  

○会長 ありがとうございました。全くそのとおりです。お願いします。  

○専門委員 ２点ほど申し上げたいと思います。  

 一つは委員もおっしゃったことでございますので、ごく簡単に申し上げますけれども、せっかくこう
いう機会でございますので、平時、通常には手のつけることのできないようなやはり思い切った改
革を考慮すべきだと思っております。普通の状態でありますと大きな改革というのは往々にして無
理でございますし、無理して行えば、かえって副作用が大き過ぎてむしろマイナスだということがあ
るわけでございますけれども、言わば戦後の農業政策全体の総決算というぐらいの意気込みで考
えるべきだろうと思っております。具体的な問題としましては後ほど申し上げます。  

 もう１点は、特に、日本の政策が海外の目にどう映るかということでございます。言い換えます
と、政策の一貫性ということを改めて強調いたしたいと思っております。海外との関係ということに
なりますと特に食料の政策でございます。御承知のように93年の不作のときには 250万トンのお
米を緊急輸入したわけでございます。当時、現在もそうでございますけれども、お米の輸入はしな
いというような決議があったわけですが、外から見ると、さして気にすることもなく輸入したと思わ
れても仕方がない面があったように思うわけであります。現在、今度はお米が余ってるというふう
になりますと、途端に援助というか、そういう話が出てくる。  

 それぞれについて私、ここで良い悪いということを申し上げるつもりはございませんけれども、こ
ういった日本の動きが外から見て果してどのように映るか。私は必ずしもきちんとした原理原則が
あって、それに則って政策が動いているとは言い難いような面があるように思うわけでございま
す。  

 あるいはもう一つだけ例を申し上げますと、食料安全保障の問題でございます。このコンセプト
でもってミニマムの食料の供給力を維持するということ自体について私は基本的に賛成でござい



ます。そういうことがあって海外に対しても食料の安全保障ということを我が国は主張していくわけ
でございますけれども、ただ、実際にそれが政策としてきちんとしたスキームとして、危機管理とい
ったことを含めて組み立てられているかというと、これは非常にまだ情緒的といいますか、きちんと
したスキームはない状態であろうと思います。これもある意味では外へ向かっては食料の安全保
障ということを言いながら、中では言わば非常に抽象的なレベルに終わってるという意味では、や
や一貫性に欠けるのではないか。日本の農業というのは先進国の中では、水田農業であります
し、自給率も低いということで非常に特殊な位置にあるわけでございます。したがいまして、理解し
ていただくのにはなかなか苦労する部分が多いわけでありますけれども、であればこそ、政策の
一貫性ということを、またそれを支える原理をこの基本法の中で打ち立てるということが非常に大
事だと思っております。  

○会長 ありがとうございました。今回の基本法の意味を今おっしゃってくださったように思いま
す。全世界が今、精神的に不安定な状態にありますから、目に見えた線をきちっと出すということ
は確かになかなか難しい点ではありますが、でも、おっしゃったことはこの基本法に大きく生かして
いくべきだと思います。では、どうぞ。  

○委員 農業者として現場の立場から考慮すべき点についてちょっと触れてみたいんですけれど
も、今、お米は余っているし、円高で内外価格差が非常に大きいという時点での農業基本法の見
直しということがありまして、先ほど御説明がありました「検討に当たっての視点」の中にも、例え
ば「食料に対する消費者の需要があるから存在する」というような意見については、まあこれはそ
のとおりだと思うんですけれども、この辺の表現にしても、それから「消費者が求める農業・農村づ
くりをするんだ」というような表現も出てきております。しかし、私は先ほどからお話があるように、
中長期的な農業基本法というのは21世紀の中間あたりまでを見越さなければいけないとなると、
例えば80億の地球人口から見た食料のひっ迫というときに、では、今度はこれが逆になるのか、
つまり、ひっ迫したときは生産者に消費者は合わすのかというような表現になりかねないほどちょ
っと極端な感じを受けました。生産現場としまして毎日、台風とか生き物と接しておりますと、その
辺も考慮した基本法の見直しという方向を考えておかないと、今の環境だけにちょっと気になると
思いまして発言させていただきました。  

○会長 ありがとうございました。本当の意味の消費者というのはこれからいなくなるんではない
かと私は思っています。  

○委員 「国民」というような表現でないと、消費者のために農業・農村があるよというのは、それ
は正しいと思いますが、それだけで本当に農業・農村を守れるのかという、消費者とは何ぞやとい
う、私、現場におりましてちょっと恐さを感じるんですけれども。まあ米が余ってるからだという配慮
だけでこういう基本法を考えていいのかということを感じました。  

○会長 おっしゃるとおりです。材料を使って工業製品を作るように、私たちも農産物その他の、材
料を使って今、暮らしをそれぞれに作る時代で、消費者じゃなくて生活者の時代に入っていると思
いますので、消費者対生産者という対立したような概念をとるのは、ちょっと私もどうかなと思って
おります。では、どうぞ。  

○専門委員 先ほどから「改革」という言葉が出ているんですが、昨日19日と、今日20日ですね、
全国消費者大会というのがございまして、全国から消費者が集まっていろいろと議論をしたんです
が、その中で出てきた議論として、今、国民は何を危惧してるかといいますと、例えば改革、改革
と言われていますが、具体的には財政構造改革ですが、それは財政を改革しなければならないと
いうのはわかるけれども、行政改革も、何のためにやるのという話が出ております。財政構造改革
の中では、要は福祉を切り捨てて経済を活性化していくというのが見えてきて、それでは国民生活
は犠牲ではないか。犠牲の上に立って経済を発展させようと、そういうのが見えてくるというような
お話が出てくるわけですね。  

 ですから、改革をここでやらなければならないというのは、農業の問題については消費者もよく
考えている。このままでは日本の農業はだめになるし、ひいては消費者のためにもならないという



ことは十分理解しているわけですが、何のために改革するか。これは国民の食生活のためにやる
んだということを高らかに視点として持たないと、また何かどこかの業界が儲けるためにやるのか
なとか、行政と政治家のためかなとか、まあ農村のためかな、というそういう声は出ませんでした
が、本当に国民の食生活に役立つ改革になるのかという疑問を持たれては大変だと思いますの
で、そこのところを十分視点として高らかに掲げて改革を進めた方がいいのではないかと思いま
す。  

○会長 ありがとうございました。全くそのとおりです。では、どうぞ。  

○委員 改革に当たっての考慮すべき事項として女性に関することが必要と思います。今、農村
で暮らしている、農業就業人口の６割を女性が占めているんです。兼業、専業も含めてその女性
たちがきょうまで農地を守ってきたといっても私は過言ではないと思うんですが、その女性たちが、
まあ私も意見を申し上げなかったのがいけなかったんですが、担い手として正当な評価を受けて
ないというのが現状なんです。  

 それは何であるかというと、21世紀に向けて国の方で男女共同参画の社会を作るということを言
っておりますよね。だけど、本当に農村に暮らしている女性たちは、農業も頑張っているし、地域の
ことにも頑張っている。だけれども、一生懸命頑張っても農地一つも自分の名義にはならないとい
う現状で、私は改革の一つとして、農地とか固定資産ですね、男女共同の名義というか、そんなふ
うに改革していっていただきたいというのが農村で暮らしている女性たちの思いなのです。今、農
村の女性たちがようやく目覚めてきたんです。このままでよかったんだろうかと。「無意識への挑
戦」という言葉をよく使ってみんなで励まし合っているんですが、今まで労働報酬もなく、それから
就業時間もなく、休日もなくというのが農家の暮らしだったんですが、これで女性たちはよかったん
だろうかと、今ようやく目覚めてきたという感じなんですが、適正な評価をいただきたいということが
農村の女性たちの意見です。  

 それから、正当な評価をしていただくことが、来年度になって政策の中へ入ると思うんですが、
今、私たち農家でも家族経営協定というのを結んで、就業時間とか休日とか報酬ですとか、暮らし
方だとか、そんなふうなものを文章にして暮らしに役立てているというようなことが少しずつ出てき
たのです。私がなぜこの家族経営協定というのがわかったかというと、それはいろいろな研修会へ
行ってその言葉を初めて知って勉強したというようなことで、農村に暮らす女性たちが少しずつ目
覚めたので、学習する機会とか、ニュースとか、それから経営に対する簿記だとか、いろいろなも
のに女性たちがようやく目覚めてきました。これからまだまだ兼業化が進むと思うので、政策の中
へ、女性たちの位置づけ、女性たちがもっと一生懸命農業ができるように女性たちの位置づけと
いうのを正当に評価をしていただきたいということなんですが。よろしくお願いします。終わります。 

○会長 わかりました。ありがとうございました。では、どうぞ。  

○委員 ちょうど今、憲法が制定されて50周年、記念すべき年でありまして、きょうも自治法の施行
50周年がありましたけれども、やはり民主的な憲法、いわゆる主権在民ということで、それぞれ自
身の基本権の保障がされて運営をされているわけですね。そういう中で農業にとりましても農地解
放、いわゆる自作農ということが大きく農業の改革につながってまいりました。戦後そういう中に農
民は懸命になって、我が国の復興のために食料の生産に、言うなれば、自分の食べるものを出し
てまでも国に米を出してきたという歴史、背景があります。  

 そういう中で先般の議論の中でも、農業者、農業団体は国の責任という中で、みずからがどうす
るのかということでありますけれど、私は過去のことはそんなに強調したくはありませんが、そうい
うものを心の底にきちんとやっぱり持ちながら今日やってきておる。今いろいろ政策的な、市場開
放原理の中に、ウルグアイ・ラウンドの問題でミニマムアクセスの受け入れも現行やってきてお
る。そして今度の豊作続きで在庫米が非常に増えるという中で、今、政府あるいは自民党で議論
がなされておりますが、これらにつきましてもそれぞれの農業団体は真っ先に、その損失を補てん
する保険制度なりとも補償なり、そういったようなものをいろいろ考えながら、我が国の食料、ある
いは衣食住という基本的なものを農業生産によって賄うんだ。さらに地域の文化というものを守っ



ていくんだという国民的な、崇高な理念にみんなが一本になっておると、私は思っております。  

 そしてもう一つは、常に申し上げておりますように、今後における日本食を通じたもっと豊かな健
康管理と国民性というのを作っていくべきだと思います。  

 さらにもう一つは、自然を相手にする、自然風土との戦いの中に生産という生業があるわけであ
ります。一方はやはり人工的にそれぞれコンピューターといいますか、そういうものを駆使しながら
計算的にできる産業との比というものを、やっぱりもう一遍ここで見直していく必要があると思いま
す。  

 それから、今の資料にありましたように、２つ目としては食料の安定供給の問題でありますけれ
ども、我が国の食料の輸入の９割までがアメリカ一国である、ここら辺は将来の問題を踏まえて、
果してそれがいいのであるのかどうか。ここにも書いてあるように有事の場合にはどうなるのかと
いうような議論の中で、もう少しこういう問題もきちんと議論をしておく必要があるのではないかと
思います。  

 次は、農業生産の位置付けの中で、何遍でも繰り返すようでありますけれども、やっぱり我が国
の南北に長いこの列島は画一的にはまいりません。何とか今回適地適作的な方策が打ち立てら
れないのか。先ほどもお話がありますように、基本法と同時に即その計画というものがそこに裏付
けされるのかどうか。外国に大豆と麦を任せばいいという問題ではないのではないか。まあそれ
は常日頃申し上げるように、もう少し輪作体系というものを考えれば、農地の有効利用という中に
これらをかなり満たすことができると私は思いますし、私ども農業団体なり、あるいは行政を担当
する者は、そういう中での自然の中に生きる文化と農業生産に反映したいと思います。  

 なお、今日やってまいりました担い手育成の問題、担い手の確立問題につきましても、後ほどま
た申し上げます。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○委員 今の委員の御発言にちょっと気がついたことだけ言いますけれども、要するに、なぜ私が
「改革」ということをあえて申し上げたかというと、今の農業、農村が衰弱の中にあることは間違い
がないです。それはやっぱり今までの例えば農政なり、あるいは農業団体の対応なり、まあ一応
政治家も介入していたし、何が悪いかとは言わないけれども、やっぱり衰弱してることは間違いな
いわけです。  

 だけど、どうもこれまでのいろいろな議論を伺っていると、主として農業側の委員の方々はやっ
ぱり現状維持といいますか、何か今までの方が良いんだということをよくおっしゃる。何でこれだけ
今の衰弱の状況があるにもかかわらず、今までのやり方にこだわるのか。つまり、そちらに郷愁を
感じるのかということが私は非常に疑問に思うものですから、それで「改革」ということを申し上げ
たわけです。  

 それで、今、一挙にいろいろなことをおっしゃいましたけれども、お米のことも言われましたが、私
は今度の転換策については今の御意見とは少し違う感想を持っておりますが、今言いますと、そ
ちらの方へ議論がいってしまうので後で申し上げます。  

○会長 ありがとうございました。将来に視点を置いて、同時に、さっき専門委員もおっしゃったよ
うに、世界のこれからの動きも視点に入れてぜひ皆様にお考えいただきたいと私は思います。で
は、お願いします。  

○専門委員 前にも若干申し上げたと思いますが、私は農業というものは食料をつくる産業であ
り、そしてまた、人間は食料がなくては生きていけないわけでありますので、ただ、それがずっと歴
史的な背景を経ながら分業的になって、農業が今、産業として独立して今日あると、こういうような
ことだろうと理解しております。  



 前にも申し上げましたが、私は農業をやっていて感謝されるような、本当に農家の皆さんにこうし
て頑張ってやってもらっていてもらえるんで、安心して食べているよと、こういうような風土が出てこ
ないのかなと思います。何か最近の論議を聞いておりますと、不要論まで飛び出すような話があ
って非常に残念だなと、こういうように思うわけでありますが、本当に自然を相手にして、そしてい
ろんな技術を駆使しながら、長い歴史の上に立って今日の農業があるわけであります。今後も非
常に環境や何かが心配されているわけですが、エネルギー等についても無尽にあるわけではなく
て限りがあるわけであります。したがいまして、これらを大事に大事にしながら、自分たちの食料
確保のためにきちっとした政策を打ち出していかなければならんのだなと。今、食料安保の問題
や何かありますが、やっぱり自分たちの資源を活用しながら、まず可能な限りの食料を作っていく
き、そして足りないところは国際的な貿易によりまかなうということが基本かなと、こういうように思
ってます。  

 そして、そういったものを次世代を担う子供たちにもしっかりと教育をさせて、命の尊さというもの
をきちっと教育の上で生かしていく必要があるんだろう。高い、安い、そういった論法でばかりもの
を考えていきますというと非常に殺伐とした論理になってしまって、いろんないじめとか、そういった
ものにまで発展していくような感じがするわけであります。生命というものについて、本当に大事な
教育も通じてそういったものを植えつけていかないと、今後大変なことになるのかなと、そんな感じ
がしますので、基本的な論理の一つのテーマとしてその辺を訴えてまいりたいと思います。  

○会長 はい、わかりました。では、どうぞ。  

○委員 私の立場は従来から発言しているとおりでありますけれども、今日一番最初に委員が発
言された点について、これは 100％私も同感でございます。全く同じ意見といっていいと思います。
つまり、首相からの指示というものが改革を求めるというところに基本的視点を置いて、この農業
基本法の改正という問題は考えるべきだろうと思うんです。  

 そういう中で具体的に３点ほど申し上げたいと思いますのは、第１点は、これは部会長がおっし
ゃったんですが、一体今度の改革というふうなものをどの辺にタイムスパンの視点を置くかという
ことです。先ほど2010年、「例えば」という意味でおっしゃったかどうかわかりませんが、そういう視
点もございましょうし、それから21世紀を踏まえたという、一部の委員の方から御意見も出てまいり
ました。しかし、この点非常に重要でございまして、10年で考えるのか、15年を目処にして考える
か、あるいは50年先を考えるのか、その辺ははっきり方向付けをしていただく必要があるんではな
いか。それによって私は相当内容が変わってくる可能性があるのではないかと思います。  

 それから、既に前回も議論が出たところでありますけれども、2000年以降のウルグアイラウンド
の問題等々、こういったようなものは好むと好まざるとにかかわらず、大変大きな影響力を持ってく
るわけでありまして、こういった大前提をどのように捉えるかというような共通の認識が必要ではな
かろうかなと思うわけです。  

 それから国際的な視点から日本の農業の問題を考え、そしてそこに一貫性というものも必要だと
いう御意見があって、私も賛成なんでありますが、もう一つ考えるべき点は、今、橋本総理が６大
構造改革というのを大変な情熱を注いでやっていらっしゃるわけでありますけれども、やはりこの
中で日本を変えていくという流れと、我々のやっております農業基本法の改善の問題という点は、
同じような一つの整合性を持って見ていく必要があるんではないかと思います。例えば今、６大改
革の中で非常に進んでおります金融改革、いわゆるビックバンといわれるものの中に、私どもは
非常に巻き込まれておるわけでありますけれども、この改革はもう既に法律的に、外為法の自由
化という形で来年の４月から相当な事態が進展することになっているわけでありますが、その中で
は、多少オーバーな言い方をいたしますと、日本の証券会社、あるいは銀行などがバタバタとつ
ぶれる。あるいはアメリカ資本やドイツ資本に買収されてしまうというような可能性は多分にあるわ
けでございます。しかし、それを覚悟してこの問題に取り組み出しているわけでありまして、私はこ
こでの改革の問題も、そのような大きな流れの中で考えていく問題ではないだろうかなと思うわけ
であります。  



 そういう点から申しますと、一つのキーワードとしては、私は農業問題についても優勝劣敗であ
り、市場メカニズムという視点は欠かせないのではないかと思うわけでありまして、そういったこと
を念頭に置いた議論が必要ではなかろうかと思います。ただ、優勝劣敗というものは、優れたもの
は伸び、遅れたものはつぶれていくということではございますけれども、それを例えばこの農業問
題についていえば、現状の米余りの問題を含めましても、非常に真剣に農業の将来を考えている
専業農家の方々、あるいは前向きな新しいアイデアを出してやっていらっしゃるような方々、それ
に対して一方においては兼業農家という方々もおられるわけでありますが、やはり今後の方向とし
ては、本当に農業のことを考えて、将来の日本の農業のあり方、情熱を持って取り組んでいらっし
ゃる、くくって言えば専業農家の方でしょうか、そういう方々がこれから一つの夢を持ってやれるよ
うなところに重点を置くべきであって、今の米余りの中で、ある意味ではフリーライダー的な形でプ
ラスの面も出てくるというふうな、これは言うなれば兼業農家ということになるんでしょうか、という
ふうな方々が淘汰されるというようなことがあっても、これはやむを得ないではないかと、そういう
意味合いでございます。  

 したがいまして、本当に将来の農業を考えてやっていらっしゃる方が、これから夢を持ってやれる
ような方向でいくという意味で優勝劣敗ということも考えるべきだろうと思っております。以上です。 

○会長 ありがとうございました。一番最初にちょっと申し上げたと思うんですが、人間が見通せる
のはせいぜい30年、「国家百年の計」ということがありますが、これは成功しているときは確かに 
100年先ということも考えながらやるんですけれども、今のように全世界、どうも先がよく見えないと
きはせいぜい30年で、そうすると2025年ぐらいがロングレンジのポイントかなという感じはします
ね。しかし、具体的に何かこれからやっていく必要があるものですから、この調査会としては2010
年頃を一応考えたらどうかなと、私、個人的には考えております。  

 今おっしゃった、ともかく経営意欲のある人たちが意欲を損なわないように改革を進めていく必要
は大いにあると思います。ただ、日本国という国のまとまりの整合性ということがあって、工業製品
とはちょっと違う点もあって、そこの兼ね合いを最終的に来年どのような形でつけていくか、これは
大きな課題だと思いますが、差し当たりは論点の整理ということで、中間答申にもっていこうかな
と、何となくそう思ってますが、今おっしゃっているのは大変よくわかります。では、どうぞ。  

○委員 この前欠席いたしまして、皆様の御意見のまとめを見せていただいたんですけど、要する
に私も工業製品と全く同じであっていいと思わないんですね。やはり農産物というのは命のあるも
のですので、命のあるものを、私ども人間もやっぱり地球上の生物として命のために食べている
と、そういう感覚が根底にあります。適地適作を日本の中で考えないで、世界で考えれば良いで
はないかというような御意見があったようですけれども、もしそれだったら工業だけの国になってし
まったところに人間は快適に住めるかということは、前にも申し上げたように、私は人間は快適に
住めないと思うんですね。本当に効率を突き進めて、押し進めていくんだったら、何年か先には確
かに効率のとっても良い世界が構築できたとしても、それは私の想像では多分ロボットとしてしか
住めない、人間が感情のある生物として存在できるかどうかは、疑問に感じております。というの
は、今コンピューターとかいろいろなもので、ロボットも随分進歩してきましたけれども、そういう世
界になりますと、やはり人間よりも機械の方が優秀だということは多くのところで見られます。そうし
たら人間には何が残るのかと考えますと、やっぱり感性とか情感とかそういうものが今、コンピュ
ーターには代われないものなのではないかと思うんですね。それでは、その感性はどういうところ
から得られるかというと、やっぱり自然の中で得られるものだと思っております。  

 ですから、私も今の農業は大ナタを振るわないと変わらないから、ここで大英断で大ナタを振る
わなければならないんだという観点はよくわかるのです。ただ、先ほど専門委員の方からも御案内
がありましたように、消費者大会に２人して出ておりまして、私は、ここで勉強させていただきまし
た。私は、最初自給率、自給率と申し上げていたんですが、自給力は今はまだある程度ある日本
の中で、私どもが食べることが自給率が上がることなんです。要するに食べないものを作っていた
んでは意味ない。だからお米も余るほど作ったって全然自給率には意味ないわけでして、食べら
れるものを作っていただきたい。農家の方々にはやはり食べる人の立場・・何か今、食べる人とい
いますと、逆に食の外部化も進んでおりますので、こちらにもお出ましになっている食品産業の
方々も、大いに国産のものに対してどういうものを作ってほしいという注文をお出しにならなけれ



ばいけないわけですが、農家の方々はやっぱり注文をお取りにならないで、今までは保護されて
やってきたから、失礼ですが、あんまり研究していらっしゃらなかった。昨日の分科会でも、お味噌
のメーカーとか納豆のメーカーさんが、外国の方がむしろどういうものを作ったら買ってくれるかと
聞きにみえて、日本の場合は量がまとまらないとかいろいろな問題があって制約があるんでしょう
けれども、余り消費者というか、食べる人の方に目を向けて農家はやってこなかったように思うん
ですね。だから、農家の方はやはり、私どもが買い支えられるものを作ってほしいということを、安
全と価格も含めまして、努力していただきたい。  

 今、私どもは消費者大会の中で、大部分の一般の主婦たちの中で、国産品を買い支えようと言
ってる人は多いように思います。ただ、これも今までのように農薬をいくらでも使って、世界一農薬
を使ってる国だと言われていたり、いくらでも保護を欲しいといわれてた農家のままでは支持は得
られないと思います。ですから、どうしても保護をしなければならない部分にやはり財政の援助は
必要かと思いますけれども、すべて透明にして国民の意見を聞いて、それである程度の農業とい
うものを、日本の場合は世界と全然違った地形にありますし、工業品と違うということは天候を相
手にしているものですので、やはり何らかの形で農業を大事にしていく目は持っておかなければい
けないのではないかなと思っております。  

○会長 ありがとうございました。ちょっと一言私、工業に対して弁明したいんですが、工業はロボ
ットみたいにスイッチ入れたらできるものではなくて、ぜひ一度名古屋にありますトヨタの産業技術
記念館に、ぜひ一度行っていただきたいと思います。それは自動織機から今の自動車に至る過程
を展示してあるものですが、感動させられるのは、定年退職した工場の方々がそこで説明しておら
れるんですが、きちんと不動の姿勢です。そこに並べてある道具は全部ピカピカに光っているんで
すね。工場というのは道場だとよく言われますが、これが日本の工業の成功の秘密なんで、中心
線に対して例えばプラス・マイナス２が許容範囲だといたしますと、欧米ではそのプラス・マイナス
２の範囲を全部通すところを、日本の工員さんというのは限りなくゼロに近づけるんですね。これ
が日本の工業の育つところで、では、その精神はどこから生まれたかというと、本来、きめ細かな
農業をやってきた、園芸的な農業をやってきた、あの繊細な感覚に支えられていると思っていま
す。ですから、決して工業は勝手に電気で動いて作っているものではないんで、そのもとにある農
業が実は大事だと私は思っているわけですね。しかし、これは別に今の農業がいいと思ってるわ
けじゃないんですが、でも大事だと思っています。これは工業のために弁明させていただきます。  

 ぜひ一度見学されるといいと思いますね。名古屋にありますトヨタの産業技術記念館、これは本
当に勉強になります。全体の論調にちょっとある感じがするものですから今申し上げさせていただ
きました。  

○専門委員 ３点ばかり申し上げたいと思うんですけれども、第１点目は日本では、私のひがみか
もしれませんが、例えば生産者と消費者とか、都市と農村とか、農業と他産業ですね、こういう対
立的な捉え方というのが多いわけでございます。今まさに国民的合意の中で新しい基本法を作ろ
うという観点に立てば、お互いそれぞれ立場が違うわけですから、そういうお互いの立場の違いを
認め合いながら、お互いにその存在が必要だというような観点で、これを「共生」なんていう言葉で
言ってるんですけれども、そういう観点でいろいろな議論をしていただきたいなというのが第１点で
す。  

 ２つ目には、先ほど来、話がありましたように、農業は頑冥不霊なんていう意識が定着してるよう
ですけど、まさに農業といえども社会の一員でございますから、それを離れては存在し得ないとい
うことはよく知ってるわけで、まさに弱くなっている農業を今にして再生のために改革しなければい
けないということは十分にわかっているわけです。  

 ただ、土地相手、自然相手の仕事でございますから、急に変われといわれてもなかなか変わら
ないということで、一定の方向性を示しながら、やっぱり段階を踏みながら改革を進める必要があ
るのではないかと思うわけです。  

 それから、2010年を目指してということでございますが、農業は2000年来、続いたものでございま



して、ある意味では国民の財産とも言えるべきものでございます。こういうものを次世代に残すと
いうことで、やや長期的な視点も入れながら検討していく必要があるんじゃないでしょうか。以上で
す。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 現行基本法の見直しという視点がやはり出発点としてあろうかと思います。これは農
業部会の方では申し上げたんですけど、現行基本法の理念といいますか、生産性の増大を通じ
て農工間の所得格差を縮めていくという、そういう理念というのはやはり重要な視点で、これを効
率主義と捉えるかどうかはちょっと置いときまして、生産性を通じた所得格差の是正、あるいは効
率性の追求ということは欠かせない話でありまして、その背景には委員の方などもおっしゃられた
ように、いろいろな形での規制緩和、あるいは国際化という、言わば枠がはめられてきている。そ
の中で我々ができることは何か、農業ができることは何かという視点を非常に大事に考えていか
なくてはいけないのではないか。それの一つの方法として市場原理の活用がある。これは前回も
申し上げました。  

 そこで、今日もいろんなお話を聞かせていただいているんですが、どうも二律背反で皆さん、考
えられてしまっているんではないか。つまり、命の話だとか暮らしの話だとか、あるいは環境の話
だとか、そういうものは市場原理を用いたら全くだめになってしまうんだと、あるいは全くそういうこ
とを達成できないんだという、そういう見方で論じられている方が何人かいらっしゃるというのは非
常に気になりました。これは両立できるんですよね。つまり、市場原理も使わなくてはいけないし、
命の問題も考えなくてはいけない、環境の問題も考えなくちゃいけない、そうした視点で農業をもっ
と広く見直していこうという、そういう視点で基本法というものは見つめていくべきだと思うんです
ね。そうしないと市場原理一本でいくか、あるいは市場原理でいけば命や暮らしが守れなくなるか
ら、そこはもう計画経済で国が面倒をみてくれるのかというような話になってしまう。そうではなくて
市場原理を活用しながら、なおかつ命、暮らし、環境、そうしたものが農業の中に取り込められる
ような、あるいは我々の生活の中に農業というものを取り込んでいくようなシステムを作れないか
という、そういう視点で語っていかないと、これはやっぱり対立はどうしても解けないと思うんです
ね。  

 そこで考えるのは、一つには政府の役割といいますか、これをどのように考えるのか。つまり、基
本法の中で政府に何をやれということが改革なのかということだと思うんですね。何もやるなという
ことも改革であり、これをやれというのも改革である。そのあたりの仕分けをきちんとしなくてはい
けないんではないかと考えております。  

 例えば自給率の設定を含めて、あまり政府に「やれ、やれ」と言ってしまいますと、これはやはり
計画経済になりますし、「計画経済」というストレートな言い方をしなくても、どうもいろんな消費者
のニーズを満たすためにあれもやってくれ、これもやってくれということを押しつけますと、これは
一種の強制保険になるわけですね。つまり、輸入の話でもそうですけれども、米の話でも、カリフォ
ルニア米を食べたいと思っている人がいるかもしれない。しかし、それを食料の安全保障というこ
とでストップさせてしまうことは、国民皆保険といいますか、強制保険を行使することになる。果して
そういう政策がこれからの日本にとってふさわしいのかどうかということだと思います。  

 それから農業者の方から、農業が感謝されていないのではないかという御発言がありました。も
っと感謝されてもいいのではないか。あるいは評価されてもいいのではないか。そのとおりだと思
います。それはそういう評価のされ方をするような農業展開をしなくてはいけない。それがやっぱり
消費者に評価される農業であるからこそ、価格の面だけではなくて、もしかしたら、ほかの付加価
値を含めた、あるいは多様性を含めて農業を消費者が考えているのであれば、高いお米でも、高
い農産物でも買うわけですね。あるいは非常に安全だと思っていることが消費者の間に定着してく
れば、それはやっぱり消費者が買っていくわけですね。そういうシステムというのは非常に大事
で、これまでかなり市場を見るよりも政府を見ていたために、どうも消費者の方を向いてこなかっ
たという、そういう部分があるということをどなたかおっしゃっていましたけれども、まさにそこだと思
うんですね。ですから、自分たちの生産物を評価してくれという宣伝も必要だろうし、それは基本的



な意味ではマーケティングだろうし、それから命とか暮らしとか環境という意味では、もっともっと農
業の意義というものを農業側から押しつけるんではなくて、情報として発信していく、そういうことが
必要なんで、そういうシステムを作ることが、この基本法の一つの役割ではないかと思っておりま
す。以上です。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 今までの御議論を聞きまして、現状について御認識が皆さんには、やっぱりないの
ではなかろうか。農家は今ものすごいスピードで改革をされつつある。改革が行われておる。それ
は米に関してだけでも食管法から食糧法に変わった。去年から今年、一昨年から今年、米が１万
5000円割ったら百姓はだめだなと、現場ではそういう声がある。そしてそれは大規模農家であれ
ばあるほどものすごい打撃を受けている。ですから、そういう大きい農家でさえやっていけないと
いう状況が出てきたら、後継者なんて出てくるはずがないわけでありますから、そこら辺をやっぱり
今のような、本当にこれは大改革が私は、現状、進行してると、こう申し上げて過言ではないと思
います。  

 そういう意味で、やっぱりある一定の食料の自給率、市場原理を歪めない範囲の中で目標設定
して、そしてどのような農業生産ができるのかという、その地域間の調整をある程度、政策の中で
導入していただく。私は農家の皆さんが補助金漬けで、補助金で生活しているというような誤解が
ないわけでないような感じがしてならないわけでありますが、そんなに農家が、濡れ手に粟で補助
金で暮らしておるなんていう実態は全くないことなんで、そこのところは、これはそれこそ宣伝とい
いますか、もう少し理解をしてもらえるような、例えば地域あるいは日本全体の資源、あるいは環
境、そういうところにどのくらい役割を果たしておるかということを、やっぱり数字の上で国民にもっ
と知っていただくということが大事なのかなと思います。  

 今、現状で、あんまりやり過ぎるとかえって元も子もなくなるような世の中ができてきはしないか
と、そんな心配もあるもので、経済界と農村とは対立だと、こういう感じでは、やっぱり物事に処し
てはいけないのではなかろうか。この基本法というのは一つの目標を持って農業政策を推進して
いくという、そういうことが基本法の柱であろうと思うとき、改革が現在行われておるということをま
ず皆さんから御認識を改めていただきたいと、こういうことをひとつお願いして、後にまた申し上げ
ます。  

○会長 わかりました。  

○専門委員 今日と明日、２日間にわたりまして、産業貿易センターというところで「食材産品フェ
ア」というのが行われております。これは日本フードサービス協会が主催をいたしまして、食材です
から、外食産業が使う食材の見本市のような感じのショーでありますが、これは協会の呼びかけ
によって全国の農協さんや、あるいは市町村などから産物を出していただいているわけですが、こ
のテーマが今年は「有機食材」なんです。全部のコマがほとんどその有機をテーマにして、例えば
お米でありますとか、トマトでありますとか、あるいは肉、魚に至るまで、それぞれ御自分のところ
の産地のものを持ち込んで商談をやっております。一般の方は通常入れませんけれども、商談が
行われております。  

 大体29兆円と言われている年間のボリュームを持つ外食産業の食材の専門の人たちが、そうい
う形で今取り組んでいるのは、やはりそういう消費者の要望に応えてそういうものを提供していき
たいという願いから出ているわけでして、決して協会が音頭をとって強引にこういう方向にもってい
こうというふうにしてやっているものではありません。  

 そういうことで先ほど来、農業の皆さん方からみるとマーケティング指向とか、あるいは消費者、
生活者の必要とするものを作るというのは何か心配だと、そういうことに走っていくと非常に心配だ
というような御心配が若干あるようですけれども、専門委員もおっしゃってましたように、決してそう
いうことではなくて、結びつけていかれる部分が必ずあると思いますし、消費者指向とか、あるい
は生活者指向という考え方が決してそんなにおかしなものではないということをちょっと今申し上



げたかったわけでございます。  

○会長 どうもありがとうございました。  

○委員 「市場原理」という言葉がたくさん出てきますが、お米以外は農産物は全部市場原理でや
っております。だから市場原理を導入したいのは私「お米だ」というふうに言っていただきたいよう
に思うんですよ、今ずっと農業者の立場で聞いております。  

 そして今、山梨県では耕作放棄地が全国でワースト２位です。東京に近い、１時間半で行かれる
山梨県がですよ。それは何でかといいますと、農業では食べられない、農業では豊かな暮らしが
できないということを農業者、親が考えているですね。私どもは、ゆとりある豊かな、楽しい暮らし
をしたいと思ったので農業をやってきたんですが、農業と、それから学歴社会でサラリーマンにな
るのと、どっちが豊かな暮らしができるかというと、農業者はみんな子供たちを学校へやって豊か
な暮らしをしたいというのを望むわけですよ。だから山梨県で、長崎に次いでワースト２位の放棄
地が出てしまったんだと思うんですね。  

 我が家の近くでもそうなんですよ。果樹園をしておりましても肥料の多投入も絶対しないで、ライ
麦とか早生栽培をして、いい土地を作って、そしておいしいモモをつくろうという努力をしてるんで
すよ。そういうようなのも皆さん、わかってくれてると思うんですが、私の住んでる近くのたくさんの
農業者のお父さん、お母さんは、もう農業ではだめなんだから、子供たちは一生懸命勉強させて
学歴をつけてサラリーマンにしようという人がたくさんいるわけですよ。  

 だから、今この基本問題調査会の皆さん、現実はそうなんです。消費者の意向もわかります。皆
さん、おっしゃってることはごもっとも、十分わかっております。だけど現実は、山梨県でさえ農業放
棄地がそのぐらい多くなってしまって、その農業をどのようにしたら皆さん、いいんでしょうかという
ことなんだと思うんです。だから市場原理も大変良いことだし、私たちも果樹園したりバラ園をしま
すので、毎日市場へ出して市場原理でやっております。お米だけだと思うんです、市場原理でなか
ったのは。でも今からは、お米も市場原理でいく方向にいっておりますので、委員の皆様は頭を切
り換えていただいて、その農業放棄地、それから、これから農業者がどうしたら楽しい農業ができ
るかということを皆さん、考えていただきたいと思うんです。よろしくどうぞお願いします。  

○会長 私も山梨からおいしいブドウをいただいております。そういう積極的な農業者はいらっしゃ
いますね。ありがとうございました。  

○専門委員 今まで御意見をお聞きしてまして、一つの言葉がこうも難しく、違った解釈をされるの
かというのに唖然としました。一つは、専門委員の「改革」ということに対する思いが、冒頭からお
話しございました数名の方々とは全く違う。同じ「改革」という言葉を使っても全く違う受け止め方を
されている。それから、ただいまの委員からございました「市場原理」、これはお米だけで、その他
のものはすべて市場原理に沿ってやってるではないかとという御意見ですが、これは私は全然違
った見解を持っております。そういうことで、なかなか言葉というのは難しいなとつくづく感じまし
た。  

 私の見解は、冒頭にございました委員、専門委員の方々がお述べになった、今の日本の農業、
放っといたらもうだめになってしまうという観点から、これを思い切って改革しなければならないと
いう考え方と全く同じでございます。特に専門委員が言われた、それには今しかやるときがないん
だということについても全く同感でございます。  

 しかしながら、その「改革」という言葉が、いろんな形でこの場の中でも受け止められている以上
は、我々は改革、改革ということを言ってるだけではだめなんで、また、余りここで具体的なところ
に踏み込むべきではないと思って私は発言を控えておったんでございますが、改革がそういう形
でいろんな受け止め方をされるということになってきたら、私が言っている農業の改革、ポイントは
何かという具体論に入らざるを得ないというふうに考えます。  



 現在の農業政策を思い切って変えていく、改革するというのが必要であるというのは先ほど申し
上げたとおりでありますが、その具体的な方向性というのを一次答申に織り込むことが重要であ
る。では、具体的な方向性、その中でも一つ挙げろと言われたら、私はしばしば論議になっており
ます、また今も委員から出ました市場原理の活用であると、このように考えております。このことに
ついては専門委員からも御指摘のあったとおりでございます。  

 前回の合同会議で御意見がありましたように、消費者などの川下のニーズに合う農産物を作る
ことが重要であると、こういう点についてはおおよそ異論がないと私自身は受け止めました。本日
もいくつかの御意見が出ております。  

 この川下のニーズというのは何も価格を安くするということだけではありません。もちろんそれは
重要な部分ではありますが、それだけではありません。品質の問題、あるいは鮮度の問題、ある
いは先ほどもありました、国産品愛好者がいるというのも立派なマーケット情報だと思っておりま
す。そして、こういったもろもろの川下のニーズを映し出す鏡の役目をしてるというのが市場なので
す。農業生産者はこの市場からのシグナルによって何が売れる農産物であるか。その売れる農産
物を作ることができれば、その結果、所得が確保されると考えております。  

 したがって、何よりも最も大切なことは、この市場のシグナルというものが的確に機能するために
どういう態勢を整備すればいいかということで、これが言ってみれば、市場原理導入という改革の
ことであり、私はそのことを申し上げているわけでございます。  

 もちろん特に農業関係者の御意見の中にございますように、農業を市場原理だけに委ねるとい
うことについて反発があるということは承知しております。しかし、これまで私の属する農業部会の
議論の中でも、現在の価格支持制度は、国際的な流れからしてもう限界にきてるのです。これを
見直して、その代替措置として直接所得補償制度等の導入を図っていかなければ、もうどうしよう
もないんだという点について支持する多くのの委員の方がいらっしゃいます。  

 したがいまして、結論的には、農産物の価格というものは基本的には市場の決定に委ねる方向
を確認し、現行制度を変えていくんだということを確認し、その上で市場原理だけに任せられない
部分があるというのはわかりますので、その部分については所得補償制度などの補完的な制度
を導入していく、そういう方向性をこの中間答申で打ち出して議論を深めていくことが必要ではな
いかというのが私の意見でございます。  

 なお、先ほど市場原理のところで望月委員から、お米以外はすべて市場原理というお話がござ
いましたけれども、先ほどちょっと触れました現在の価格支持制度によって、例えば例を挙げます
と、お米以外に小麦であるとか、あるいはお砂糖であるとか、あるいは加工乳製品であるとか、こ
ういったかなり重要な米に次ぐ農産物というものは、価格支持政策という形で消費者がそのコスト
を負担するという異例な形をとっております。こういったものもすべて払いのけてやるのが本当の
自由な市場原理に基づいた産業であるということで先ほどちょっと申し上げたわけでございます。
以上です。  

○会長 ありがとうございました。では、お願いします。  

○委員 ２番目の食料自給率ということにつきまして、私ども食料部会でいろいろと検討して、大体
42％というエネルギーベースの自給率というようなことにつきましてはよく理解できたんですが、そ
の自給率が実態をあらわしているかどうかということにつきまして、やや疑問を持つようになってき
ました。  

 そういう意味で私はちょっと別の数字を求めてみたんでありますけれども、所得ベースでみます
と、これが約70％から75％ぐらいになるようでございます。その内容は畜産とか、あるいは今お話
がありました花とか果実とか、そこで入ります所得が全然カウントされないような状況で自給率が
算出されている。そういうことになりますと、畜産でございますとか、今、望月委員のなさっていらっ
しゃるような果実だとか、花とか、そういうものの努力がゼロとカウントされている考え方はちょっと



問題があるかなと思います。ですから両方を見ながら考えるのがいいんではないだろうか、そのよ
うな感じを一つ持った次第でございます。  

 ずっと議論の傾向をみてみますと、42％で大変低いんで何とか上げなければいけないのではな
いかという御意見や、いや、そうではないんだというような御意見もございまして、どのように理解
したらいいのか、理解の仕方が難しいんでございますね。もう少し冷静に実態を見ますと、所得と
いう面ではもちろん違う状況にあるわけです。それを両方とも見ながら、そういう形で見ますと、や
はり今、委員がおっしゃられたように米作に非常に問題が集中しているということが浮かび上がっ
てくるんではないだろうか。とすれば、問題なところを集中して検討していくということで一つずつ解
決を図ると、そのようなことが必要なのかなと感ずる次第でございます。以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 大体その話が収斂してきてるようで非常に嬉しさを感じるのですが、現行の基本法
がそれほど当てにされなくなったいくつかの理由の中に、まあ２つぐらい挙げますと、一つは予想
を超える経済成長があったんだろうと。やっぱり経済活動、つまり農地価格が高騰しただとか、専
業化が進展しただとか、そういった問題があると。ですから経済の方向性に関しては今回もきっち
り押さえておかなければいけないことだろうと、これが一つです。もう一つは、40年体制とでもいっ
たらいいんでしょうか、政治的な力によって米価がどんどん上がっていったという問題や、あるい
は農業団体が基本法に反対であったという、とりわけ農協が、全滅政策だというようなことで反対
であったということです。つまり、この２つの轍を踏まないようにするためには、経済の方向性につ
いてはきっちり予測を立てるということ。それからもう一つは、農協等々と、あるいは政治も含めて
協力体制を築いていくと、そのための国民合意を得るというふうなことだろうと思ってます。  

 そういった第１点目の経済の方向性ということからすると、既に社会はグローバルスタンダードで
ありまして、国際化なんていうことはもう既に越えてしまったような状態であります。これも今後どん
どん加速するということになってくると、いわゆる国境問題とか何とか、世界の中で考えなければ
いけない、そのためには市場経済化しなければいけないというようなことが一つあろうかと思いま
す。  

 それからもう一つは、実際に農家の状況が大変だとか、耕作放棄地が出る等々といった問題に
関しては、これはやはり農協等とも納得しながら進めていかなければいけない。その中での政府
の役割というようなものは先ほど専門委員がおっしゃったけれども、私も同じように限られたものに
なってくるだろうと思うんですね。逆に主体といいますか、現場で実際の経済活動をやっている農
業団体の役割が非常に大きくなってくる。つまり、現場で実際に携わっている人たちの力が大きく
なった、その人たちの了解を得たいというようなことで、価格政策だとか、あるいは農業経営の将
来のあり方については、専門委員がおっしゃったように、大体手順の問題として折り合いがついて
きたんじゃないだろうか。つまり、市場経済化して、それで立ち行かないところはどうしようか。価格
安定支持政策に関しては市場経済化して、それで安定政策としてどのようなことをするのかという
手順の問題として、まあまあ考えられないことはない。  

 その手順の問題としてもう一つ考える必要があるのは、株式会社を入れるのかどうか、農地の
取得をどうするのか、この辺も何らかの形で折り合いをつけておく必要があるんだろうというような
気がするんですね。  

 今の農業をやるためには、やはり市場経済を導入する必要があります。担い手政策としては、
株式会社が持ってるようなノウハウというのはかなり必要なんだろうと思うんですね。農家自身が
片手間に農業をやって市場経済に対応できるという状況では、もはやないんだろうというふうに思
うんです。ですから何らかの形で、株式会社というような形、これは農家が作ることでもいいんだろ
うと思うんですが、そういった制度は必要だろうと思いますが、しかし、それに対しては農地の浸食
になるから反対だという御意見があります。そうであるとするならば、農地政策に規制をかければ
いいじゃないかというふうなことになります。  



 もともと農地法は、農家が農地を所有するのは耕作するがゆえに所有しているわけですから、こ
れは民法で普通に私どもが土地を取得する意味とまるっきり違うわけです。ということは、耕作の
用に利用しなくなったものは規制をかけても構わないという、その原点に立ち返るとするならば、
かなり土地に対して規制を加えるべきであろうと。これももう既に議論されていることであります
が、しかし、全体の風潮としては、どうも規制をかけるということに関してはもうまずいんじゃないだ
ろうかという雰囲気がある。しかし、果してそうなんだろうか。株式会社のように本当にノウハウを
得ようとするならば農地の規制を強化すべきであろうと思うし、逆に農地規制を緩めるような方向
でいくとするならば、株式会社の参入というのもちょっと問題があるのだろうと思うんですね。これ
は議論の中で何が大事なのか。今まで農家対策、農家を保護しながら農業をつぶしてきた経緯が
ありはしなかったのかどうか。あるいは逆だったかもしれません。ですから、ここで一体何が大事な
のか。日本の農業というものを再建するためにはどうしたらいいのかという視点に立ったならば、
おのずから結論が出ることなんだろうと思うんですね。そういう考え方です。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 後の方の議論でございますが、申し上げさせていただきます。２点ほど申し上げたい
と思います。  

 第１点目は、先ほど来、ずっと議論が展開されていることで、特に専門委員の方から非常に説得
的なお話のあった市場経済の活用と、徹底といいますか、そういうことでございます。私自身も、
前回も申し上げましたが、農業、農村が持っている２つの面、つまり産業としての面と非産業的な
面といいますか、要するに私を含めていろんな先生方がおっしゃってますような、命でありますと
か、環境でありますとか、景観でありますとか、文化だとか伝統とか、こういうものは産業と同様
に、ないしはそれ以上に決して軽んじてはならないものでありますけれども、これはお金になかな
か換算できない。例えば森林が持っている価値などというのは、無理に作れば作れないことはな
いかもしれませんが、現に農水省も一つの試算を出しているわけですが、そういう単に金銭的な
価値でなかなか表現し得ないもの、それと本来、産業としてきちっと市場経済の中で、他産業とか
他国と競争していく面と２つ、一応少なくとも頭の整理としてはきちっと分けて議論し、また政策を
立てる必要があると存じます。そうでないと、例えば専門委員がおっしゃったような、農家が一生懸
命頑張っているのに感謝もされないというようなお気持ちがどうしても残ってしまう。そういう面を分
ける必要があるということが一つございます。  

 もう一つは、後の方の環境でございますけれども、これまでこの委員会、私も含めて大体農業が
持っている環境をちゃんと守っているという面を随分強調してまいりました。全くそのとおりだと思
います。基本的には農業、農村というものが日本の自然というものを守ってきたと。これはいろん
な先生がおっしゃっていらっしゃいますけれども、そのとおりだと思います。  

 ただ、残念ながらといいますか、それだけでない面ももちろんあるということをやはり触れておか
なくてはいけない。農業自体が持っている一種の環境に対する破壊的な面もあるわけですね。例
えば先ほど委員がおっしゃいましたけれども、日本の農地当たり、面積当たり、世界で一番農薬を
使っているとか、それがいろんな面で影響が出ているとか、それから農業自身も最近はかなりエ
ネルギーを使っておりますし、それこそ量的には、全体的に、相対的にはごくわずかでありますけ
れども、地球の温暖化にも一方で寄与している面がある。もちろんそうでない面もありますが。そ
れから特に畜産から出ます畜産排水とか廃棄物だとか、これがまたメタンとかそういったいろんな
問題を出している。つまり、農業が持っている、まあ農水省自身、もちろん十分に気がついていら
っしゃいますけれども、一種の環境に対する加害性とそれに対応していく方策を組み込んでおく必
要がある。農業イコール環境保全だというように単純にはいかないという点が一つでございます。 

 繰り返して申し上げますが、基本的には私は農業、農村が持っている環境維持の大きさというの
は、いくら強調しても強調し過ぎることはないと思いますが、同時に、現状の農業が持っている一
種の加害性というものについてもしかるべき配慮をすることが重要だという点が一つございます。 

 それからもう一つは、これから21世紀に向けて農業は被害者になる面がかなりあると思っており



ます。具体的に言いますと、地球の温暖化によってもたらされる被害、これはもちろん日本の農業
だけではございませんけれども、その温暖化自体が持っている農作物に対するインパクト、それ
から温暖化自体から発生する気候の非常な不安定性、異常気象といわれるようなものの頻発と
いいますか、不安定性、これから発生する農作物被害、それから災害、例えば大雨が降って土砂
に農地が埋まってしまうとか、そういう災害、それから何も温暖化だけではなくて、実は酸性雨だと
か、それからオゾン層の破壊に伴う紫外線の増加とか、いずれも農業に非常に大きな影響を与え
るんではないかというふうに考えられております。  

 したがって、このまま放っておくと被害を受ける可能性があるということから、それを避ける、私ど
もの言葉で言うと「適応」と言ってますけれども、適応するようないろんな農業構造、それから農作
物の品種の改良とか品種の選択とか、そういう面がかなり必要になってくる。もちろんこれは来年
に向けてとか再来年に向けてということではありませんが、少なくとも10年単位ぐらいの感覚で適
応性ということを考える必要がある。  

 新しい農業基本法がもしできるならば、そういうものの中に、そういう対応する仕組みというもの
をぜひ書き込んでおいていただきたいという点でございます。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 一番最初に会長が「冒頭のところで述べることを」というお話でしたものですから、そ
この中でどうしても触れておいていただきたいと思う点の一つで、いろいろな委員の方からもお話
が出ておりますが、冒頭でやはり環境問題について、これは農業そのものの環境保全というのは
また具体的に出てくることだと思うんですね。環境保全型農業のあり方のような内容に触れたもの
は、いずれ中で出てこないといけないと思うんですけれども、冒頭のところで農村の持つ生活環境
の問題、そこにやはり具体的な「環境」という言葉で触れた方がいいのではないかと感じておりま
す。といいますのは、「暮らしと命を守る」という言葉の中にすべて入るのかもわかりませんけれ
ど、もう少し具体的な言葉が出てもいいのではないかということが１点です。  

 それから先ほど来のお話の中で、規模拡大された大規模農業というのは、これは非常にメイン
の大事なことと思いますが、その対象として「片手間農業」という言葉しか出てこないんですけれ
ど、大規模に対しては片手間しかないんでしょうか。私は片手間ではない、もっと規模拡大はでき
ないけれど、一生懸命やっている農業があると思いますので、そこを見落とさないでほしいなとい
うことを感じましたので、その２点でございます。  

○会長 ありがとうございました。この間申し上げた室根村などはそうですね。小規模で中山間地
域で、土地を愛してやっておって、片手間ではないが、決して大農業じゃないですね。ありがとうご
ざいました。では、どうぞ。  

○委員 いろいろ議論がありますが、市場原理、市場経済をということにつきましては、まだもっと
十分議論をしてもいいのではないかという感じです。  

 まず、これはやっぱり需要と供給というものが基本的なことだろうと思っております。ただ、農産
物につきましては、やはりその風土といいますか、国土の条件というのがありますので、仮にその
市場原理に従っての要求があっても、即供給といかないものがあるわけであります。ここら辺につ
きましては、今後やっぱりその内容については、契約的な栽培なり、あるいはある程度のトータル
的なものというものを品目制限をしていかなければ、現実には国内でのこの問題については非常
に不安が伴うのではないか。そして今もありますように、この市場原理のみでいったならば、極論
ですけれども、私は農業の亀裂につながる、こんなふうに思うものであります。  

 そういう見地からしますと主食はやはり、国民食料は国の責任で行うということになっておるはず
だと思いますし、そうでなければ、投機的にやられた場合に、飢餓に憂えて人権に関わる問題に
なるというように思っております。またもう１点は、価格操作というものがやっぱり市場の中には必
ず介在すると思います。そうなったときには一つの投機という問題も起き得るだろうと思います。さ



らにさっきの話ではありませんが、貯蔵性のあるもの、そして鮮度の問題というものを考えていくべ
きだろうと思っております。  

 そこで、先ほどから農業経営に株式会社のノウハウといいますか、そういうものも入れるべきで
はないかという御意見もあります。確かに今日、進めてきました担い手の育成につきましては、農
業生産法人という段階で、それぞれ農業団体の要求によってこの制度が成熟しつつあって、今日
はさらにこれを拡大したところの消費者の団体、あるいは知的所有権といいますか、そういったよ
うなものも参入した中でやっていけるということに拡大をしておるはずだと思います。そういう面か
らしましても、やはり我が国の農業の担い手の基本は、家族農業経営とその延長線上にあるとい
うのが私の持論でありますし、今日もそうあるべきだと思っておるわけであります。  

 そこで、この株式会社の農地取得の問題でありますが、そのメリットとデメリットについてはもっと
もっと私は検討していくべきだと思います。先ほどの市場原理の問題とあわせながらも、これらは
もっと検討しなければ、そう性急に私は大きな基本法の中に結論づけるべきではないと思います。 

 そういう中からしますと、私としては３～４点思っておるわけでありますが、農業は自然相手であ
り、土地利用を中心としたものでありまして、その地域に住んで、そして生活している家族労働とい
うことが中心でなければならない。それがやはり持続可能な農業経営であるのではないかと考え
ております。  

 さらに集落営農集団ですね、先般来も申し上げておりますが、今、小規模によってやっておる皆
さんも、言うなればその地域の誇りなり、あるいは地域の文化なり、アメニティというものも確保し
ながら、協業によって土地を守り、食料を生産するという意欲があるわけであります。ただし、その
内容についての政策決定は必要であるのかもしれませんけれども、これを切り捨てるというわけ
には私はまいらんと思います。そういう面では農協なり、あるいは土地公社によってこういうものを
保管していくのではないか。現実に最近あった話でありますけれども、ある大規模農業経営者が
ぽっくりと亡くなったわけでありますね。それを誰が相続するのか。その跡継ぎがいないわけです
ね。そういう場合には農業土地公社なり、私のところでは農協がその10町歩を一括請け負って収
穫をしたという現実もあるわけであります。そういう点も考えていけば、さらに農業法人といいます
か、これらなり、農協なり、あるいは土地公社というものを成熟させる必要があるのではないかな
と思います。  

 さらに、メリットとして強調されておりましたところの株式会社の本質は、我が国の低い土地の収
益性、そして高い土地代、こういったようなことからして、果して持続可能な農業経営の維持ができ
得るかどうかということについても、まさに私は疑問を持つものでございます。そういう点からしまし
ても、国外でもいろいろ事例があるはずであります。先般も少し出ておりましたけれども、もう一遍
そういうのを、外の国がやっておるからできる、できないという問題ではありませんが、そういうも
のをひとつ参考事例として十分検討していく必要があるのではないか、こう思っております。  

 それからもう１点は、株式の譲渡の自由原則というものによって、それぞれ農地の売買あるいは
収益性の問題からして、ここら辺が今後農地の規制の問題とか、あるいは緩和という問題もありま
すけれども、総量確保なり、あるいは全体の生産量の需給調整という段階でどういう働きなり担保
が可能であろうかなというふうにも考えられるわけであります。  

 いずれにしましても、そういう問題で十分この問題については議論をする必要があると私は思い
ますので、十分な議論をさせていただきたいと思っております。  

○会長 ありがとうございました。  

○委員 先ほど個別の問題で、特にどなたかから御指摘のあった米の問題なんかについて後ほ
どと申し上げたので、全部の項目はとても申し上げるつもりはありませんけど、それは実は今いろ
いろ議論している市場原理のこととも関係があるのでちょっと申し上げます。  



 農業側から今度の米改革については率先していろいろ提案をして、結果的には適地適作という
ようなことになったとか、あるいは食管制度から食糧法への移行の中で大改革を今、農家自身が
やってるんだと。私はその努力はもちろん大変評価をいたしますが、昨日ですか、自民党と調整を
して出てきた米政策の大綱というのは、確かに所得補償へ価格政策を転換していったという点で
は私は一定の評価をいたしますが、先ほどおっしゃったような適地適作という観点からいえば、こ
の全国とも補償的なやり方では私は適地適作は貫かれないというふうに思っています。したがっ
て、これは大改革が進行しているのではなくて、大改革を実はしようと思ったんだけれども、いろん
なファクターが入ってきて、結局非常にあいまいな中途半端なものになってしまっていると。ですか
ら、先ほど専門委員がおっしゃった、大きな農家でさえ経営が困ってるというのではなくて、大きな
農家が経営が困ってるということをここで考えなければいけないのではないかと思うんですね。  

 ですから、そのことを考えますと、米のことをなぜ私がどうしても今言いたいと思ったかといいま
すと、実はこれはもう緊急の対策ですから、別に基本問題調査会がこういうことを言ったからこうな
ったというわけではないので、しかし、将来的にはやっぱりこれでは不十分だということを、私は中
間の取りまとめでも、あるいは最終報告でも書いていくべきだというふうに思います。実は私も完
全にまだ把握してないので、まだ出たばっかりですから、ちょっと勉強不足のところがあることは否
定しませんけれども、そのことはこれからの大事な米政策ですから、やはり一項目きちんと位置づ
けてほしいということで申し上げます。  

 それからもう一つ、食料部会の中で自給率のことで、先ほど大変おもしろい、まだよくわかりませ
んけど、新しい所得ベースの自給率というお話がありましたが、私は食料部会の雰囲気を、私は
今こういうふうになってるのではないかと思うんですね。つまり、かなり数値目標的なことを議論し
た段階はございましたけれども、数値目標というのはそんなに意味のあることではない、むしろ安
心をどういうふうに皆さんにアピールするかということで考えていこうではないかという方向ではな
いか。これは私の勝手な解釈だと言われれば、あるいはそれまでかもしれませんが、私はそういう
ふうに理解をしているんですね。ですから安心を与えると。  

 それからもう一つは、同時に、かなり地域で数値目標的なことに対する期待感が、やっぱり非常
にわかりやすいものですから、出てきていますので、それに対して今、私が申し上げた安心感みた
いなものを具体的にどのようにわかっていただけるようにこれをまとめるかということではないかと
思います。その内容については部会でいろいろ申し上げましたので、ここではあえて申し上げませ
ん。私もいくつかそのときには発言をいたしました。 個別の問題、例えば株式会社の問題もあり
ますけれども、これはもう部会でもさんざん申し上げたし、ここではあえて言いません。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 私自身もあえて発言してこなかったところを、やはり触れておいた方がいいかなとい
うふうに思いますので、述べさせてください。  

 市場原理の活用という意味で農産物価格支持制度のあり方を見直すという方向づけは、これは
否応なしにもう迫ってると思うんですね。つまり、ウルグアイ・ラウンドの実施期間がもうすぐ終わっ
て、新しいミニラウンドの農業の多角的交渉が始まり、農産物の多角的貿易交渉が始まり、完全
に関税率の引き下げが要求されてくるはずです。ですから、米の関税化を含めて国際化の中でこ
れまでの価格支持制度が機能しなくなってくるということは見えてくるわけです。その意味ではこれ
は否応なしに、この主要討議事項の中では変えていかざるを得ない部分であろうと。  

 そうしますと、もう一つ大きな、私自身が考えている改革の目玉といいましょうか、改革で議論を
尽くさなければいけない部分というのは、やはり担い手、あるいは株式会社の取得問題であろうと
いうふうに考えております。基本的には先ほど大泉さんが言われたことに賛成なんですが、我々
が考えているのは来年、再来年の話ではなくて、やはりこれから10年、20年、21世紀という大きな
見方をしてもいいんですけれども、そういうところに向けた改革ということを考えていった場合に、
現在の農地法による株式会社の参入制限というのは、これは時代遅れであると。つまり、いろん
な形で株式会社のメリット、デメリットが議論されてますけれども、ある産業で参入規制が行われて



いて、それが活性化した、あるいは成長産業となった試しは、私は知りません。やはり参入・退出
の自由があって初めて市場経済が生きてくると。それは農地たりとて例外ではないというふうに思
うわけですね。  

 特に先ほど言いましたように、農産物で価格変動リスクがこれ以上に大きくなる。つまり、これま
でのような形で政策価格として価格保証がされないということになりますと、価格変動リスク、経営
リスクがもっともっと大きくなると。つまり、天候や何かの農業特有のこれまでの生物的な変動だけ
ではなくて、いわゆる経営者的なリスクがもっともっと大きくなると。そうすると、多様な能力を農業
の中に注ぎ込まなくてはいけない。それはやっぱり人材ですよね。その人材をいかに広く集めてい
くかという手段として株式会社が非常に有効なわけですね。人材のこと、それからリスクのシェアと
いいますか、経営と所有が分離されているわけですから、その意味で経営のリスクそのものを株
主とのシェアで対応すると。つまり、経営者だけが負う、家族だけが負うという形ではないメリットと
いうのはかなり大きいわけですね。ここで長々と株式会社のメリット、デメリットを議論してもしょう
がありませんが、部会の方でもこの問題はかなりやりました。  

 もう一つは、そうした株式会社のデメリットの中で必ず出てくるのが、転用期待による農地取得と
いうのがあります。第１回、２回の合同部会の中でも出てきました。これはやはりある部分で切り
離して考える必要があると。つまり、転用期待をどうなくしていくかと。それはいわゆるゾーニング
の問題で片づけるのか、あるいは税制でやっていくのか、あるいは開発権というようなものを作っ
ていくのか、いろんな方法があると思うんですね。それはそれでやっぱり別の形で、転用規制とい
うのは可能なんだという認識が必要であると僕自身は思っております。  

 それからもう一つは、方向として株式会社をすぐさま認めて、さあ誰でも株式会社をやってくださ
いということではなくて、もしかしたらいろんなルートがあるかもしれないと。一つには、例えば賃貸
借から入っていくと。賃貸借から認めていった場合にはキャピタルゲインというのは、転用した場
合に生じるはずがないんですね。もちろん現実には今、転用した収益の一部を還元するということ
はなされてますけれども、法律上、これは義務はないわけで、初めにそういうことをきちんとうたっ
ておれば、株式会社に賃貸借させることというのは、何ら転用期待を持たせることにはならないと
いうことがあるわけですね。そうしたところを一つ一つ検証していくという作業が必要なんだと思い
ます。  

 ですから、これはやはり切り離し、なおかつ我々が目指しているのは21世紀の農業のあり方で、
参入規制というものをなるべくなくし、多様な農業経営というものを考えていく。株式会社がすべて
であるとは決して言いません。いろんなやり方があると思います。公社もあるでしょうし、地域営農
集団という形もあるでしょうし、もちろん家族経営もあるでしょう。その中でも大規模、あるいは小規
模で非常に工業的な生産をやるような、花工場になるような、小規模だけれども、高い生産性のあ
る農業というのも展開していく可能性があると。そうした多様性を実現していくためには、こうしたあ
る特定の産業への参入規制というのは、なるべくなくしていった方がいいというのが基本的な考え
方です。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 今回の会のタイトルでございますけれど、「国民の暮らしと命」、これを平仮名でひら
くという、このイメージは私はとても歓迎すべきことで、決してここで会長にゴマすってるわけじゃご
ざいませんが、私自身がやはり番組でもそうなんですが、タイトルとかキャッチフレーズが成功しま
すと、社会的に受け入れられるかどうかということは大きな問題で、これが後々成功するか否かに
かかってくると思います。そういう意味では嬉しい予感がするというのが第一印象でございます。  

 次に、これは申し上げていいかどうかわからないんですが、今、当面2010年、またはせいぜい考
えられて2030年を将来的な展望として考えられていくというお話なんですが、不透明な時代とはい
え、日本の人口が落ちるという、その先で急降下するということはわかっているわけで、その辺を
どの程度まで踏まえてやるのか、または何らかの形でその辺を押さえておきませんと、一生懸命
規模拡大をやった後で人口が落ちていくというような問題が起きてくるのではないか。大手の流通



関係の方たちといいますのは、社長クラスは、50年後、もし自分たちの売り上げが半分になったら
どう生き延びようかというところまで考えていらっしゃるところがあるので、そういう意味ではこの問
題ははずして考えられないかなというふうに私は思います。  

 それに伴いましてもう一つ、今、株式会社か農家かという問題があるんですが、この問題は当た
ってるかどうかわかりませんが、囲碁と将棋の勝負のような印象を受けます。囲碁というのは土地
を持って拡大していく形、将棋というのは王様を守ってというような感じで、これは両方とも相容れ
ないので、この２つを競合させる方法というのを真剣に考えていかないと、絶対にこれは意見は分
かれたまま、または平行線でもっていかないといけないんじゃないかなということを痛感しておりま
す。  

 それともう一つは農村女性の問題、先ほど委員がおっしゃいましたが、今、私もいろいろな形で
農村の女性問題について参画させていただいておりますけれど、私たちの想像以上に農村女性
の方が縁の下の力持ちになって、それでいて非常に何のメリットもないといいますか、なくはない
んですが、そういう意味で土地名義の問題を含めて、またはお小遣いの問題とか、その辺の問題
をもうちょっと、直接うたわなくても、農村女性に対しての暮らし、または命の糧になるような案を盛
り込んでいただければありがたいと思います。以上です。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 なるべく手短に発言させていただきます。皆様方のお話を聞いておりまして、また部
会の議事録等を読んでおりまして、農業、農村は食料生産だけではなくていろんな機能があると
いうことで、まあ多少温度差なり評価の大小はあるにしても、その点では恐らくコンセンサスが得ら
れているだろうと思っております。  

 現在の農業基本法のときの調査会が、たしか「農林漁業基本問題調査会」という名前だったかと
思いますけれども、言わば産業を頭に置いた調査会であったのが、今回は食料と農村と、この名
称に象徴されているだろうと思うんですね。ですから、当時はなかった環境の問題ですとか、食料
の安全保障の問題ということが非常に大事だろうということになってくるわけでございます。  

 問題はその後でございまして、それぞれの目的についてきちんと詰めていくということも大事でご
ざいますけれども、それに対応する、目的を実現する政策のシステムをどう考えるかという、ここで
実は各委員の間で多少の齟齬といいますか、食い違いがあるんではないかと。評価の問題と、そ
れに対する政策の組み方ということですね。今の農林水産省の行政も非常に多岐にわたった政
策が用意されておりますけれども、私は大局的にみますと、いろいろ多元化している政策の目的
に対して、政策の手段の方が非常に極端にいいますと、価格政策と農業農村整備という、大きな
２つのもので全部をくくってしまうというか、どうもそういう形できていたところがあるんではないか
と。そういう意味では政策の目的自体がある意味では非常に多元化しておりますので、政策手段
そのものもいろいろな形の異なった手段を対置していく必要があるだろうと思います。  

 よくデカップリングという言葉が日本でも使われておりますけれども、条件不利地域への所得保
障だというぐらいに理解されておりますが、もともとは増産の収益と所得の確保ということを、政策
目的を切り離そうということなわけですね。この発想は実は増産と所得保障だけではなくて、環
境、あるいは農村のアメニティー、あるいは市場経済化といったように、もう少し一般化できるだろ
うというふうに思っております。その意味ではいろいろな目的があると。それに対して適切な政策を
セットしていくんだと。これまでのように全部どんぶりに入れて、価格政策と農村整備で面倒みると
いう形にはもういかないというあたりが非常に重要だろうというふうに思っております。  

 それからもう一つ、市場経済、市場メカニズムの問題でございますけれども、これは私、専門委
員の御見解と大体近いわけでございますが、手続き論という表現になるのかどうかちょっと疑問で
ございまして、私はある意味では規制といいますか、あるいはむしろ計画といった方がいいと思う
んですけれども、計画をきちんと作って、それを実現していくというような、そういう分野というのは
やはりあるだろうと思うんですね。それが実は市場経済といいますか、あるいは個々の主体が自



由闊達に活動する部隊、しっかりした部隊に作り上げる、そういう関係にあるだろうというふうに思
っているんですね。したがいまして必ずしも対立的ではない。むしろ相互に補い合うような面があ
るわけですね。市場は我々にいろいろな果実をもたらしますし、その市場を支えるのはやはり計画
といいますか、インフラなわけですね。  

 その点で一つだけ強調しておきたいのはやはり農村整備、あるいは農村計画の問題でございま
す。今、専門委員もゾーニングというようなことも多少触れられましたけれども、これは言うは易く、
行うは難しの最大の問題だというふうに思っています。今回の調査会での議論の中でももう少し農
村整備のあり方、あるいはソフトでいいますと農村計画のあり方、これは10年、20年、あるいは30
年のタームの問題だと思いますので、現在の土地改良法ですとか、農地法ですとか、農振法です
とか、既存の法体系の枠組みをとっ払ってでも、全体として大きな制度作るような議論をしていた
だければというふうに思っております。それが農村でのある意味で活発な主体の活動の場を準備
することになると、こう思っております。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○委員 もう随分議論が出尽くしている感はあるんですけれども、今回どういう状況変化があった
かというのを、「ＷＴＯをはじめとした国際化のますますの進展を遂げて」という、かつてと比べると
環境という問題が世界的に注目されているというのも一つの変化でしょうし、日本の社会的変化で
いえば、人口構造の変化が新たに大きな変化といえるのではないかと思うんですけれども、そうい
った中で自立した農家が誇りを持って農業に取り組める、その一方で消費者が安心して安全な食
料をそこで得られるという、そのためにはどういった知恵が必要かというのを国民的な合意で作り
上げるというのが多分今回の目的だろうと思うんですね。そのためにはもちろん高齢化社会に使
える税収とか財源も限られてくるわけですから、税金の使い方というのも透明で効率的にやらなけ
ればいけないというのがあると思いますし、これまでどちらかと言うと、情報公開というところが徹
底していなかったというのを、情報公開して議論の材料を提供するというのも非常に大きな問題だ
ろうと思います。  

 そういうフィロソフィーのところから一挙に各論に飛ぶと、そういった中で農業の担い手どうする
か、21世紀にどういった形で農業をしていって、どういった農村をそこで残しておけるのかというの
が大きな問題だと思うんですが、例えばこれからの農業、もう家族農業だけで本当に担え切れる
のだろうかということがあります。どうやって農業を担う優秀な人材を育成するかというのが大きな
問題だと思うんですが、とりあえず農業高校というのがどれだけ若い人にとって魅力的な場として
映っているのか、あるいは大学の農学部を出た人たちが一体どういったところに就職して農とどう
関わっているのかというあたりで、例えばこれはちょっと卑近な例ですけれども、今、工業高校とい
うのがちょっと見直されておりまして、私どもこの間、資料を借りたりしたんですけれども、ロボット
コンテストというのがありますね。テレビで若い子に非常にアピールする機会が増えて、高専とか
工業高校の人気が最近かなり回復しているというのがあるんですね。  

 私、21世紀になったらもう一回物をつくるというのが見直されてくる、そういう世界が来るのでは
ないかなと思うんですが、いかに農業の魅力を若い世代にアピールするかというのに知恵を絞る
のも非常に大きな、これから考えていかなければいけない問題ではないかなと思うんですね。もち
ろん給与という大前提、そこをどう確保するかというのがあることは承知しているんですけれども、
いろんなところで若い人がそこに就職して農をやってみようと思って、それを受け入れる受け皿と
いうのをいかに提供するかと。  

 それと、さっき専門委員や委員の方からも御意見が出たんですけれども、多分私がここにいる一
つの役割というのは女性ということだろうと思うんですが、何か農業の担い手というと、現実には女
性が非常に現在多くを担っていながら、皆さんの頭の中にはやはり男性というのがイメージされて
いるんではないかなと思われるようなところもあるんですけれども、高齢化が進んで、この間の「国
民生活白書」でも、女性というのに非常に焦点が当たる時代なんですけれども、男女を問わず、担
い手をいかにそこに獲得して定着していくか。そして農村部会では30代前半の女性たちが暮らし
やすい農村というのは一体どんなものだろうみたいな意見も出たりしたんですけれども、若い人、



そして女性、そういったところにもきちんと目配りして、自立した、誇りを持ってやれる農業というの
を、私たちそれを食べる側、あるいは農村に行く側も含めて考えていけるような提言も出していけ
たらなというふうに思います。  

○会長 ありがとうございました。そのとおりだと思います。では、どうぞ。  

○委員 私は２番目のテーマであります、安全保障と自給率の関係についてちょっと申し上げたい
と思うんでありますが、これは先ほど委員からお話のございましたように、食料部会でもいろいろ
意見の交換がなされたわけでありますが、私は自給率というのはどうも政策に馴染まない考え方
ではないか、こういうふうに思うわけでございます。  

 それは、今日の自給率がここまで下がったというのは、言ってみれば牛肉をどんどん食べると、
そのために穀物をうんと輸入した、一方において米を食べなくなってきたということから要するに自
給率というものが下がってしまったわけですね。極端な話をすれば、国内で畜産をもしやらない
で、畜肉を海外からみんな輸入するということをすれば、自給率はそれだけで上がってしまうという
ことになるわけでありますし、あるいはまた、自給率をどのぐらいまで上げたならどうなるんだとい
うことについては、明確な意義というものがつかめない、こういう意味で私はどうも自給率というの
は政策で訴えていく際には、まあムード的表現として使う分にはいいんですけれども、計画とした
場合にはどうも少し使いにくい、あるいは使わない方がいい言葉ではないか。代わって必要なの
は自給力だと、こういうふうに思うわけですね。  

 国民が安全保障と結びつけたときに何を一番心配しているかというと、こんなに下がってきては
戦後のような状況になって、もうみんなで農業をやるか、あるいはみんなが農村へ行って何か買
い出ししなくてはならない、そういう状況に陥るのかという、そういう心配をしてるんだと私は思うん
ですね。しかし、そういうことにはならないんだということを示すことが大事なのではないか。つま
り、その辺が安心ということの意味なんでありますが。現在、5100キロカロリーのオリジナルエネル
ギーを使ってるわけですね、食料は。その42％ということは、2000キロカロリーとか2100キロカロリ
ーぐらいのものは国内で供給できるわけであります。そうすれば私は人間として生存することは可
能なんだと、こういうふうに思うわけであります。したがって、そのときには、もう蛋白と脂肪と澱粉
のバランスというようなことは犠牲にせざるを得ないし、あるいはまた豊かな食生活というようなこ
とも、それはとても無理だと思うんでございますけれども、ただ、やっぱり人間が生きて働くだけの
カロリーは供給できるんだということですね。あるいはまた、現在農地のいろいろ荒廃があるようで
ございますが、そういうものがある程度進んでも、潜在能力として確保することをいろいろ考えてい
けば、まさに不測の事態においても2100キロカロリーは供給できるということを持てれば、それが
私は安全保障論ではないかなと、こういうふうに思うわけでございます。そのようなことを申し上げ
ます。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○委員 先ほど会長が、個人的見解と言われながら、要するに2010年頃をイメージしてというお話
でしたけれども、その頃、担い手というのは一体どうなってるかなと、こう考えますと、ＷＴＯ交渉は
その頃までにでかなり進んでいるのではないか。自由化がかなり進んで、その一方で高齢化も進
んでるというようなことで、相当減少してるのではないかなと思うわけです。  

 そういうことで、これからの農政というのは当然のことながら、意欲ある農家への焦点を絞ったも
のにならなきゃならないと。同時に農業生産法人の規制を緩和してやっていくということも必要だ
し、言わばその発展形態として株式会社というのもあるだろうと思うわけです。株式会社論という
と、それは何か議論を矮小化するというような意見がありますけれども、やはりそれは明確にして
おく必要があるのではないだろうかと。その価値もあると。確かに株式会社というのは、株式会社
性悪説というんですか、そういう不安はあるわけですけれども、土地利用計画というのをかなり厳
しく審査すればいいのではないか。それは難しいというのは、今の農地法とか農振法ですか、そう
いうものの体系の中で考えるからであって、それを改正、あるいは一本化して抜本的に改正すると
いうことによって、かなり土地が妙なことになることを防ぐ、要するに優良な農地を担保することが



できると、こう考えるわけです。いずれにしても優良な農地の確保と、それから一定数の担い手の
確保というのは極めて重要なので、要するに多様な担い手というんですか、そういうものの選択肢
の一つとして考えるべきものであろうと、こう考えております。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○委員 今回が合同部会の最後でありましょうし、農業者の立場から、きょう示されました資料５の
御説明があったわけですが、これが中間答申の一つのベースとは思いませんけれど、農業者とし
て気になる点をこの表によってちょっと説明させていただきます。  

 まず１ページの視点で、「消費者」という字をやっぱり「国民」に直すべきではないかというのが私
の思いでございます。準農業地帯である私たちの農村も、農外所得が 800万円で農家所得が50
万円という方が80％以上いらっしゃるということは、消費者という位置づけにもなりますし、「国民」
という表現でないと、消費者ということではないんじゃないかということが１点でございます。それが
１ページで、できれば消費者と農業者という考え方ではなしに、国民ということであります。  

 そして、「消費者が選択できない」と書いてあるんですが、これも「国民」になれば我々も納得でき
るんですが、農業者自身も選択がなかなかなかったんだということも意識していただきたい。  

 それから２ページ目でございますが、「世界の食料需給」の冒頭に、世界の人口が80億になるん
だよと。まあ2010年とかいろいろあるんですけれども、やっぱりこれは一つの指標として示されて
おるわけですから、この辺に至ったときの食料確保の問題というものを書かなければおかしいの
ではないかということを感じました。  

 それから先ほども委員がおっしゃったと思うんですけれども、私は今、食べ残しが非常に多いと。
食べ残しの生ゴミをどうリサイクルするかということが、これをまた人間が食べられれば一番いい
んですが、そうもいかないとするならば、これは消費者も生産者も、国民が真剣に考えなければい
けない。このリサイクルをどうするかという課題は入れておくべき課題ではないか。  

 それから外食産業に対しての言葉なんですが、メニューについて余りにも副食が多くて、結果的
にそれが健康になるのかというのをもう一遍議論していただいて、外食産業の方もしっかり国民の
健康という視点から、本当に今のメニューが正しいのかということは議論する必要があるということ
が２ページでございます。  

 ３ページ目は、そこに「大豆等は米国等」という、「米国」というような言葉を私は出すべきではな
いんではないか。アメリカ一国に頼るというような表現、まあ「等」が入っておりますけれども、これ
は私ちょっと気になるなと思いました。  

 それから４ページでございますけれども、ここで一番私が気になりましたのは、問題になっている
のは、食べていらっしゃる方が、国民が求める消費構造と生産構造がずれているところに今の農
政、農業の一番の問題があると思うんですね。戦後は画一的生産で、画一的消費でうまくいった
んですけれども、消費者が求めるものと我々が作ってるものが非常にいびつになった、これをどう
農業基本法で見直すかという視点をしっかり入れておかないと、また問題を起こすと思います。  

 それから担い手問題では、家という単位から個人という単位にもう我が国はなっているということ
を基本に担い手問題を考えませんと、これは家族経営であろうと法人経営であろうと、もう個人と
いう意識なんですね。家で物事を動かせない時代がきた、そういう教育をしてるんだということが
大事であります。  

 それから、先ほどから専門委員がおっしゃってますけれども、我々も我々なりに一生懸命頑張っ
てきたんですが、今の教育は１＋１＝２という教育でございますが、我々30年、農業をやってまし
て、１＋１＝－２が多いんですね。ここをこれから担い手問題でもしっかりやる必要がある。優秀な
大学を出たから農村へ入ったらうまくいってるかとなると、私はすごい経験してきたんですが、そう



でもなく、すぐギブアップしてしまう。これは１＋１＝２と思って入ってくると、台風がきて死んだりし
ちゃうと、もうやめたと、こういう発想になることは十分頭に入れておかないと間違いを起こします
ね。  

 それからコストの問題ですが、私は「流通システムの改善」という言葉を入れるべきであり、「スケ
ールメリットの確立」という言葉もぼちぼち入っていかないと今まで議論があった意味がない。まあ
この範囲で言うならですから誤解しないでください。  

 それから最後に６ページなんですが、ここにぜひ入れてほしいのは、先般から話してきたんです
が、農業と環境の問題は、農業、農村サイドとか生産者と消費者ということではなしに、農業者だ
けの問題ではなく国民全体の問題だと思うんですね。消費者と生産者とか、都市も真剣にこの環
境問題については積極的に参加し、考えなければいけないという項目が要るなということでありま
す。  

 大変長くなりましたけれども、以上でございます。私、農業者ですから、そういう形で表現するし
かなかったので、会長さんに怒られるかもしれませんが、お許しください。  

○会長 ありがとうございました。具体的な提案をいただきました。  

○委員 いろいろ御議論を伺ってまいりましたけれども、やはり基本的なところでまだ足りないと思
われることが２つございまして、一つは哲学の問題です。  

 農業をどう考えるのか。あるいは私どもの食料の問題をどう考えるのかということは、例えば自
然と人間との関係でどう位置づけるのか。あるいは文明の長い歴史の中でどう考えるのか。しか
も21世紀、もう目の前にいろんな想像できない変化が起こるであろうことは、気候変動の問題が一
例でございますが、そういうまさかの事態も予測しながらどう考えるのか。そういう基本的な哲学
が、部分的には個々に少しずつ御意見として出されているんですが、できれば私はこれは中間報
告の前文のようなところで、本当を言うと高らかにうたい上げるような、せっかくここまで集中的な
議論が進められきたんですから、本当は格調の高い、会長がせいぜい30年と言われましたけれど
も、まあ30年でもよろしいんですが、例えば私ども日本国憲法の前文というのは、少なくとも今日ま
で暗唱したり、たくさん読まれたりと、高らかに読まれてきた、私などはそういう世代でございます
が、そんな具合にせめて30年でもいい、前文をみんなが誇らかにうたい上げるような、そういう格
調の高い哲学のあるものができればなと、これは希望であって、うまくいくかどうかわかりません
が、そういう願いを持っております。そういう意味での哲学の議論が、部分的には出ているけれど
も、私も申し上げておりますが、まだ足りないんじゃないか。ですから、それもいかなる事態が起こ
ろうとも、地球環境の変動、気象の変動、そういうことがあろうとも政府が、やはり国民の命の問題
ですから責任を持つという大前提があれば、これはおのずから、農業というのは自然に依存しな
がらの物を作る経済活動ですから、工業と同じレベルで競争させるということ自体が私は基本的
にもう変えなければならない。先ほど農薬の話なども出ましたし、私などもいつも、水路がコンクリ
ート化になっていくということの残念さを思うんですが、これだって工業と競争させようと思えば思う
ほどそうせざるを得ない、そういう施策があるわけですから、やっぱり基本的なところをきちっとさ
せませんと、枝葉のところでただただ議論が錯綜すると、そういうことになってしまうと思うので、基
本理念を打ち出せないかと、これが一つでございます。  

 それから２番目でございますが、どうも農業というのは土地と水が不可欠、ことに日本の場合は
そうでございます。昔よりも今の方がなお、これから先になおそうなってまいります。ところが、私は
水のことを部分的には言ってまいりましたけど、とにかく水の視点が欠けております。残念ながら
この35名の専門委員と委員のメンバーを拝見いたしましても水の専門家は一人もいらっしゃらな
い。私も農業用水の専門家ではないし、技術者ではありません。一体農林水産省は水ということを
あんまり大事になさってないのかどうか、私その辺まで大変気になるんでございます。もちろん意
見の中では公聴会で、九州ではクリークのお話が出たし、岡山では溜め池のお話が出ましたけれ
ども、とにかく基本は水でてあり、環境、環境というけれども、その基本も水であり、それは人間が
やっていることで、その人たち、農業者のほとんどが入っている土地改良区の話題すらなかなか



出ない。土地改良区の評価、位置づけをちゃんとせよという御意見は、専門委員からだったと思い
ますが、出ておりますけれども、そのほかにはあんまり伺っておりません。私もこれ、大変気になり
ます。この間もＮＨＫですか、アンコールワットの文明がなぜ栄え、そしてなぜ滅びたかというのを
夜、番組でやっておられました。あれも溜め池のおかげで、溜め池の維持管理がきちっとできた。
そのおかげでお米が年に何回も取れたということであの文明ができた。だけど、その溜め池の維
持管理を怠ってないがしろにしたところで今、砂に埋もれて密林になっていると、こういうことでござ
いまして、水利用と維持管理の大事さというものを改めて考えさせられた。これはメソポタミアの滅
亡も同じパターンでございます。日本ではそれを3000年来、連綿としてやってきた。これはもう24時
間体制です、言ってみれば。途切れないように連綿としてやってきた。これが水の管理なんです
ね。途切れたら、何度も申し上げるけれども、血管ですからそこから壊れてしまう。それをずーっと
連綿と今日までやってきたから今の日本列島の現状があるわけでございますが、ところが、その
維持管理一つがもうできなくなっている。  

 先日も山口県に参りました。一つの町で大小合わせて2500溜め池があります。しかも、その2500
は１箇所、ほとんど一集落のあたりに集中している。どうやって維持管理するんだ。当然もう維持
管理できない形になっていますが。そういうのが日本列島の奥地にたくさんございます。奥地だけ
ではない、先ほどのクリークの話だって、これは平場でございますが、平野の末端でもやはり人間
が維持管理をきちんとしていかなかったら水利用一つできないわけです。  

 それが今危なくなっている、こういう事態を現状認識として捉えませんと、農業の役割とか位置づ
けとか、農村整備の話もありましたけれども、下水道は議論に出たんですが、用水のことはまだ議
論に出てないし、土地改良区の皆さんの御苦労ぶりなんかも、はっきり言うと新聞に何も出ない。
これ名前も悪いんですけどね。私、「土地改良区」という言葉を使うときは必ず「農業水利組合のこ
と」と、これからは括弧書きをしなければいけないなと思っておりますが、そんなわけで農業が水を
使わなくなったら、川の水も地下水もなくなると私、言いましたけれども、要するにそういう類のこと
はみんなこの方たちが、つまり人間がやっているんだと、そういうことの認識も議論もないと、農業
を出来上がったものだけで語るというのでは、土台がなかったら出来上がらないので、やっぱり本
末転倒じゃないか。  

 以上、２点の議論がまだまだ必要であろうと思っております。  

○会長 ありがとうございました。だんだん時間がなくなってきましたが、それでは、どうぞ。  

○専門委員 なるべく手短に申し上げたいと思います。農業と工業、あるいは商業、どこが一番違
うのかなと、このようなことを考えてみますと、私はやり方によっては農業は非常に協力し合って助
け合っていかないと成り立たない産業、工業は反対によそにないものを作って、あるいは安く仕入
れて高く売ってというようなことで常に競争してやってる。商業においても然りだと思います。したが
いまして、それぞれ非常に違う内容のものを一緒くたに物を考えてはなかなか大変だろう。したが
って、ここにあります、いわゆる株式会社の農業参入、これについては私は反対というようなことを
申し上げておきたいと思います。そして農業はやっぱり家族農業でしっかりとやりながら、あるいは
今、改革を進めております農業法人とか、あるいは農業公社、そして自営とか、いろんな団体で補
完をしながら日本の農業はしっかりとやっていくべきだろうと、このように考えてますので、よろしく
お願いしたいと思います。  

○会長 わかりました。ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 合同部会に参加して発言が今までなかったので、ちょっと発言させていただきます。 

 私、冒頭に委員の方々が言われた改革ですね、まさに我々が審議しているのは、これをどうする
かということだろうと思うんです。特に委員がおっしゃったように橋本内閣がやっている６大改革で
すね、これは今いろいろな動きがありますけれども、私はやっぱりこれは日本が国としてどう生き
残っていくかという、まさにそういうところに来た改革で、私なりにその理念は何だろうか、それは
農業問題にも当てはまるのではないかと、こう思っていますが、一つはやっぱりこれまでの明治以



来の中から「小さな政府」ということにしていかざるを得ないんだろうと思います。つまり、もう財政
というものがそんなにあらゆるものを援助するというようなことはできなくなってるのではないか。そ
れともう一つは、やっぱりキャッチアップでこれまで来たようなやり方でなくて、もうちょっと地球規
模で考えなくてはならない問題というのが出てきたのではないかと。それと最後はやっぱり危機管
理機能というのをどのようにしていくのかというようなことが、この６大改革を含めて取り組まざるを
得ない、国家がそういうところに追い込まれていると思うんですね。  

 それを農業のこの我々の調査会の問題に当てはめてみると、そういう視点から見るといくつもの
改革すべき問題が私はあると思うんです。  

 一つは、危機管理という部分でいえば、私も食料部会に属しているんですけれども、本当にこの
食料安保という問題をどのように捉えるか。それはある部分やっぱり地球規模で捉えていくよう
な、アジア食料安保みたいな、モンスーン米地帯ぐらいは何とか協力していくと。あるいは戦争は
ないと言うけれども、本当に政治的な形で食の危機に陥ったときに、我々はどうそれに備えていく
んだと。それは輸入と備蓄の組み合わせですけれども、この備蓄のあり方はどのようにしていった
らいいのかというような部分の危機管理の部分というのを、やっぱり重要に考えるべきだと思うん
ですね。  

 それと、小さな政府あるいはキャッチアップが過ぎてどのように日本の農業が生き残っていくかと
いうと、やっぱり改革をする以上、これまでのように例えば農地は確かに自作農主義であるべき
だ、これは理想だと思うんですけど、では、それで後継者がどこまで本当に育っていくのか、もっと
大きな承継者という立場を捉えて、脱サラの人とか、あるいは兼業の人たちがもうちょっと十分に
農業をやっていけるような、そういう形を考えるとすれば、それは株式会社の参入というのは非常
にいろいろな問題があると思うんですけれども、やっぱり農地というものに、他の用途に転用しな
いという歯止めをしっかりかけた上で、そういうリスクはあったとしても、そういう冒険や改革をして
いく必要があるのではないかと思うんです。そうすることによって、それは新しい承継者の育成に
もなるし、技術の面で農業というものをある部分変えていくということにも働くんだろうと思うんで
す。ただ、その場合、私はこういうものを読ませていただいたり、皆さんのお話を聞いていて、中山
間地のそういうところが本当に大規模化ができない。しかも48％も占めているこの地域を、環境を
どのように捉えていくのか。これはやっぱり我々は、小さな政府だ、こうだと言っても、その中山間
地というものを国の一つの関係とか、国土資源のストックみたいな形でしっかりと捉えておかない
と、こういうところまでどんどんだめにしてしまうと。言わば産業としての農業というのは私は反対な
んですが、でも、そういう一つの仕分けをした中で改革というものをしていかないと、この調査会の
やるべき任務といいますか、私たちが議論をするところは、そういうところを思い切って、できるも
のはするというところで議論をこれからも続けていけたらいいのではないかと思ってます。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 先ほど専門委員から改革のことについて随分言われましたが、現状は、戦後ずっと
価格支持政策で農家がやってきたわけですけれども、頭にカミナリが落ちる、直撃されたような、
そんな改革が今行われておる。農家側から言わせると、何くそ、甘いぞと、こういうお話でしょう
が、現実は大変なことであります。今まですら農業が間に合わない、そしてどんどん農業から離れ
ていった。これ以上市場原理に全部任せて、それでは農業、農村がなくなってもいいのかとなる
と、大変私は心配な点があるのではなかろうか。  

 そこで、先ほど所得補償政策というお話をちょうだいしました。その点は大変安心なんですが、そ
の所得補償政策というのは実際にどのように行われるのか。もっと今まで以上にバラまきと言わ
れるような懸念が出てきはしないのか。そこら辺、米に関しては農業団体が今ああいう形をとっ
て、委員からは十分でないというお話がありますが、それでも相当進んだというふうに私は思いま
す。しかし、他の作物でも価格支持をやめて所得補償となると、一体それは具体的にどういうやり
方になるのか、私もまだわかりませんし、特に中山間になりますと、中山間の条件不利にもう一つ
加えていただきたいのは、やっぱり積雪寒冷地帯だと思います。温暖地と積雪寒冷地帯では全く
中身が違う内容になりますので、そういう点では条件不利の中にひとつ入れていただきたい。  



 しかし、今の条件不利地域、総じて経営規模が小さいわけですから、これを所得補償するとなる
と大変な問題があるのではなかろうか。そうすると一体その受け手は直接農家になるのか、ある
いは行政になるのか、先ほど委員が言われた、水利組合になるのか森林組合になるのか、ある
いは第三者の別の機関を作るのか、そうしないとなかなか所得補償ということは機能しないので
はないかというふうに思います。その議論がされないままに今、中間取りまとめがされるというの
は、どんなことになるのかなという心配をするわけであります。  

 いま一つ、株式会社ですが、私は時代の流れである程度というふうには思うんですが、やっぱり
これは土地に対する計画というものをきちっとしないと、農業者の側からすれば、皆さん、大変な
心配をしておると。いま一つは水管理が、会社で果して全部うまくいくのかということの危惧がある
わけであります。そういう点があんまり触れられないままに今、中間答申が出されるとすれば、もう
少し議論の余地があるのではなかろうかと、こう思います。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 本当にごく手短に申し上げます。先ほど委員の方から、外食のメニューの議論をし
たらどうかというような御提案もありまして、もし、していただければ大変望むところでもあります
が、一言だけ申し上げますと、今の外食産業のメニューというのは決して一方的に誘導して作って
るものではなくて、基本的には全部消費者、「消費者」という言い方がまずければ「国民」でも結構
ですけれども、ここにいらっしゃる方も全部国民でいらっしゃるわけですし、それぞれに何を召し上
がられたかといえば、決して人の言うことをきくようなことは恐らくなさらないと思います。結局、御
自分がどうしたいかということに基づいてメニューは決まってくるわけでございます。  

 そういう意味で申しますと、御議論いただくのは大変結構ですけれども、こういうメニューを作って
持っていったらどうだろうというような形はなかなか難しいだろうと思います。特に都会では今もの
すごい競争になってますので、メニューは刻々と変化しておりますし、またあらゆるメニューが登場
しつつあります。その辺だけ一言申し上げたいと思います。  

○木村会長 では、どうぞ。  

○専門委員 簡単に申し上げます。食料の安全保障につきましては部会で意見を既に申し上げて
ますからくどくど申し上げませんが、仮に自給力を保っていくというふうにしても、私は例えば農地
の保有する規模等の目標設定が必要ではないかという考え方です。  

 次の優良農地の確保等々の問題でございますが、先般来ございましたように、やっぱり将来の
農業の担い手としては、家族農業、集落営農といいますか、協業、それに農業生産法人、さらに
は農業公社であるとか、あるいは農地保有合理化法人の機能を活用したＪＡとか、そういうものが
中心になるべきではないかなという考えであります。  

 それから株式会社の参入問題がいろいろあって、確かにおっしゃるようにメリットもいくつかある
んだろうと思うんですけれども、農業の現場においてはやはり先ほどもありましたように、集落で共
同での水利とか、共同作業で農地を保全してるというものが損なわれはしないかという懸念、さら
には投機的取得といいますか、農地がなくなる懸念があるというような大きな懸念があるわけでご
ざいまして、そういう問題は一体どうなるかということをもうちょっと詰めて議論すべきではないかと
思います。  

 特に土地につきましては、一定程度の農地を保全するとなっていけば、やはり現在の農地の規
制というのは強化していくべきではないかというふうに考えるわけでございますが、都市計画、農
村計画との調整とか、どこを開発して、どこを農地に残すかという、いわゆる土地利用計画をきち
っとやるような方向で持っていくべきではないかと感じます。  

 それから価格政策と農業経営の安定とあり方でございますが、世界的にも例えば価格支持から
所得政策という流れにあるということは十分承知しているわけでございますが、それもやっぱり一



気にやるのではなくて、漸進的にやられてるのではないかというふうに理解をするわけでございま
して、いずれにしても大規模の農家の育成にしても、農業新規参入にしても、農業で一定程度所
得確保しなければ実現しないわけでございますから、そういうようなことを考えていくべきではない
か。  

 それから農業生産と環境の問題で、確かに先ほど御指摘がありましたように、環境に貢献する
側面がある反面、例えば農薬、化学肥料の問題だとか、環境に負荷を与える要素というのも大変
あるわけでございまして、特にそういう無機質の肥料、薬、あるいは畜産廃棄物等々あるわけで、
現実には例えば畜産廃棄物と、地域によっては家庭からの生ゴミ、あるいは食堂等から出る業務
用廃棄物、有機なものを含めてですね、あるいは畜産農家等含めて総合的に堆肥化するような仕
組みをやっておられるところもあるわけでございまして、そういう技術と流通をどうするかといういろ
いろな問題があるわけでございます。それはぜひとも解決していかなければいかん課題ではない
かなと、そういうふうに感じます。以上です。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 時間がないのに申し訳ございませんけれども、ちょっと気になることがあったので一
言申し上げたいと思います。  

 きょう消費者団体からの要請というのが出ていると思うんですが、これを見ると大方市場原理と
いうことには消費者側も、国民側も懸念を持っています。  

 なぜかと言いますと、先ほど専門委員が受け止め方がいろいろあるねと言われたんですけれど
も、市場原理、マーケットメカニズムというんですか、それはもう価格競争というイメージですね。だ
から正常な需要と供給ということ、それから買い手側からのシグナルの発信ということを言ってい
ただきましたが、そういう方向で受け止めれば、この市場原理というのもいいのかもしれません
が、私ども一般国民が持っているのは、価格競争、強い者勝ちという印象を持っているわけです
ね。ですから、市場原理を今後農業の問題に導入するかどうかというのはまだはっきりしていない
ようです。もし使うとなれば誤解のないようにやっていかないといけないのではないかというふうに
思います。  

 それからもう一つ、どうしても価格競争がある場合は、そこを担保するためにやはり価格支持制
度とか、いろいろな財政の援助みたいなことを考えていくのではないかというふうに思っています。 

 それから、株式会社の話も多分この要望の中に載っているんですけれども、株式会社、これもや
はりイメージがいろいろありまして、株式会社は悪徳商人みたいな考え方があるわけですね。です
から経済学者ではない国民が株式会社をどういうふうに考えて、市場原理をどう考えてるかという
ことを頭に置いてこの基本法を作っていただきたいなというふうに思っています。  

○会長 ありがとうございました。  

○委員 私は問題提起的にちょっと申し上げたいと思いまして、ぜひ一言と思ったんであります
が、それは今回のこの合同部会、きょうが最後ということでございますけれども、全体会議の中に
おいても、個別の部会におきましても、一つ欠落している問題があると思うんです。それはこの大
きな情報化の流れという視点に立った問題がほとんど触れられていないと思います。  

 先ほど来、出てまいりました中山間の問題などにしましても、私は本当にアメニティーのいい中
山間の中で、まあ農業は別として、農村ということで考えました場合に、情報通信の社会基盤とい
うものを作りまして、本当に例えば農水から各市町村に対するトレーニングを受けたような、そうい
う人を養成するような予算を取って各市町村に何人かの人を置くというようなことをやって、そして
情報化の基盤整備というものをやっていけば良いのではないか。これは例えばどういうことかとい
いますと、中山間などの場合にも一番大きな問題は私は教育の問題であり、それから医者の問題
ではないかと思うんですね。そういう場合に、例えば無医村であったとしてもヘリポートを作り、そし



て情報ネットワークというものができておれば、いざというときにはすぐにそのヘリポートを使って
最寄りの都市に、大病院に運ぶというようなことも可能になる。そんなことをやれば中山間におけ
る不利な条件というのは、教育も含めまして相当程度是正することができる。そういう世の中が今
やってきたと思うんですね。  

 ところが、この問題提起の中におきましても、そういう社会情報基盤の整備というふうなことと
か、そういった形で中山間という問題を活性化する、あるいは人の流れを止めるというふうな問題
は一切入ってないわけですね。私は農業部会ですからそういうことを今まで余り発言しなかったん
ですけれども、これは農村部会においてその辺の問題を御検討いただけたらと思います。  

 ちょっと数字で言えば、いわゆる今テレワークという形で自宅で仕事をして、それを職業としてい
る人、これが日本は私の記憶では95万人くらいだと思います。ところが、アメリカではそれが3400
万人という数字になっているわけですね。日本にそれを当てはめれば1500万人以上の人がそうい
う形で職を得ているわけです。ですから、中山間の方々もそういったものが身について、そしてテ
レワーク的な仕事をすれば、高齢者であったとしても収入が得られて、それは農業のマイナスの
部分というのを補てんすることもできると思うんですね。そういう視点からの御検討をぜひ農村部
会でしていただきたいと思います。  

○会長 ありがとうございました。情報格差の是正、大事なことですね。部会長さんの方から何か
ありますか。  

○部会長 時間がなくて恐縮なんですけれども、４点か５点ばかり申し上げさせていただきたい。
ごく簡単に申し上げたいと思います。  

 いろいろ皆さんの御議論を聞いておりまして改めて感じたことが多いわけですが、まず第１は、
今日出されましたまとめというのは前回の議論がまとめられておるので、もう少しレベルの高い、
次元の高いレポートをつくるといいますか、理念を掲げるということについては、これよりももっとい
いものを作る必要がありますし、またそうしなければいけないのではないか。農村部会はやや哲
学的なことにも触れておりますし、そうした観点からまとめる必要があるのではないかと思います。 

 ２番目でございますが、改革ということは当然必要でございまして、かなりの内外価格差があると
いうことは日本農業をやはり改善していかければけない、農家の努力が必要だということだろうと
思います。ただ、今日出ました市場原理ということが余りに強く感じるといいますか、専門委員の
方からは比較的まとめの形でいい御意見が出されたと思いますが、市場原理といいましても、や
はり20世紀的な意味での経済を中心にした市場原理というものがある種の行き詰まりを見せてい
るということもまた事実でございまして、ドイツ等では市場原理に対しましてははっきりと修正原理
というものを掲げている。その修正原理の中には環境、福祉、国土政策・・国土政策というのは一
極集中の是正とかですね。それから農業、こういったおよそ４つ、５つの修正原理というものを端に
置きまして、そして市場原理と修正原理をいかに調和させるかと、こういうところに新たな政策課題
を置いているということを、私たちは認識しなければいけないのではないかということを感じまし
た。  

 それから３番目でございますが、ＷＴＯの議論というものを与件として考えるのか、あるいは我々
が21世紀に向かって世界の環境問題とか農村の意義とか、世界的に認知されつつあるわけでご
ざいますが、そうした問題を食料の問題に絡めてどのように考えていくかということは、やはり日本
としての立場というものを主張すると、こういう視点がなかったら、これだけ世界の経済大国とな
り、また文化、文明の面でもリードすることが必要とされてるような立場にありながら、単に経済的
なものだけで考えることはできないのではないか。したがいまして、ＷＴＯにおきましても、限界は
あるでしょうけれども、やはりそういった総合的な視点というものを日本から発信していく、主張し
ていくというようなことが必要ではないかと感じました。  

 ４番目でございますが、国民の要請というのは非常に多様ではないかと。価値観の転換というよ
うなことが言われておるわけでございますが、農業、農村に対しましてももちろん需給バランスのと



れた安い、安定的な食料供給、これは当然のことでございますが、同時にいろいろなアンケートを
見ますと、もっと効率を上げながら自給を高めるべきであるという意見があります。これまた私はこ
の調査会の議論と国民全体、いろいろな形で出てくるアンケートの内容とがややギャップを感じな
がら聞いておりまして、その点でももう少し調査会の中での相互理解というものが進む必要がある
のではないかと思っております。  

 都市の方からも単に食料供給基地としてではなくて、やはり国土政策で出されましたような多自
然居住空間といいますか、大都市から農村、中小都市に移りたいというふうなことを希望する人た
ちは、どのアンケートをとっても５割、６割と出てくるということは、やはり新たな意味で農業、農村と
いうものが要請されているのではないかと思います。  

 ５番目でございますが、株式会社の問題が出されておりますけれども、これは私は勉強不足で
断定的なことは言えませんが、今日もいろいろ意見が出されましたので、いろいろな論点がわかっ
たわけですけれども、もう少し議論を尽くしていく必要があるのではないかということを感じました。
以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

○部会長 もういろいろな御意見が出まして私の言いたいことも、どなたがおっしゃったことが私の
言いたかったことかということはちょっと申し上げませんけれども、出てないことを二、三、申し上げ
たいと思います。  

 一つは、農業基本法は36年にできまして36年間経ってるわけですが、先ほど冒頭にタイムスパ
ンのお話がございましたが、この調査会の結論が出た後、委員の言われたプランとプログラミング
というものがどういうふうに作られるかというのは政府のお決めになることですが、その両方、ある
いは少なくともプログラミングの方は５ないし10年に一遍ぐらい見直すというぐらいのつもりでいか
ないと、平成10年まででもなかなか視界がそう 100％クリアではございませんし、また、そのくらい
のスパンで農業の位置づけというようなことを、いろいろな立場の方が集まって議論するというの
は非常にいいことだと思いますので、そういうことの提案を意見として申し上げたいというのが一
つです。  

 それから、まだ出てない意見としましては、詳しいことは申し上げませんが、二律背反的な意見
が多いというお話がございましたけれども、それを両立をさせていくようなもうちょっと、例えば株式
会社の問題で言えば、農地の転用とか、投機の防止のための計画制度をもっときちんとすればい
いじゃないかというお話がございますが、それでどこまで本当にできるのかということを詰めていく
とか、あるいは農業生産法人の発展形態として考えられないかということが、制度としてどの程度
実現可能性といいますか、フィージビリティーがあるか、そういうことを具体的に詰めて議論をしな
いと、どうもここから先、議論は進まないなという感じがしてますので、これは中間取りまとめの前
には間に合わないと思いますが、そういう形でやっていく必要があるのかな。  

 それから自給率の問題については、これだけ42％までカロリー自給率が低下したということは、
あり余る生産力のあるお米を食べないで畜産物をどんどん食べたということが響いているわけで
すが、飼料穀物だけじゃなくて干し草ですね。ヘイ・キューブその他で草まで今入れてるわけです
ね。片方で国内では相当耕作放棄地が出てるということがあるわけで、技術の面、ソフトの面を含
めまして、日本の農地ないし農用地というものと畜産をもう一回近づける努力をやるということが、
この食料安全保障の中に一つ入ってきてもいいのではないだろうかと。これは先人がいろいろ苦
労してできなかったことが多いんですけれども、この際もう一回考えてみる必要があるのではない
か、それだけです。  

○会長 ありがとうございました。会長代理、どうぞ。  

○会長代理 今日委員の改革論から議論が始まったようです。私、いつも意見申し上げてますの
は、長い間、県知事という形で、農業政策の現場を担当した者の実感をいつも申し上げてました



が、きょうもその実感の一つとして、改革論について２点お話をしていきたいと思います。  

 農業基本法ができてから36年、逆に言いますと、日本の農業というものを産業政策の対象として
行政が行われ出してからまだたった三十数年しか経ってないということなんですね。一方、工業と
いうのは 130年前の明治維新以来、軍部の圧力その他あったかもしれませんが、曲がりなりに近
代化の道を歩んで、いろんな経験をして今日に至っているわけですが、農業が産業として扱われ
出したのはたった三十数年前なんです。明治時代は御存じのように、新しくできた中央集権の明
治政府の財政的基盤を賄うために農業から地租を、まあ収奪という言葉は悪いですけど、地租を
取り上げる、それで近代的国家のもとを作ったというのが当時の農政の奉仕した役割だったわけ
です。  

 その後、日本がだんだん工業国家になる過程で、日本の国というのは今でもそうですが、およそ
いろいろな意味での資源のない国です。当時は特に外国から資源を入れて国内で消費をしていた
わけですね。今のように付加価値を売って、その差益で我々が飯食ってるということではないわけ
でありますから、外国から原料を入れるためには物を売らなければいけない。売るものは養蚕、生
糸しかなかったわけでありまして、女工哀史ではありませんが、生糸を増産をして外国に売って外
貨を稼ぐということに奉仕したのが第二ステージの農政の役割だったわけであります。  

 それ以降はもう食料増産、食料増産で戦争、戦争ということでありまして、昭和40年代の前半ま
では国民を飢えさせないということで、食料増産ということに奉仕したのが今日までの農業であり、
農村であり、農政だったわけでありまして、やっと産業政策として農業を捉えたのは、たった今から
三十数年前だということと、曲がりなりにも 130年の近代化の歴史のある工業とをストレートに比
べるというのもどうかなという感じがするというのが１点であります。  

 もう一つ、著しく工業と違うのは、農業は大小様々ありますけれど、とにかく 400万、 500万という
ものすごい多くの経営体があるわけです。工業の場合は寡占が進む、業種によってもいろいろあ
るでしょうけど、たかだか数十とか、多くても数百とか数千、そういう世界に対する業界全体が、情
勢の変化に対応するためにかかる時間の差というのはものすごく差があるわけでありまして、ある
いは政策的な努力をしても 400万、 500万の農家に政策が浸透するのは大変な時間がかかる。  

 その産業政策として始まってたかだか30年ぐらいだということと、たくさんの経営体がいるという
ことの２つ、絶えず頭に置いておきませんと、改革論も大変大事だと思いますが、具体的な政策に
なったときに、その政策は決して浸透しないというのが私の実感でございますので、一言申し上げ
ました。  

○会長 ありがとうございました。今日は時間が押して申し訳ありませんでした。大変充実した、白
熱した御議論をちょうだいいたしました。  

４．今後の進め方について    

○会長 これからまた中間取りまとめを年末にかけてやっていかなければいけないのであります
が、そのたたき台は、誠に勝手ながら３部会長と会長代理と私の５人で一応たたき台を作らせて
いただきたいと思います。何とぞよろしく御了承のほどお願い申し上げます。  

 そして日程でございますが、12月５日に、今度は調査会になりますが、第４回の調査会がござい
まして、第５回は12月10日、これで事実上、一応の中間取りまとめの討議はおしまいでありまし
て、その後、12月19日に中間報告を提出すると、そのような式次第がございます。  

 なお、次回の調査会、御所用で御欠席になる方もおありかと存じますが、ぜひ皆様方の御意見
を反映していきたいと思いますので、書面などで御意見をちょうだいできれば幸いでございます。
何とぞよろしく御協力のほど、お願い申し上げます。  

５．閉  会     



 それでは、本日はこれで合同部会を閉会させていただきます。ありがとうございました。  


