
平成９年１１月７日（金） 

食料・農業・農村基本問題調査会 第２回合同部会議事録 

１．開  会     

   

○会長 それでは定刻となりましたので、まだお見えでない委員の方もおられますが、た
だいまから食料・農業・農村基本問題調査会第２回合同部会を開会いたします。  

 本日の会議は午後４時半まで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．農林水産大臣あいさつ    

   

○会長 本日、農林水産大臣が出席しておられますので、まず、ごあいさつをお願いいた
したいと思います。よろしくお願いいたします。  

○農林水産大臣 食料・農業・農村基本問題調査会第２回合同部会の開催に当たりまして
一言ごあいさつを申し上げます。  

 私は９月に農林水産政務次官として委員、専門委員の皆様方にごあいさつをいたしまし
たが、その後、農林水産大臣を拝命し、その任に当たっておりますのでよろしくお願い申
し上げます。  

 委員、専門委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ４月以来、多大の時間を割
いて本調査会において活発な御議論を展開していただいているところであり、まずもって
このことについて御礼申し上げる次第であります。  

 私は東京都の出身ではありますが、政治家としてのさまざまな経験から農業・農村につ
いて格別の思い出を持っており、前々から本調査会の御議論にも注目していたところであ
ります。  

 我が国農業・農村が大きな転機を迎えている中にあって、農政の改革を進めていくこと
が緊急の課題となっておりますが、このためには国民的な合意を得ることが不可欠である
と認識しております。私といたしましては本調査会における御意見を十分に伺って、これ
からの農政の方向づけをしっかり行っていきたいと考えております。  

 委員、専門委員の皆様方におかれましては12月の第一次答申の取りまとめに向け、引き
続き精力的な御議論を賜りますようお願い申し上げまして私のごあいさつといたします。 

○会長 大臣、誠にありがとうございました。大臣におかれましては職務御多端のためこ
こで退席されます。ありがとうございました。  

   

３．会議の進め方について    



   

○会長 本日、合同部会の第２回目となるわけでございますが、今回は12月に予定いたし
ております第一次答申に向けて意見の集約を図ってまいりたいと考えております。ただ
し、本日まだ合同部会でございますので、御自由に御意見をお出しいただければありがた
いと存じております。  

 各部会につきましては10月末までに、食料部会が７回、農業部会が６回、農村部会が５
回の議論を重ねてきたところでありまして、またその間、９月には合同部会を１回開いた
ところでございます。  

 こうした検討を経まして各部会ごとに議論の概要を一応整理していただいたところでご
ざいますので、今回はそれらをもとにさらに３部会合同で意見の交換を行い、前から言っ
ておりますように部会ごとの風通しを行ってまいりたいと考えております。  

 そこで本日の会議の進め方でございますが、まず各部会長から部会におけるこれまでの
議論の概要を御説明いただきたいと思っております。一通りお三方の部会長からの説明が
終わった後でこれらについて意見交換を行い、一次答申に向けての共通認識を形成してい
ってはどうかというふうに考えております。  

 なお、10月に委員、専門委員の御参加をいただきまして、札幌、仙台、熊本、岡山の４
箇所で地方公聴会を行いました。委員、専門委員の先生方にはまことに御苦労さまでござ
いました。各地域ごとに10人の意見陳述人の方々からさまざまな意見が寄せられましたの
で、その概要をお手元に資料として配布してございます。また前回と同様、本調査会宛に
届いております要望書がありますので、あわせて席上に配布させていただきました。御参
考にしていただければ幸いでございます。  

   

４．食料部会長報告    

   

○会長 それでは、まず食料部会長さんから、食料部会におけるこれまでの議論の概要に
ついて御紹介いただきたいと存じます。  

○食料部会長 食料部会長でございます。それでは、食料部会でのこれまでの議論の概要
をかいつまんでお話ししたいと思います。お手元に議論の概要をまとめていただきました
横長の資料がございますので、それを御覧いただきながらお聞きいただきたいと思いま
す。  

 まず最初に部会の開催状況でございますけれども、これまで７回の会合を開きました。
９月９日の第１回合同部会におきまして、第２回、第３回、第４回に食料部会で議論いた
しました問題であります世界の食料需給、我が国の食料安全保障のあり方、食料・農業分
野において国際的に日本の果たすべき役割と、こういったようなことにつきましてこれま
での議論の概要を御報告いたしました。その後、第５回、第６回の部会では、それぞれ食
品産業政策のあり方、消費者関連施策のあり方について議論を行い、最後の第７回の部会
におきましては、もう一度食料部会の中心的なテーマでございます我が国の食料安全保障
のあり方を基本的な議論の中心に置きながら、これまでの６回の部会で出ましたいろいろ
な問題についても議論いたしたわけでございます。  

 本日は、お手元の資料を見ていただきながら、第１回合同部会以後の食料部会の論議を
中心に御紹介いたしたいと思います。  



 最初に第５回でございますか、食品産業政策のあり方ということでございますが、資料
の５ページから６ページをごらんいただければと思います。この部会では、食品産業とい
うのをどう位置づけるか、それから原料調達の問題、食品産業の合理化といったような問
題、それから食品産業から排出されます廃棄物の問題、さらに卸売市場の問題、こういう
ような観点から議論を行いました。出されました主な意見は資料の５ページと６ページに
まとめられているとおりでございます。  

 食品産業の位置づけということでございますけれども、「国民経済的にみて重要な位置
づけを持っているほか、食料政策上も消費者への食料の安定供給、あるいは豊かな食生活
を支えるという点で国内農業と並んで重要な役割を有しているということ、また国産の農
産物の販路といいますか、買い手ということになると思いますが、そういうことも非常に
重要であるとを踏まえまして、今後は食品産業の健全な発展を図るという視点が明確にさ
れていく必要がある。」ということについて、これは基本的な認識ということでは特段の
異論なく一致していたかと思います。  

 次に原料調達という問題でございますけれども、これは「企業の存立の根幹をなす問題
であって、この原料調達という問題がうまくいかない場合には、食品製造業の空洞化とい
いますか、国内から海外へ出てしまうおそれがある。」と言う意見、「具体的な対策とし
ましては、短期的には農産物の行政価格を引き下げる。それとともに国境措置を見直し、
中長期的な課題としましては、現在の価格支持制度を原則的に廃止して、それに代えて直
接所得補償制度を導入するというようなことを検討すべきである。」という意見が出され
ました。つまり食品産業の原料価格が高いというようなことは食品産業にだけ負担がいく
わけでございますので、考え方を変えるべきであるということでございます。  

 また、「加工原料向けの育種、栽培技術の開発、生産・流通体制の整備というようなこ
とも必要である。」と、こういうような意見も出されました。つまり加工食品産業の値段
だけではなく、必要とするような原料農産物を供給する体制が必要である、ということだ
と思います。。  

 一方で、「しかし価格の引き下げということになりますと国内の農業が立ち行かないの
ではないか。」というような問題、それから「行政価格という価格政策について、これは
価格の高い・低いということと同時に価格の安定というような機能もあるという点から、
品目別にもう少し細かな議論をする必要がある。」、それから「価格政策はやめて、直接
所得補償あるいは収入保険というようなことで所得の足りない、あるいは所得が不足した
場合にはそれを補償するという政策についても、どれくらいの水準で補償すべきか、ある
いはどういうところを対象にして補償すべきかと、こういうような点について十分な議論
がなされなければならない。」、というような意見が出されました。  

 次に食品産業の合理化・効率化・体質強化等でございますけれども、食品産業と申しま
すのは食品加工業、食品卸小売業、外食産業のような部門でございますが、実際に現在で
は国民の飲食費支出の77％がこういう産業の占めるまでに至っており、非常に大きな部門
となっているわけでございますが、「食料を消費者に適正な価格で供給するという観点か
ら、農業に限らず食品産業においてもそのウエイトの大きさを踏まえた合理化・効率化が
必要であり、その体質強化も急がれる。」という意見が出されました。つまり農産物価格
が安くなっても食品産業が合理的・効率的なものにならなければ食品価格そのものは低下
しないということでございます。  

 それからまた別の観点でございますけれども、「食品産業は国民の健康と食文化を担っ
ているというような責任があるということを自覚して、単に消費者の嗜好に対応するとい
うだけではなくて、鮮度のよい食品、安全性の高い食品を供給するというような責任があ
る。」という意見が出されました。それから「食品産業にとって技術開発は重要な課題で
あり、公的な試験研究体制について食品加工のための技術開発をさらに強化する必要があ
るのではないか。」という意見、「情報化とか安全性というのは重要な問題であるので、



国が関与する必要があり、その支援は関係省庁が協力して行うべきである。」というよう
な意見が出されました。  

 次に食品産業の廃棄物に伴う環境問題でございますけれども、「廃棄物の減量化とかリ
サイクルというようなことを一層促進する必要がある。」、あるいは「有機廃棄物につき
ましてはコンポスト化ということを検討すべきである。」というようなことにつきまして
はおおむね御意見が一致していたのではないかと思います。  

 それから卸売市場でございますけれども、「非常に重要な役割を果たしているが、消
費、小売りが大きく変化している中で、大口需要の増大に伴う安定取引の要請というよう
なこと、あるいは取引慣行の改善といったようなことで、卸売市場については見直し、再
検討する時期にきている。」という認識で多くの人が一致していたかと思います。  

 次に消費者関連施策のあり方ですが、これは第６回の部会で検討されました。資料では
７ページから８ページになります。ここではまず食品の規格・表示、それから食品の安全
性、食生活というような観点から議論を行いました。  

 まず、これは当然のことでございますけれども、「国民の暮らしと生命において安心し
て暮らせるということは国の基本的な政策である。」ということについては、これは当然
のことであるというような意見でございます。  

 それに関連しましていろいろな具体的なことがあるわけでございますが、食品の規格・
表示につきましては、「見直すべきものは見直し、さらに整備・適正化を図る必要があ
る。」ということでございますが、「特にいろいろな法律があってわかりにくいというこ
とで、一つの制度に統一するようなことを考えるべきではないか。」という意見が多く出
されました。また国際化ということが進み、食品の輸出入ということも非常に多くなって
きているわけでございますけれども、「国ごとに食習慣が異なるということには十分留意
をして、機械的な規格とか表示とかいうことの、そう簡単にいかない点にも留意すべきで
ある。」、それから、「もともとの農水産物の原産地や有機農産物の表示ということにつ
いてまだシステムが整備されていない。」というような意見が出ました一方で、こういう
ような問題については「財政事情が厳しい中で、国の関与は極力限定すべきであって、ど
ういうものを選んで食べるかということは基本的には消費者の自己責任に任せるべきであ
る。」というような意見もございました。  

 食品の安全性につきましては、「安全性対策の一層の徹底が必要である。」という点で
は基本的な意見は一致していたと思いますが、「国際化という名のもとで、国際化・規制
緩和ということがどんどん進んでしまう。」というようなことでいいかどうか、つまり食
品の安全性が保てるかどうかということについては若干の意見がございました。  

 食生活でございますけれども、「日本の現在の食生活には無駄が多い、栄養バランスの
点でも問題が生じる可能性があり、見直しが必要であり、啓発・普及というようなことを
もっと進めなければいけない。」、また、「食べられることに対する感謝の気持ちという
ようなことを子供に教育する必要がある。」、また、「土に親しむというようなことも含
めて、この食料・農業という問題については子供に対する教育ということが非常に重要で
はないか。」というような意見が出されました一方、「食生活というものは本来個人の問
題であって国が関与する必要はない。食べたいものを食べたいように食べるのは個人の自
由である。」、こういうような意見も出されました。またそれに対して、「そうは言うも
のの食べたいものを食べたいように食べて、病気になって健康保険にかかるのでは困
る。」、こういうような意見も出されまして、やはり「食生活についてのガイドラインな
り指導なりということが必要である。」と、こういうような意見もあったわけでございま
す。  

 最後に、食料部会の一番ポイントになります食料の安全保障のあり方ということを最後



の部会でもう一度議論したわけでございますけれども、まず、現在の豊かな食生活という
ものを前提にしまして、短期的な需給変動への対応をどのようにしたらいいかという点に
つきましては、これは先に御報告もいたしましたが、資料では２ページにまとめられてお
ります第３回部会で議論したのと基本的には同じような意見が出されました。資料は２ペ
ージに戻ってごらんいただければと思います。  

 次に、長期的・構造的な食料のひっ迫に対する対応という観点でございますけれども、
これもやはり今の２ページにまとめられておりますように、前に御報告いたしました第３
回部会での議論と基本的には同じことでありましたが、食料供給力の確保ということに関
しまして、「食料が不足するというような場合は非常な事態である。現在の日本において
食料が不足するというのは平常時の問題ではない。そういうような場合を想定するのであ
れば、単に総量としての食料が供給、確保できるかどうかという問題ではなくて、個々の
家庭なり家計なりにまで最低限の食料が行き渡るようなシステムを整備しておく必要があ
る。」というような指摘もございました。  

 次に、この食料の安全保障の問題につきまして国内の農業生産をどう位置づけるかとい
う問題でございますけれども、第３回の部会では多くの委員から、「国内農業生産を可能
な限り維持・拡大すべきである。」と、こういうような意見が出されましたが、その後何
回かの議論を重ねてまいりました結果、第７回の最後の部会では、「農業を産業としてど
のように位置づけるか、経済効率性という観点のみから農業という産業を考えていいのか
どうかということについて少し整理しておく必要がある。」、それから「農産物の輸入が
増大しているのは、価格、品質、量といった点で国産品がユーザーの要望に十分に応えて
いないことに原因があるのであるから、国内生産そのものが価格、品質、量というような
点で改善されなければならない。」と、こういうような意見が出されました。  

 なお、食料の自給率という点は非常に大きな問題でございますけれども、第３回の部会
ではこれを高めるべきであるという御意見が多かったわけでございますが、これも議論を
重ねてまいりまして、「供給熱量自給率を高めるためには大変な努力が必要であるという
事実を認識しなければいけない。高い目標を掲げてもそれを実現するという点にははなは
だ大きな困難があるということは認識しなければいけない。そういう点からしますと、当
面は低下傾向に歯止めをかけ、中長期的には向上を図るということではないだろうか。」
というような意見、あるいは「供給熱量自給率が仮に45％とか50％、あるいは60％という
ように高まったといたしましても、それで食料の安全が確保されたということには必ずし
もならないのではないか。」というような意見、あるいは供給熱量自給率を上げるという
目標を掲げたとして、どういった政策手段がそれに対応して考えられるか。そういう政策
手段というのはそもそもないのではないか。」と、こういうような意見が出されまして、
「食料自給率というものについて慎重にいろいろな面から考えなければいけない。」と、
こういうような意見にやや変わったという感じがいたします。  

 ただ、この食料自給率の向上について、食料自給率というのは非常に明快な数字でござ
いますので、特にいろいろな地方公聴会等でも、これを高めるということについての期待
が非常に大きいわけでございます。自給率の目標設定が困難である、今申しましたような
いろいろな事情があるということについて、できるだけわかりやすい説明をして国民多く
の方々の理解を得る努力をする必要があるというような指摘もございます。さらにこの問
題に関しまして、「品目別の生産目標の設定ということはどうであるか、検討に値す
る。」というような意見が出る一方で、「そういうふうに品目別の生産目標を作るのは、
食料の安全保障というよりは、むしろ農家への補助の拡大を期待するというような観点か
ら主張されることにもなりかねないのではないか。」と、好ましくないことであるという
ような意見もあったかと思います。  

 その他の項目につきましても最後の部会で若干議論が行われ、10ページから11ページに
かけてまとめてありますように、国際貢献、規格・表示等でございますが、ほぼこの前の
合同部会のときに御説明したと同じでございますので、資料をごらんいただければと思い
ます。  



 以上が食料部会でのこれまでの議論の概要でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

   

５．農業部会長報告    

   

○会長 御意見、御質問等は後ほどちょうだいするといたしまして、次に農業部会長さ
ん、お願いいたします。  

○農業部会長 農業部会長でございます。それでは、農業部会のこれまでの論議の概要を
かいつまんで御紹介をさせていただきます。お手元に議論の概要をまとめましたものを資
料５として用意しておりますので、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。  

 農業部会では、第２回と第３回に取り上げました農地・担い手問題、あるいはまた農業
経営の安定のあり方、これの議論につきましては、前回９月９日の合同部会におきまして
御報告をいたしましたので、その後、部会におきまして第４回は生産政策のあり方につい
て、第５回は最近の米をめぐる諸課題についてそれぞれ議論をいたしました。第６回の部
会では、それまでの５回の議論を踏まえました総括的な議論を行いました。本日は、した
がいまして前回合同部会後の第４回以降の部会の会合の議論を中心に御紹介をさせていた
だきます。  

 まず生産政策についてでございますが、資料の４ページをお開きをいただきたいと思い
ます。生産政策のあり方につきまして第４回の部会で議論を行いましたが、まず生産政策
の理念、国内生産のあり方という問題につきましては、「国主導のこれまでの生産政策
が、国内農業の自立や適地適作を妨げてきた面もあることを踏まえて、今後は基盤整備、
試験研究普及、環境保全等に限定していくべきである。」という意見がある一方で、「国
は自給率等の目標を示し、今後とも国内生産を誘導していくことが必要である。」という
意見もございました。  

 国内農業の体質強化につきましては、「今後とも経営規模の拡大による生産性向上が必
要であるが、国内農業の体質強化のためには規模拡大だけではなく、高付加価値化や経営
の多角化・複合化も目指すべきである。」といった意見がございました。  

 生産基盤の整備に関しましては、「効率的な農業の実現のために重要であるので、事業
のテンポを早めるべきである。」という意見があります一方で、「事業の効率化・重点化
のための見直しが必要である。」という意見がございました。また、土地改良事業の対象
になりました農地の転用につきましては、「公共的な投資が行われている農地なので、転
用の規制を強化することが必要である。」という意見もございました。  

 技術の開発・普及につきましては、その「効率化・重点化のために体制や取組内容の見
直し等が必要であり、また普及については、技術偏重を改め、また個別技術の指導という
面よりも、普及事業の課題として経営の指導面、あるいはまた環境対策面の強化が必要で
ある。」という意見がございました。  

 環境保全型農業の推進につきましては、「環境と農業という視点は現在の農業基本法に
はなかった新しい視点なので、答申の中で明確な位置づけが必要である。」といった意見
がございました。  



 次に第５回の部会での議論の概要を御紹介いたします。資料の５ページでございます。
米をめぐる情勢と諸課題というテーマにつきましては、実は当初の検討項目には入ってお
りませんでしたけれども、何人かの委員の方々から、「最近の米の問題については非常に
差し迫った問題になっており、部会でも議論すべきである。」という意見が出されまし
た。また、この米の問題は食料の安定供給、あるいは担い手の問題、生産構造の問題、経
営の問題等ほとんどの政策が関連をしてくる分野でございますので、言わば農業部会での
議論のケーススタディにもなるということで、第５回の会議の議題として取り上げ、第５
回の会合をこの議論に充てたわけでございます。  

 全体的には、「最近の自主流通米価格の大幅な下落による影響は非常に深刻であり、総
合的な新たなシステムを早急に確立することが必要である。」という意見が総論としては
多くございました。  

 米の生産調整につきましては、「現在の需給状況の下では、需給均衡のための生産調整
の拡大が必要であるけれども、そのためには生産調整を実施した者に対しますメリハリを
つけたメリット対策が不可欠である。」という意見がございました。また、「短期的な過
剰解決のための生産調整の必要性は否定しないものの、長期的には構造的な生産過剰は市
場メカニズムを通じて解消していくべきではないか。」という意見もございました。  

 経営安定対策につきましては、「稲作農家の経営安定のため、例えば政府と生産者の拠
出による基金を創設をして、自主流通米価格が低下した場合に生産調整実施者が出荷をし
た自主流通米価格に対し価格補てんを行う仕組みが必要である。」との意見がございまし
た。また、「新たな対策を講ずる場合には、生産調整実施者に対してメリハリをつけた対
策とするほか、対象を意欲のある生産者に限定するなど構造政策的な観点が必要であ
る。」とか、あるいは「国際的な農業規律を念頭に置くべき。」といった意見もございま
した。さらに、「将来的には米に限定せず、経営全体に着目した総合的な所得補償制度に
ついても検討をしていくべきである。」という意見もございました。  

 米の備蓄に関しましては、「政府米の役割は備蓄に徹底させ、その売渡しは市場実勢に
あわせて販売するシステムをつくるべきである。」等の意見がございました。  

 米の流通や価格形成につきましては、「自主流通米価格形成センターは値幅制限、入札
販売数量や取引参加者の制限など依然として制約が多いのではないか。」等の意見がござ
いました。  

 第６回の部会につきましては、資料の６ページ、７ページでございますが、第１回から
第５回までの議論を踏まえまして政策の基本論についての議論ということで、農業生産の
担い手の確保、産業として自立し得る農業構造の実現、経営の安定性・継続性の確保、環
境と調和した農業生産の実現等を中心に議論を深めました。部会におきますテーマごとの
議論と重複しない範囲で意見を紹介いたします。  

 担い手の確保につきましては、「担い手の確保を論ずる前に農家の定義を見直すべ
き。」という意見や、「家族経営のみでは担い手は確保できないので、法人の育成・支
援、また市町村の公社、第３セクターの活用等が必要である。」といった意見がございま
した。また、「株式会社の農業参入の是非を論ずる前に、まず優良農地の確保なり無秩序
な農地転用防止の具体策について検討し、詰めてみるべきではないか。」という意見もご
ざいました。  

 産業として自立しうる農業構造の実現につきましては、「米だけが過剰で他の農産物は
不足しているという国内生産構造を是正していく必要がある。」という意見や、「農業生
産はフードシステムの一部となっており、具体的な制度のあり方もそうした実態の大きな
流れの中で考えるべきではないか。」といった意見がございました。  



 経営の安定性、継続性の確保につきましては、「農業者は自己責任を持ち、一方、国は
収入保険の要素の導入等により経営環境の整備を行うべきである。」という意見がござい
ました。  

 環境と調和した持続可能な農業生産の実現につきましては、「環境と農業については、
農業が環境保全に貢献している関係、農業が環境と共存している関係、農業が環境に対し
てて負の影響を与えているという関係、この３つの面からそれぞれ考えることが必要であ
る。」といった意見がございました。  

 このほか、自立が難しい飯米農家や産業としての自立が困難な中山間地域については、
「社会政策や地域政策として農業政策とは別途に取り組むべきである。」といった意見が
ございました。  

 大変手短でございますけれども、以上が農業部会の議論の概要でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

   

６．農村部会長報告    

   

○会長 それでは、続きまして農村部会長さん、お願いします。  

○農村部会長 農村部会長でございます。それでは、農村部会のこれまでの議論の概要を
御紹介させていただきます。お手元に議論の概要をまとめたものが用意されておりますの
で、農村部会のものを御参照いただきたいと思います。  

 まず、農村部会では５回の会合を持ちまして検討項目に沿いました議論を行ってまいり
ましたが、前回９月９日の合同部会におきましては、第１回から第３回のテーマでありま
す農村地域の捉え方、我が国における農村地域の位置づけ、農村地域の定住条件と土地利
用についての議論の概要を御報告いたしましたけれども、その後、第４回部会におきまし
て中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり方をテーマに論議をいたしました。そし
て第５回におきましては、それまでの４回の議論を踏まえた総括的な議論を行いました。
本日は前回の合同部会後の部会の議論を中心に御紹介させていただきたいと思います。  

 議論の概要でございますけれども、まず中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり
方について、第４回部会関係、資料の４ページを御覧いただきたいと思います。  

 第４回の部会におきましては、中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり方につい
て議論を行いましたけれども、主な意見を紹介したいと思います。  

 まず中山間地域の位置づけにつきましては、「中山間地域は食料供給上、重要な地域で
あると、そういったこととともに国土・環境保全、文化等の経済外的な意味において重要
な役割を果たしている。」というような点につきまして委員の意見は基本的には一致した
のではないかと思っております。また、「中山間地域においても経済法則の適用は免れな
いけれども、それだけでは割り切ることができず、競争条件が特に不利な地域の維持や国
土・環境保全の必要性の配慮が必要である。」との意見が多く出されましたが、他方で、
「中山間地域といってもその条件等は様々であるといったことから、その全体を対象とし
て対策を考えるのか、あるいは限定した地域を対象とするのかということについては、考
え方を明確にしていく必要がある。」という意見や、「国民経済・財政上の問題からすべ
ての中山間地域を守るということは困難ではないか。」というような意見も出されまし



た。  

 今後の中山間地域のあり方に関しましては、「生活道路の整備等の生活環境整備、就業
機会の確保、農林業一体となった施策の取組みが引き続き重要である。」との意見が多く
出されました。また、このほかに対策の考え方として、「国民の関心を高める上でボラン
ティアによる地域資源の保全の取組みの推進等が有意義ではないか。」というような意
見、「地域の中で伸びていこうとする人を伸ばす政策が重要である。」、「地域や地方自
治体の自主性や創意工夫を活かすというようなことができるような政策体系を仕組む必要
がある。」、「政策の効果や透明性について国民の納得を得られるようにしていくことが
必要である。」といった意見が出されました。  

 なお、「国土・環境保全機能の発揮が困難となることが懸念されるような地域について
は、農業生産活動の継続に資するような新たな政策的支援が必要である。」との意見が多
く出されましたが、その場合、直接所得補償の導入につきましては、「ＥＵ等と諸条件の
異なる我が国では独自の手法を検討する必要がある。」、「国民的な理解を得る意味で
も、国土保全に貢献する行為や環境保全に資するような農法への転換等に対する支援とい
った明確な目的を持ったものとすることが必要である。」、「国土保全という観点から
は、中山間地域に人が定住するだけでも意味があることを国民が認識すべきであり、住ん
でいること自体に対して支援を行ってもよいのではないか。」、「農地の維持管理等を行
う農地保有合理化法人や第３セクターに対する財政支援とし、実質的なデカップリング的
機能を発揮してもらう方が適切ではないか。」等々の様々な意見が出されました。  

 以上を含めまして第５回の部会を行いましたけれども、資料の６ページをごらんいただ
きたいと思いますが、第５回におきましてはこれまでの議論につきまして取りまとめて改
めて包括的な議論をしていただきました。  

 まず、我が国における農村地域の位置づけについては、基本的な考え方としまして、
「農業は多元的な価値を有する産業である、また農村は多機能空間とそれぞれ捉えまし
て、これらの多様な機能を維持・発揮させ、21世紀に向けて国民共有の財産として持続的
な農村地域社会の形成を図ることが必要ではないか。」、「工業化・都市化を軸とする20
世紀的な文明のあり方が、ある種の限界を露呈しているのではないか。21世紀は農業・農
村をベースにした新しい文明・文化の形成が期待されているのではないか。」、「農業は
自然に依存する生産活動であり、経済以外にも多くの価値を有するものであることから、
工業と同一の次元では議論できないものであるという基本的な認識を持つべきではない
か。」、「農村問題を考えるに当たっては、農家と非農家、専業農家と兼業農家といった
それぞれの住民に対し、全体を包み込む総括的な政策と、それぞれをターゲットにした政
策の両方が必要である。」といった意見が出されました。また、水の管理の問題につい
て、「農業・農村の果たす重要性を認識し、評価する必要がある。」という意見も複数の
委員から出されました。さらに、将来の農村ビジョンを描く一つのイメージといたしまし
て、「30代前半の女性が子育てをしながら快適に暮らせるような居住空間といったことか
ら具体化することを考えてみてはどうか。」という提案もございました。  

 農村地域の振興・活性化についてでございますが、農村の定住条件の整備のあり方に関
しましては、「都市的機能と農村らしさの維持や公益的機能の維持とのバランスをどのよ
うに調和させていくかということが重要ではないか。」、「都市住民と農村住民がお互い
にその役割を理解しあい、共同で農村を支えていくことが必要であり、そのためには息の
長い都市・農村交流を続けていくことが重要である。」、「地域の資源管理主体としての
土地改良区の役割を評価し、支援していくことが必要ではないか。」といった意見が出さ
れました。また土地利用の問題につきましては、「「計画なければ開発なし」といった基
本的な考えの下に、地方公共団体に権限を委譲するにしても、乱開発を許容しない計画制
度としていくことが必要ではないか。」、「農地利用については、担い手を中心とした利
用体系となるように、担い手に一定の資格を付与する等、構造政策的な視点を絡めて考え
るべきである。」といった意見が出されました。  



 中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり方に関してでございますが、「中山間地
域といえども、産業として自立できる農業を基本とし、それでも立ち行かない部分につい
ては、直接所得補償も含め何らかの支援を行うことが必要であるが、その場合、国民的コ
ンセンサスを得るためには、対象地域、主体、対象とすべき行為等を特定して考える必要
がある。」という意見が出されたほか、「中山間地域を保全・整備する手法や財源措置は
まだ不十分である。」、「離農や高齢化などで受け手のいない農地については、市町村、
農業委員会、ＪＡ等公的セクターの連携による保全対策が必要である。」、「関係省庁の
連携によって生活環境整備、就業機会の確保等の問題に横断的に取り組むことが必要であ
るとともに、地方自治体の役割を重視する必要がある。」、「中山間地域に新たに人を呼
び込むような対策が必要ではないか。」、「将来的に見込みのないところは、山林に戻す
選択肢があってもいいのではないか。」、「単に住んでもらうだけの対策ではなく、そこ
で生きていくことに希望が持てる対策を打ち出すことが必要ではないか。」、「直接所得
補償というとマイナスのイメージを与えるので、直接支払いや給付という言葉で、我が国
になじむものを導入する時期にきているのではないか。」等々の多様な意見が出されまし
た。  

 以上が農村部会の議論の概要でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

   

７．意見交換    

   

○会長 ただいま一通り、３部会におけるこれまでの議論の概要について各部会長さんか
ら御説明をいただきました。引き続きまして、これをもとにして意見交換を行っていきた
いと思います。まだほかに論点があるのではないかとか、まだほかに考え方があるのでは
ないかとか、いろいろな御意見を御自由に出していただきたいと存じます。  

 意見交換につきましては便宜上、分野が３つあるわけでございますので、食料政策関
係、農業政策関係、農村政策関係、そして最後に全体という４つに分けて御議論を願って
はどうかと存じます。また、各部会長さんにも御自由に御発言いただければと存じます。
必ずしも縛られないでどうぞ自由にやってください。  

 それから、鈴木委員から今回の合同部会に当たりまして書面で意見が寄せられておりま
すので、お手元にお配りしてございます。これもお読みいただければ幸いでございます。 

 大体目安として、各分野ごとに30分ぐらいずつお願いすると約２時間、そうすると本日
おしまいと、こうなるわけでございまして、御協力のほどお願いいたします。  

 それでは、まず食料政策関係の事項について御意見がございましたらよろしくお願いし
ます。  

○専門委員 食料部会で自給率を中心に食料安保を含めて幅広い議論をされたということ
で、特に問題といいますか、非常に興味を持ちましたのは一番最後の回の議論なんです
が、どういう形で食料安保なるものを考えていくかという整理の仕方はいろいろされてい
ると思うのですが、一つは、食料安保ということを考えたときに、私なりに国民の不安の
源泉といいますか、そうしたものを整理してみますと、一つはやはり有事の際の食料確
保、そういうことがあるんじゃないかと。それから２番目は食そのものに対する安全性の
問題、３番目が現行の食生活の維持そのもの、今のような食生活が維持できるかどうかと
いうことに対する不安というように３つの分け方ができるのではないかと思っているわけ



ですね。有事の際の食料確保につきましては、これまでの議事録等を読ませていただきま
す中で、幅広い危機管理の一環として青写真を描くというような形、そういう意見も出て
いるようですので、これに対しては私も非常に賛同いたすところでありますし、具体的に
はたしかスイスなんかでは、現行3300キロカロリーある食生活を有事の際には2300まで落
とすんだけれども、それを自給でもっていくという「フードプラン90」というようなもの
が提示されているわけですね。そういう形で有事の際に何らかの担保措置を、現行の食料
政策あるいは農業政策とは違った視点で組み立てていくということは非常に重要なことだ
と私自身も思っております。  

 それから安全性に対しては、これは非常に情報開示といいますか、どういう中にどうい
うものが入っているか、どこで作られたかという意味での情報開示の設定ということが今
後の話題になってくるかと思います。  

 問題は、現行の食生活を維持したいと、あるいはするという観点から食料の問題を考え
ていったときに、自給率を上げるということに関しましては前回の合同部会でもいろいろ
議論がありましたし、私個人的にはコストの問題といいますか、自給率を１％上げるため
のコストというものをきちんと整理した形で議論をしなくてはいけないと思っておりま
す。  

 きょうの問題といいますか、私の考え方を申し上げたいのは自給率の方ではなくてむし
ろ輸入の方ですよね。中でも多少議論されているということを伺ってますけれども、カロ
リーベースで42％まで下がったと。しかし、逆に言えば58％は輸入してるんだと。これを
言わばギブンとした形で食料の問題、あるいは食料安全保障の問題を考えていいのかと。
つまり58％、過半数を占める輸入に対するケアといいますか、輸入を確保するという観点
からの議論は今後どのように行っていくのでしょうか、あるいは行っていったらいいので
しょうかと、そこを中間報告に盛り込む云々というよりも、来年度に向けた議論として考
慮していただければというように思っております。以上です。  

○会長 ありがとうございました。今、御意見をちょうだいしたということでよろしいで
すね。ありがとうございました。  

○委員 ８ページに農業教育の必要性といいますか、食生活の重要性といいますか、教育
を大事にしたいということは非常に結構なことだと思います。特に土に親しむ、子供に対
する教育の重要性ということについては全く同感であるわけであります。今後この食生活
の教育という面と、それのみでなくして広い観点から農業教育の必要性というものをもっ
と強く求めていくべきだろうと、こう思っておるわけであります。  

 特に私どもは学童農園、あるいは体験学習ということが極めて重要だというふうに認識
をしながら、さらに大きなカリキュラムというものを作っていきたいと、このように思っ
ているわけです。例えば今そういう面につきましても、欧米でも日本型食料というものが
大きく求められておるようにも伺っております。またそういう体験も事実いろんなサーク
ルで伺っております。  

 そういうことともう一つは、味覚といいますか、味というものが３歳までに形成される
ということで、離乳期にあたるところの重湯といいますか、こういったようなものが今後
の日本型食料、米というものについての関心度合いが高まる、あるいは旬の味といいます
か、今いろいろな農産物は四季を問わないでありますけれども、本来の旬の味というもの
はやっぱり豊かな人間性なり、あるいは我が国の伝来の国土、風土というものを守ってい
くという、そういう使命というものが強くうかがえるのではないかなと、こんなことを思
っております。もう一つは動植物の命というものを大切にする、そういう心の教育がなさ
れる、こんなことを思います。  

 次に、２ページの食料自給率の目標設定でありますが、私どもは過去からこの問題につ



いては非常に生産と需給の関係等もあるということは承知しておりますけれども、カロリ
ーベースで42％というのは少なくとも世界の中で最低である。やはり日本の誇りという
か、そういうことから考えても国内生産をもっときちんと上げていくべきだと、こう思っ
ておるわけであります。  

 そういうことを私どもは確認をしながらも、さらに今後の目標別の数値、特に大豆が
今、目標が５％と承っております。しかしながら平成元年は６％であり、さらに７年度は
２％になっていると。こういうことからしますと、カロリーでも一番大事なものが非常に
停滞しておる。こういう面では転作の中にもっと大きな一つの目標値を掲げるべきだと思
います。先ほどこういう目標値を掲げると財政負担が問題という意見が紹介されましたけ
れども、そういうことに関わりなく、やはり国民の食料、カロリーというものを確保する
意味においてもきちんと目標を立てるべきだと思います。さらに麦類でありますけれど
も、これもちょうど平成元年といいますか、63年では17％、さらに７年には７％、順次減
退をしております。今、目標が15％と承っていますが、半分しかないわけですね。  

 こういう面では目標数値を明確にすると同時に、農地の総量確保という面でも将来的に
適地適産的な考え方を強くこの中に求めていくべきではないかなというように思っており
ますので、そういう面で明確なものを入れていただきたいなと、このように要求をするも
のであります。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。  

○専門委員 私は食料安全保障のあり方について若干申し上げたいと思います。  

 ここで出ております総論については、上の方の分については全く同感でありますし、賛
成であります。それで基礎的食料について国内自給が基本であると、このように考えてお
りますので、それをぜひ挿入していただきたいということであります。農業は特に自然が
相手でありますので、災害なども場合によっては予想されるわけであります。安全保障と
いうことであれば、いかなる条件があろうと安心することができるということでなければ
ならんだろうと思います。  

 先日ヨーロッパの方に行ってまいりましたが、いろいろそちらの方を勉強させていただ
きますと、昔からいろいろな場所の問題とか、あるいは資源の問題とか、生活に必要なそ
ういったものの利権争いというか、そういったものが非常にあったような感じがしまし
て、やはりいつ何時どういうことがないということもないわけでありますので、そういっ
たことがあっても国民が食に困らないような体制というものをきちっと決めておかなけれ
ばならないだろうと思います。そういった意味も含めましてぜひ国内自給を基本にしてや
っていくと。そして日本の場合は非常に農地が狭いわけでありますので、足りない分につ
いては外国から輸入せざるを得ないだろうと、こんなことで考えております。ぜひお願い
したいと思います。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 先ほどの委員のお話に関連して食の教育の問題でございますけれども、私も
長年番組をやっておりまして食の教育はそれなりに頑張ってきたのですが、やはり時代の
流れにはなかなか打ち勝てません。それで今、子供の教育のお話ですが、やはり親が教育
しないで子供に対して教育できない。「子供は親の鏡だ」という言葉があるようにこれは
何らかの形で、かといって親の教育はもう今できなくなってきてますので、何らかの形で
人の教育というものをきちんと伝えていかないといろいろなところに弊害が出てくるので
はないか。  

 例えば「感謝の気持ち」というのもどこかに出てましたけれども、感謝というのは人の
努力があって初めて感謝で、機械で作ったものを機械でポンと口に入れられて感謝しろと



いっても、いくら食べ物は生き物だといわれても感謝できないわけです。そういう意味で
感謝の気持ちを持ってもらうという教育もやはり人が介在しないと有効に働かない。機能
しないといいますか、ちょっと変な言い方になりましたけれども、いわゆる人の教育とい
うのがこれから一番大きな問題で、それを農業問題にどう入れるかは私自身ちょっとまだ
結論が出ないのですが、この辺を念頭に置く必要があるのではないかなと思います。  

 それともう一つ、旬の味でございますが、これは長年番組をやっておりまして確かに旬
というものがあるのです。キノコの場合ですと、春の撮影のときのキノコと秋のキノコと
では煮たときに水分の出方が全然違うのです。目減りしてしまうのです。これは食品産業
の方は多分おわかりだと思いますが、タマネギにしましても何にしましても全部状況が変
わってしまう。やはり水分が出ない方がおいしのです。かといって水分の少ないものはま
ずいのです。素材に含まれている水分はたっぷりあった方がいいのですが、水増ししたよ
うな季節はずれの水分の多いもの、いわゆる完熟しないものはまずいのです。そういう意
味で旬というのは日本独自の文化ですので、これは何とか活かしていただきたいなと思い
ます。  

 それで最後に日本型食生活の問題でございますが、私たちも番組で日本型食生活といい
ますと、「農林省の回し者でしょう」とまず言われるのですね。ですから、この日本型食
生活を進めるときは、厚生省の方からバックアップしていただいた方がより効果が上がる
のではないかと思います。厚生省の方と仲良くなっ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。旬は日本独特とおっしゃいましたが、フランスにちゃ
んとございますよ。旬のアスパラガスはとてもおいしいです。生きてるという喜びを感じ
ます。いや、別に異論ではありませんが。では、どうぞ。  

○委員 たまたま教育のお話が出たものですから関連でちょっと話をさせていただきま
す。私は、全体のどこかへ、人間が働いて、自然と一緒になって物を作ることの大事さと
いうことをきちんと哲学として、打ち出す必要があるのではないかと思います。これは教
育にももちろん関連があるわけですが、農業の基本だと思うのです。ことに21世紀は農へ
回帰する世紀になるだろうと皆さんがおっしゃってるわけですが、農業以外は全部地球の
貯金の食いつぶしの生活なわけで、自然と一緒になって人間が物を作る。つまり、自然の
サイクルに全部はのらないまでも、少しでも人間がのっかってお返しをしながらやってい
くことが農林漁業であろうと思います。  

 そういう意味で、その大事さというのは一つ自然と人間との関係、環境という大きな視
点に立った上でのことですが、もう一つは、人間がそういう体験をすることによって人間
の精神なり感性なり、そしてそれがいずれ文化につながっていく。農山村には文化がまだ
残っているというのはまさにそういうことであろうと思うので、そういう物を作るという
ことの大事さ、これを一つ打ち出すというか、書き込むような、うたい上げるような、そ
ういう格調の高いものにできたらなという希望を持っております。  

 それから教育に関して具体的な話なのですが、確かに今、教育の問題、いじめや落ちこ
ぼれやいろいろございますけれども、農業体験をさせている学校、クラスというのはそう
いう話がまず聞かれない。  

 私、一つ例を挙げますと、鹿児島市のある小学校へ去年の暮れに見に行ったのですが、
５年生が１年間を通してお米づくりをやっている。種もみの選定から始まって最後は鎌
で、初めて刃物を持つのですが、刈るところまで１年を通して全学年がやっているという
小学校がございました。もう目の輝きが違うのですね。詳しいことはとてもお話しできな
いけれども、私自身が感激して帰ってきたのですが、目の色が違う。  

 それからもう一つは宮崎県で、これは農業だけじゃなく林業が中心ですが、県立中学と



いうのを初めてつくって、中高一貫の全寮制という学校がございます。「自然とともに」
と。宮崎県は林業県ですから林業中心に自然とともに学ぶ。その子たちの１年の経験を書
いた作文を読みますと、もう毎日毎日が感動の連続であった、そういうことを子供たちが
書いているのです。涙が出るような作文が、皆そうなのですが、そんな具合に子供にとっ
て、ことに今の子供にとっていかに大事かということを痛感させられております。  

 もう一つは、学校で農業体験をするというのは学校だけではとてもできない。これはま
さに地域づくりになる。都市でも農村でも同じですが、地域づくりになる。つまり学校で
幾らやりたくても、まず農地を貸してくれる人がいなければ、農業者がいなければできな
い。それから誰が指導するか。先生が指導できませんから、そこで指導者にやはり農業者
にお出まし願わなければならない。できたものは消費者の団体がやっぱりある程度は引き
取ったりして一緒に食べる。それからもちろん父母がＯＫ出さなかったらとてもできませ
んから、もうまさにそれは農協から生協から地域ぐるみの街づくりになっていくというの
で、その鹿児島の場合も一つの地域づくり、小学校の農業体験を通して地域がつくられ始
めているというちょっと素敵なところを見てまいりましたけれども、そんなような広い意
味からも子供の教育、学校教育の大事さを私も痛感しておりますのでちょっと申し上げて
おきます。  

 ただし学校だけではなくて、やっぱり親が、大人がそばで汗流して働いている。そして
どんどん自分たちの食べるものが目の前で育っていくということ、それを見ながら暮らす
という、これまた非常に大事なことでして、そういう暮らしが今、大都市にはなくなって
しまったわけですけれども、これも教育上すごく大事なことだと思いますので、学校での
体験だけでなくて、やはり都市といえども周囲に農業の風景が、つまり農村がそばにちゃ
んと混在していなければならないのではないかと私は思っております。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。  

○専門委員 今までの御発言を伺っていて感じることなのですけれど、大規模に農業を行
っているところと規模の小さい中で農業を行っているところと、対象を分けてもう少し具
体的な示し方が必要かなというように思うのですね。先ほど来、旬という、これは旬の味
は大変大事で、実際に旬はあるのですけれど、一方で農業技術が非常に進歩してまいりま
して、旬というものが非常に広がってきているという事実もあります。旬は確かにあるの
ですけれど、従来の自然の気候条件だけで農業を営んでいるわけではありませんので、そ
れだけでは成り立ちませんから、一方で技術が進歩した結果として旬がボケたというか、
旬は確かにあるけれど、その旬が広がっていることは事実なんですね。  

 そういうことを考えますと、小規模に農業を営んでいるところは、野菜などの場合です
とわりあい細かい多品種のものが、生産できるという環境がございますので、そういうと
ころへ向けての何か一つの指標と、大規模農業に向けてのあり方というのはかなり分けた
形で何か一つ出てもいいのかなと思います。小規模にやっている方の担う大切なところと
いうのを感じます。  

 それから先ほど教育の問題が出ましたけれども、これはどうしても文部省との関係にな
ると思うのですけれど、東京都内にも非常に広い農業を営んでいるところがございまし
て、主に野菜を生産しているところでございますが、そこの学校の担任の先生が代わりま
すとまるで変わってしまうと農家の方がおっしゃってました。担任の先生が非常に子供の
土への親しみとか、自然への教育に向けて力を入れていらっしゃる先生が担任のときには
そこの農家に体験農業に来るんだそうですけれど、担任が代わってしまったらまるっきり
それがなくなってしまう。ですから、これはカリキュラムの中にある程度何か入れるとい
うことででもやらないとだめなのかな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。ほかにいかがでしょうか。では、どうぞ。  



○委員 先ほど委員の書面によるコメントが出ているということで、私も今実は拝読して
おったわけでありますけれども、その見方と経済界、私どもの見方がこれほど一致してい
るのかなという印象を持ちながら実はハス読みをしたわけでありますが、この冒頭に書い
てございます委員の御意見というのは、「今日、日本経済は国際化の時代を迎え、高コス
ト体質の日本の現状を変え国際競争力のある産業の育成も急務になっている」、そういっ
た点から「ゆとりある生活を実現するためにも、コメを中心にした価格引き下げは何とし
ても実施されなければならない」、こういうところからスタートしているわけでありま
す。私も基本的に認識はこのように考えております。  

 現状の農業基本法というものがどう評価されるかということでいえば、もちろんプラス
面、マイナス面いろいろございますけれども、総括的にいえば補助金的な政策を基調とし
たこの方針が、やはり日本の農業を強くするということではなくて、逆に国際的にみた場
合に弱体化してしまったというように考えるべきではないかと思うわけでありまして、恐
らく今回のこの新しい基本問題調査会のねらいというものも、そこのところをもう一度え
ぐり出して改めて考え直すということではなかろうかと思っております。  

 そういう点から申しますと、今の自給率の42％というのは確かに国際比較においても低
すぎることは事実だろうとは思います。しかしながら、それは私は先ほどお話があったよ
うに、１％それを引き上げるためにどのくらいコストがかかるかという視点は無視するこ
とはできない。目標を決めて、そういったコストのことは除いて進めるべきだと、委員は
そのような御発言をされたわけでありますけれども、私はそれは農業というものを聖域化
して、そしてどのようにお金がかかろうとコストの面は無視して問題を進めていくという
姿勢でありまして、そういった農業聖域論的な感覚というのは基本的に正しくないのでは
ないかと思います。  

 それはやはりその背景にある食料安保の問題と絡んでくるわけでありますけれども、私
は世界が1990年代に入ってから米ソ冷戦構造が消滅し、その中において世界的な大戦争が
起こる可能性はなくなったと思います。局地戦争はあるかもしれないけれども、長期にわ
たって食料の供給が途絶えるとか、そういう時代はもはやなくなったという認識に立って
問題を考えてよろしいのではないかという点があろうかと思います。もしもそういう可能
性、非常に小さな蓋然性でもって長期にわたって食料がなくなったような場合には、それ
に対していわゆるクライシスなポリシーというものが求められるわけでありまして、例え
ばそういうときには直ちにゴルフ場をイモ畑にするというようなことを具体的な形で決定
しておいてもいいのではないかと思うのでありますが、基調としては1990年代に入ってか
らの世界というものが全く質が変わったという認識に立てば、今までの食料安保論という
ものもその姿勢を変えていくべきではないかなという認識に立ったものの考え方が必要で
はなかろうかと思うわけでありまして、そういう点では、ハス読みしたのでありますけれ
ども、提出された委員の御意見には、私も反対のところもありますが、７割、８割までは
ここに書かれていることに大変同感を感じまして、少なくとも今まで伺ったお話の中では
委員の考え方が私は一番、正論とは言いませんが、私の意見に近い、そう申し上げたいと
思います。  

○会長 ありがとうございました。ちょっと一言だけ。世界大戦争は私もないと思います
けれども、例えば香港の市場が暴落するとたちまちアメリカが反応しますですよね。全世
界的に今、精神的に不安定だということは、これは言えるのではないかと思います。大戦
争はないのですが、しかし、ではみんな安定的に生きてるかというとそうでもないです
ね。この状況はかなり続くのではないかと。  

○委員 しかし、その問題は農業の問題よりか、むしろ経済、お金の方の問題が中心じゃ
ないでしょうか。  

○会長 私、今ここで議論をしようと思っているのではないのですが、ただ、そのような
精神的安定した状況に今、全世界がないということは確かだろうと思いますね。それがこ



れからの議論にも影響を与えるんではないかと、こういう感じを持っているものですか
ら、全体の状況認識について私なりに今考えていることを申し述べさせていただきまし
た。ごめんなさい、先ほどから手を挙げていらっしゃいました。  

○専門委員 一番最初の議論とも関連するんですが、食料自給率、食料安保論との関係な
んですが、私は実は国産品愛好者でありまして、農産物はほとんど国産品を愛用しており
ますが、ただし、日常的にはさまざまな輸入品をやむを得ず食べざるを得ないという状況
にあるということを、まず私のスタンスを話しておいて話を続けたいんですが、観念的に
は国産品を愛好しようとする人がいっぱいいながらも、例えば米の状況が今日需要がどん
どん落ちているという状況の中で、どんなに国内農産物を愛用しようとしても、その提供
の仕方が悪ければ、あるいは品質が悪ければ、どんどん需要が落ちてしまうというような
構造があるんだろうというふうに思うんですね。  

 農産物の供給というようなことを考えると、往々にしてここでの議論は、生産をすると
いうようなことがすなわち供給だみたいなことになってますけれども、決してそんなこと
はなくて、供給と、それから販売というんですか、一体化して初めて供給というようなこ
とが出てくる。そうすると今までの農産物というのは余りにもその供給の仕方、つまり市
場を媒介とした供給の仕方というのはウィークだったのではないかと。例えば米でも販売
の仕方が上手なところはどんどん買うし、そうではないところは全然買わないというよう
なことになりますし、例えば菊地さんのところのサクランボなんかも非常にマーケティン
グが上手であるのです。この市場を活性化するというようなことが農産物の場合、なぜ余
り考えられないのか。特に食料政策の場合、その辺が非常に重要であって、そのためには
情報をいかに提供するか。先ほど旬の話がありましたが、旬でもこれは非常にマイナーな
作物だと思うんですね。しかし、そこに情報を提供することによってその旬が生きてきま
すし、さらにその配達のシステムですね。大量輸送ばかりでなくて小口のものも出てく
る。そういった一連の供給システムを整備するというようなことが国内の農産物をそれな
りに大事にすることにつながるんではないだろうか。これが１点です。  

 さらさりながら58％の外国農産物が入ってきてるのです。先ほど専門委員がおっしゃっ
たように、やはりそれが途絶えると非常に不安だろうというように思うのですね。この部
分に関する対応というようなのはこの委員会では余り考えられていないのではないだろう
か。その辺は少し考えておくべき性質のものではないかなということを言いたいと思いま
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 先ほどの委員のコメントにコメントしたいと存じます。前回の合同部会でも
委員は、たしか環境とか自給率の向上というのを強調する議論の中にはコストを考えてい
ない議論がある、これは誠に残念といいますか、そういう趣旨の御発言があったと思いま
す。そのときもコメントしようと思ったんですが、時間がなくなりまして残念だったんで
すが、ちょうど今、委員から同じような議論が出ましたのでコメントしておきたいと存じ
ます。  

 私自身はコストというものを、どのくらいの短期のコストで考えるかというのが農業の
場合のポイントだというように思っております。確かに短期的にみれば、１年とか半年と
か、あるいは２～３年とか数年とか、そういうオーダーで考えれば確かに外国から買って
きた方がよっぽど安いと思います。コストのことだけ議論すれば日本の農業なんか要らな
いとわけです。日本の農業は全部つぶしてそれこそゴルフ場か何かにしちゃって、そして
全部外国から買ってくればかえっていいと言う議論です。極端に言えばそういう、もちろ
んそんなことを委員がおっしゃっているわけでは毛頭ないわけですが、コストをもうちょ
っと20年とか30年とか50年という場合でみたら一体どういうことになるのか。例えば日本
の農地をみな荒廃させてしまって、将来、日本の子孫、私たちの子供とか孫とかそういう
人たちが生きていく基盤、それから森林をほとんど破壊してしまったときのコスト、これ



は膨大なコストになるわけです。  

 もちろんそんなことは委員も、百も御承知の議論だとは存じますけれども、私自身、短
期的な面でのコストを強調する余り、本来農業とか農地とか森林とかが持っている長期的
な膨大なコストといいますか、プラスのコスト、それと天秤にかけるのはよくないと思い
ます。あまり短期的にコストを考えて失敗した例は、まさに銀行が不良債権などに注ぎ込
んで大変なことを起こしているわけですね。短期的にみたらあのときは儲かるということ
で土地に注ぎ込んで、そして重大な問題を引き起こしているという、そういう悪い例もも
ちろんあるわけですから、やはり自然環境が持っている長期的なプラスの面、これはちょ
っとお金にはなかなか換算できなくて、したがって他の産業、例えば工業とか商業などと
同じようなレベルでコスト論をうまく展開できないのが非常に残念なわけなのですが、明
らかに持っているメリットというものを忘れてはいけないというように存じます。  

 敢えてもう一言だけ申し上げますと、先ほど委員が例えば万が一、ひっ迫みたいなこと
が起こったらゴルフ場にイモでも植えるような体制を作ったらどうかとおっしゃいました
が、今のゴルフ場であれだけ農薬を多量に使っておいてイモができるでしょうか。それは
できるかもしれませんが、そんなイモは食べられないということです。食べられるように
するには、ゴルフ場をあれだけグリーンにキープしておくための農薬等をきちっと制限し
た上で、それこそ有機農業みたいなもので、有機肥料か何かでゴルフ場をきちっと管理し
ておいて、そして本当にひっ迫したときにはゴルフ場でも何でも、河川敷でも何でも、イ
モでも何でも作れるような体制を作るというのは大賛成ですが、少なくとも今のゴルフ場
をそのままにしておいてイモでも作るというのはいかがなものかというように存じます。 

 それともう一つ、今度は委員に対するコメントではございませんが、せっかく発言の機
会をいただきましたので、農業部会、農村部会ともに大変環境問題に触れられて非常に私
も心強く存じます。一言だけ申し上げておきますと、自給率が４割程度ということは逆に
いうと６割ぐらい外国からもちろん製品が来ている。いろんな形で製品が来ているわけで
すが、それは私みたいに環境問題をやっている人間の目から見ると、言わば栄養分が来て
るということです。言うまでもなく江戸時代の農業においては、日本の中で発生した栄養
分、つまりし尿、そういったものをもう一回日本の土地へ戻すということで 100％循環を
しておったわけですが、６割が外国から来てるということは、食べた後、６割の栄養分を
発生させているわけです。家畜のし尿とか人間のし尿という恰好で発生させている。それ
を下水道やらいろいろな形でとにかく日本の環境の外に必死になって排出をしているので
す。しかし、排出し切れなくて富栄養化現象が至るところで起こっているということなの
です。それに対応するために、コンポストみたいなことをやろうということなんです。コ
ンポストの受け皿が今のところ整備されていないということで、コンポストの技術は確立
しているし、コンポストを作りたいという人はたくさんいるわけですが、それをうまく利
用するシステムができていない。これは流通やら食品の規格やら表示やらいろんなことが
関係してくると思います。自給率が低いということは窒素バランス、窒素だけじゃござい
ませんが、リンも含めて栄養分のバランスが非常に著しく崩れているということを意味し
ているわけで、是非そういう面からの施策というのをかなり本格的にやらないといけない
のではないか。私どもは自給率をぜひ改善してほしいと思っておりますけれども、それこ
そ時間がかかる話で、この状態がしばらく、あと10年とか、恐らく十数年とか続くという
ことを考えますと、この食べた後の残さといいますか、栄養分、それは栄養分そのものな
んですが、それをうまく活用していく必要がある。それは日本国内だけで活用するのでは
なくて、場合によっては外国に持っていく道、貿易で持っていく道もあるでしょうし、あ
るいはＯＤＡとかそういった形で土壌が劣化している発展途上国に持っていく道もあると
思いますが、窒素バランスを地球規模で回復させることも御検討いただきたいと存じま
す。  

○会長 ありがとうございました。先ほど提起された問題は、非常に大事な問題ですので
真剣に受け止めさせていただきます。私、おっしゃることは痛いほどよくわかりますの
で。何か一言・・。  



○委員 私は基本的には農業も産業として考えるべきであると考えています。しかしなが
ら農業にはそれなりの独特な面がございますから、その面については一般産業とは違う施
策というのがあってしかるべきではなかろうかと。  

 それから専門委員が言われました環境問題は非常に重要だと思っておりまして、私は環
境問題には相当のコストをかけていくことが人類の生存のためにも必要であるというよう
に認識しております。しかしながら、コストの問題を考えない農業論というのは、これは
結局、農業聖域論につながるものでありまして、こういうことは許されないのではなかろ
うかと。それだけ申し上げたいと思います。  

○会長 ありがとうございました。じゃ、お願いします。  

○委員 コストと自給率のことでちょっと部会でも話をしているようなことをごくごく手
短に話したいと思います。今、専門委員さんが20年、30年のスパンとおっしゃったので非
常に参考になりました。  

 実は私も部会で申し上げたことなのですが、つまり先ほど委員がおっしゃったように、
自給率については、大豆も下がってきたし、小麦も一時は回復してまた下がってきた、と
いうのは、やっぱり一つは技術の問題があると思うのですね。小麦だって一時は盛り上が
ってきたけど、結局国産の小麦というのはパンに使えないとかいろいろな制約があったわ
けです。つまり、そこはもう技術なんですよね。ですから、もしもそこに20年、30年のス
パンで金をかけるのであれば、一旦放棄した技術だけれども、そこに改めて目を注いでや
っていくということには私は賛成なのです。それとか、あるいは農地を大事にするとか、
そのためのコストとか、あるいは、さっきもちょっと御紹介がありましたけれども、生産
構造がとにかく転作や何かでいろいろ奨励しても結局作りやすい米ばかり作るという構造
になっているわけです。そういうところを改善するのにコストをかけるのは私は賛成なの
ですが、それをただ作物ごとに何パーセントを何パーセントにしたらどうかとか、そうい
う目標を掲げるというのはあまり意味がないから、それについては私は賛成できないので
す。問題はコストのかけ方ではないかということを、今お話を伺いながら感じました。  

○会長 ありがとうございました。ここの時間配分、もう過ぎているのですが、どうして
もとにかく今、これは大事な問題ですのでね。すいませんが手短にお願いします。  

○専門委員 コストという話が出ましたので一言。私たちは食べるとき、畑から野菜を引
っこ抜いてきてそのままかじるわけではないわけですよね。今、コスト、コストとおっし
ゃってるのが、農産物現物のコストなのか。でも私たちとしては食べ物のコストというよ
うに考えたいわけですね。その場合、農産物、いろいろあるでしょうけど、10のうち３が
生産者の原材料の部分であって、あとは全部流通だとか、外食産業である加工業、そうい
うところでコストがかかるというように言われているわけですね。  

 そうすると、例えばそれは経済的にいえば農業経済に入るのか産業経済に入るのか知り
ませんけど、日本は例えば外食はとても高いというと、これは土地が高いからだ、だから
お店で食べると高いんだという言われ方をしますね。ですからコストという場合は、生産
物のコストではなくて食べ物のコストという観点からいろいろ議論する必要があると思い
ます。  

○会長 ありがとうございました。では、もうこれでおしまいにしていいですか。  

○委員 今、農業をしているわけなのですが、食料の自給率のことがたくさん今お話の中
に出てきているわけですが、今、10月以降ほとんど雨が降っておりません。全世界的に本
当に降ってるところあり、降らないところありで、環境が随分滅茶苦茶になっているよう
に私は思うのですが、山梨でも天気でいいなとは思いながらも、もうここのところ１カ月
以上も雨が降っておりませんので、そのようなことを考えますと、３ページには中長期的



なことが書かれておりますが、今、本当に今世紀にないような、今までにないようなエル
ニーニョの現象が出てきている。ことしは秋の長雨もほとんどありませんでした。これが
どのように農業にこれから影響していくかが心配なのですが、自給率の問題を考えるとき
に、そんなことも委員の皆様方の心の中へ入れておいていただきたいということを申し上
げて終わりにいたします。  

○会長 ありがとうございました。部会長、どうぞ。  

○部会長 部会長は、あまりしゃべらない方がいいと思っておりましたんですが、今日は
会長の方から、部会長も大いにしゃべってよろしいということのようでございますので、
今の議論に私も参加させていただきたいと思います。  

 私も送られてきます各部会の議論について一通り目を通しておりましたのですけれど
も、ずっと感じていることがございまして、今の議論と関連しておりますので申し述べさ
せていただきたいと思います。  

 市場原理とか自給率の問題について私は３つばかりの観点が要るのではないかなと考え
ています。これは一番最初の会合でも若干申し上げた点でございますけれども、先ほどか
らコストの問題が出ておりまして、これは日本農業は、内外価格差を抱え込んでおります
ので、最大限の農村、農家の努力が必要である。これはもう恐らく委員の皆さんもそのよ
うにお考えだろうと思います。しかし、農業というのは工業と違いまして、例えば車を砂
漠的なところで作ろうと熱帯雨林の地域で作ろうと同じものができてくるわけでございま
すが、農業の場合は傾斜地であるかどうかとか、気象条件がどうだとか、あるいは非常に
平らで広大な土地が広がっている、あるいは肥沃であるかないか、こういった地域差とい
うのが非常に大きく影響している。私どもは新大陸型農業と、そうでない農業というよう
に大きく分けるわけでございます。日本の場合は、自給を基本としながら、その後、商品
生産農業として展開してきた国であろうかと思いますが、アメリカ、カナダ、オーストラ
リア等は新大陸型農業でございまして、ここは非常に安い土地、広い土地、平坦な土地、
そして当初から輸出産業として展開したという非常に大きな違いがございます。こういっ
た自然条件というものはもはや農家が努力してもどうにもならないものを含んでおるわけ
でございます。この点が農業と工業の大きな違いではないかと思います。これがコストの
落差にもろに影響してくるわけでございまして、私は、市場原理とか競争原理ということ
は大切だと思いますけれども、国際的なそうした地域差、自然条件の差というのがどうし
てもコストの中に入ってきますので、ここのところについての十分な認識が農業問題を考
える場合、必要ではないかということをずっと議論をお聞きしながら感じておるわけでご
ざいます。  

 次の第２点でございますが、コストだけ考えれば無理をせずに輸入したらいいというこ
とが一つの考え方としてありますけれども、もう一つ、私は農業部会における食料安全保
障の議論の中で、さっきから出ております環境の視点がやや欠落してるのではないか、弱
いのではないかという感じを持っております。といいますのは、私は、今回、森林率とい
うものを調べてみましたけれども、先進国は平均しまして、国土面積に占める森林率が
27％という数字が出てまいりました。ところが、日本だけは唯一先進国の中で68％という
森林率を持っているのですね。そして、これは森林の生産物もコストが高いということも
ございますけれども、先進国はそういう状態なのです。さらに途上国は今、人口爆発を支
えるために森林を開発、あるいは先進国に木材を輸出するために森林を伐採するというよ
うなことで、先進国の森林率にだんだん近づいています。これは非常に大きな、今、我々
21世紀に向かって環境の問題というのは恐らく最大の問題になってくると思いますけれど
も、こういった面からそれぞれの国が、やはりある程度のレベルの自給を行うということ
が世界的な規模での環境の問題、あるいは人類の存続といったような問題につながってい
くのではないかというように考えておるわけでございます。  

 もう一つは、第３点でございますが、私は部会で「多元的価値産業としての農業」ある



いは「多機能空間としての農村」というようなことも申し上げましたし、また皆さんもそ
のようにお考えであるということがわかりました。日本はヨーロッパに追いつけ追い越せ
ということでやってまいりましたけれども、ようやく追いついて１番になってしまったと
いうことではないかと思うのです。ただ、１番になって、ヨーロッパの場合にはそこに踊
り場があって、１番になったんだから今まで放ってきたことも少し見直してやろうではな
いかというような踊り場があったのではなかろうかと思います。例えばイギリスをはじめ
としてＥＵの国々では、やはり第二次大戦後、40％台まで農産物自給率が落ちたわけです
けれども、農業・農村を、多元的価値産業、あるいは多機能空間という形で把握しまし
て、徐々に徐々に自給率を上げてまいりまして、イギリスは今88％、その他の国はそれ以
上というようになっています。その踊り場においてやや修正を行ったわけです。ところ
が、日本は追いつけ追い越せでようやく追いついて１番になった。そして踊り場なしにま
た次の困難を迎えようとしているわけですけれども、やはりそこに踊り場といいましょう
か、そういったものも必要ではないかなというようなことを思いました。特にドイツのヘ
ンリックスワイヤーさんはドイツ農政審議会の重鎮でございますが、それぞれの国はやは
り70％ぐらいは農産物を自給する権利があるというような言い方をしておられまして、そ
ういった考え方がヨーロッパであるのかなと。そのためには先ほどから出ているコストの
問題があるわけでございますが、いろいろな点からやはりコストの問題は、国境というも
のが現にございますし、自然条件その他どうしても越え切れない問題がそこにあるという
認識が必要なのではないかと思っております。  

 そういう意味で私は長年、農業にも守るべき下限というものがあるのではないか、アグ
リミニマムというのがあるのではないかというように申し上げてきました。この点が徐々
に、議論をお聞きしますと後退してるというようなことで、私自身も理論的に何パーセン
トという数字はなかなか出しにくいのでございますが、下がってもやむを得ないというよ
うな論調でこの議論を進めるのか、あるいはそれは望ましくないという論調でここを考え
るか、私は非常に大きな違いがあるように思いまして一言御意見を述べさせていただきま
した。  

○会長 ありがとうございました。これから農業にいきます。それで言い足りないという
人は食料についてもどうぞ発言してください。主体は農業ということでお願いします。○
委員 農業ということで、まずいろいろな担い手問題等あると思いますが、あえて触れさ
せていただきたいのは環境と農業という視点でございまして、この問題についていろいろ
議論してきたわけでございますが、私は農業基本法見直しについてぜひこれから入れてお
いてほしいと思うのは、農業経営の複合化という経営の複合化、これは「定住再生産」と
いう言葉が正しいかどうかわかりませんが、我が国はそうした先人たちが環境をまさに基
本に置いた農業経営であったということを忘れてはいけないということです。農業基本法
で選択的拡大ということで40年来、規模拡大が非常にこれから重要な国際競争に勝つとい
うことでやってきたのですが、逆に環境対策で大変なコストアップになったということで
す。私は、先人がやってきたことなんですが、牛飼いまして経験した中で、稲わらと堆肥
を交換するというようなシステムを組むことによって、先ほどからありますように地域循
環を作ってきました。これは今、広域循環という御指摘を加藤さんからいただきました
が、これも将来は大事でしょうが、私はまずは地球が80億になるという前提を考えます
と、地域循環というシステムは非常に重要な我々が持ち得た文化であり、私は農業経営の
複合化ということをまず今回非常に重視した制度・政策も含めた方向というものを打ち出
していかないといけないのではないかということであります。というのは、まずそうした
際に牛の堆肥を土に戻して稲わらを牛に食わすという、いくら単作でお米の規模拡大をや
りましても、牛の規模拡大やりましても、稲作と畜産等が複合化していくというのは、よ
り効率を上げていくという、まさに労働の問題からしましても、施設、機械の複合化、副
産物の高度利用が必要なわけで、まさにこれは我々先人たちが得た知恵であったというこ
とでありまして、この辺をぜひ重視していただきたいということであります。  

 もう１点、これは先ほどから出ております環境問題、環境と農業かどうかわかりません
が、子供の教育の問題がちょっと出ておりましたので、あえて環境と農業で触れさせてい
ただきます。私たち今、牛を飼っておるんですが、その場を消費者に開放して「ゼロ円農



場」という、お金も取らずに農場に遊びにこらしておりまして12～13万人来ているわけで
す。私の対象は小学校３年生以下です。それ以上はだめです。一番私たちが怖いのは、さ
っきの食料の安全というテーマ、確かに重要でありますけれども、Ｏ－１５７とかコレラ
とか、私は無菌室で育っていく子供たちが果して免疫という、今はもうお父さん、お母さ
んまで免疫をなくしたその子供がますます檻に入れて無菌室で育っている。人類はどこま
で行けるのか。ロボットになるしかないような気もしますし、だから私はあえてヨチヨチ
歩きの子供たちを農場にフラッと遊びにこらして少しずつ体に力をつけていくと、それが
生命体であるというような観点からやっております。しかし、これには大変なリスクもあ
るわけでございまして、その辺もこれからの農業の基本に置いて、先ほどから意見が出て
おりますからいいんですけれども、そういう視点も非常に重要であるというように考えて
おります。  

 ついでに、次の農村部会まで多分もう意見を言う時間がないと思いますので言わせてい
ただきますと、農村部会でございますけれども、私は先般からこだわっておるんですが、
集落営農だろうと思うんですね。地域、農村そのものを形成しておる集落、ここに非常に
大きな問題が出ておりますので、まあ私は旧村単位等で大きな視点で一つ集落営農という
ものを考える中で農地利用のゾーニング、その中でこれから転作の問題、いろんな問題を
一つの大きな、そしてさっき指摘がございましたけれども、農村部会でありましたけれど
も、大きい農家、小さい農家、すべてがそこで総合的に機能するようなシステム、これは
これから農村になくてはならないものであろうと思います。そうした中で専業とか兼業と
いうような一つの整理をしながら担い手というものを見出していくというような政策が、
まあスキッとしない意見かもしれませんが、私は旧村単位程度の集落営農に再編成しない
限り、地域は混乱していくだろうというように考えます。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、お願いいたします。  

○専門委員 今もお話がありましたが、子供が農業に参加するといいますか、そういうシ
ステム、グリーンツーリズムよりもっと大事なことではなかろうかと思います。そういう
意味では政策的に思い切って、都市と農村の交流の原点は子供にあるということでもう少
し応援、文部省も農林水産省も、あるいはほかの省庁も一緒になって都市と農村が交流し
なければならないというような政策ができてきたらかなり違うのではないか。私は委員の
お話を聞いて、いや、これは残念だな、農業というのはゴルフ場を開いてイモを植える、
そんなに簡単に考えられているのかな。ちょっと財界のトップの方の御意見としては残念
だなと、こう思いながら承りました。  

 それは何かというと理解がないということなのです。やっぱり子供の時代から農業とい
うものをもっと都会の人たちも理解し合った、そしてこれは水が大事だとか、あるいは生
き物が大事だとか、自然が大切であるということを植えつけることが一番大事なことでは
なかろうかと。今までなかった基本法にぜひそういうことが織り込まれるように、農業と
いうものの視点を書き込んでいただきたいと、こう強く思います。  

○会長 ありがとうございました。今、「兵役」のかわりに「農役」ということを言い出
す人がいますよね。そういうことですか。わかりました。ありがとうございました。○専
門委員 先ほど部会長から３点御指摘がございました。それに触発されましてちょっと意
見を述べさせていただきたいと思います。  

 先生からお話がございました、順番は滅茶苦茶になるかもしれませんが、一つの点は、
地球上には地域差があるのだということです。だから農業に適したところもあれば適さな
いところもある。ある農作物に適するところもあれば適さないところもあるというように
私は受け止めましたけれども。したがって、コストの概念を入れて、国境を飛び越えてい
こうと思っても越え切れないものがあるんだということを一つおっしゃいました。私はこ
の点については全くそのとおりだと思います。  



 私は今までの各部会等の議事録を読ませていただきましても、私ども農業部会の中でも
「適地適作」という言葉が随分出てまいります。全く今、先生がおっしゃったことと同じ
でありますが、それは主として日本の国内における適地適作ということが大きく取り上げ
られてきたというような感じがいたします。しかし、もっともっと大きく視点を広げるな
らば、私は地球をグローバルに見て、地球上の農作物の適地適作というふうに受け止める
べきではないか。それはまさに先生がおっしゃったことと同じでございます。そして、そ
れはコストが云々という問題ではなくて、だからそのときに、どうすればいいかというと
きに貿易という手段があるんだろうというように考えております。ですから日本が工業製
品を輸出する。しかし、一方において農作物を輸入する。それはアメリカにおける大豆が
日本の大豆よりも極めて安く効率的にできるというのであるならば、我々は大豆はアメリ
カから輸入したらいいじゃないか。あるいは小麦はアメリカやカナダから、あるいはオー
ストラリアから輸入してもいいのではないかというような観点でこの農産物を取り上げる
べきだと思います。  

 そういう観点から、適地適作というのはグローバルに見るべきだという観点からいきま
すと、先ほど専門委員から御指摘がございましたように、我々の食料供給というものは、
42％の自給率と同じような重みで58％外国に依存してる、そのことを重要視すべきだとい
うのもまさにそのことでございます。そういう観点から貿易というものを大事にしなけれ
ばいけない。したがって、ＷＴＯ体制という新しい体制のもとでやはりそのルールに基づ
いて戦っていかなければいけない。  

 一方において、しかし自給率という言葉が頻繁に出てまいります。自給率42％というの
は低すぎる。先進諸国に比べて極めて低い。また年々下がってる。これは事実でありま
す。しかし、42であるがゆえにこれを高めなければいかんという単純素朴な発想での自給
率の捉え方もありますし、またもう一つは、この自給率というのはよく考えてみれば割り
算をした結果の数字ではないか。その結果の数字でものを言うということはいかがなもの
かと、こういう御意見もございます。私は後者に与する方でございますけれども、そうい
う考え方に立つならば、分母にくるのは消費者の選択による、何をどれだけ日本全国民が
食べるかということによって決まる、言ってみれば所与のものでございます。それに対し
て分子にくるのは、そのうち国内で作るのはどれだけかというのがその42という数字にな
ってくるわけです。したがって、そういう観点で42の自給率というものを言うならば、ま
さにそれは自給力、国内で生産するものをどうするかということに論議が飛んでいくわけ
でございます。そこのところをきっちりけじめをつけて物を言わないとおかしくなるんで
はないか。  

 例えば最近、全中さんから提言がございました。それを見ると自給率を高めなければな
らない。こんなことでは日本は先々安心できない。さあそれで皆さんの賛成をとっておい
て、そうすることはイコール、自給率はイコール自給力になりますから、したがって自給
力をしっかり組み立ててもらわなきゃいかん。主力である米は国内で生産をするんだと。
あるいは米に続く重要な農産物も何をどれだけつくるかということを国が決めるべきであ
ると。それをしっかりと守っていけるように財政支援もすべきであると。こういうことに
なってきます。そうなると今までの基本法でやってきた、もう曲がり角に来ている農政と
いうものをここで変えなきゃならんということと同じことではないか。我々はそうではな
いんだと。自給率というものは確かに自給力なんです。自給力であるならば、その自給
力、どうやって高めたらいいかということを論ずべきなんです。ただ数値を挙げればいい
という問題じゃない。そのために何をするかということであり、そのためには強い農業を
作らなければならないということであり、外国のものと戦っていけるような、特に米なん
かについてはそういう施策が必要だと。しかし、適地適産があるならば、最初申し上げた
ようにあるものは輸入をすればいいのではないか。輸入を確保するためにどういう努力が
別途必要なのかということも考えるべきではないか、このように考えております。  

 それからもう１点、多元的価値産業についてですが、これも私は全くよくわかります。
特に環境という視点、これが農業部会での論議は不十分ではないかというお叱りがござい
ましたけれども、我々は十分論議しているつもりでございます。環境についてはこのよう



に私は考えます。  

 よくこれも出てまいります。例えば美しい農村であるとか、日本の伝統的な原風景であ
るとか、あるいは先生がおっしゃったような多元的な価値産業である、国土保全の産業で
あるというようなものをどうするかといった類の意見であります。このことを私は否定す
るつもりは全くございません。しかし、産業政策としての農業というものときっちり区別
して議論すべきであると、このように考えます。景観の保全だとか、文化財の保護の問題
とか、あるいは離島や僻地の地域社会の問題などはそのそれぞれの課題、問題、その観点
で議論して国民に問うて、そしてそこでコンセンサスが得られるならば、それは財政資金
を投入してでも保護をすべきだと、このように思います。ＷＴＯにおいても緑の政策とい
うのが認知されております。しかし、少なくとも産業政策と混同したり、あるいは同じ土
俵の中の産業政策の対立軸として据えたり、そういう形で政策を論ずるには不適切じゃな
いかと。やはり産業として農業を考えるときには、経済原理に基づいた産業政策に徹して
議論はすべきではないかと、このように考えます。以上です。  

○部会長 私が申し上げました２番目の問題についてはどのようにお考えですか。  

○専門委員 ２番目については私は触れませんでした。  

○部会長 ２番目が私は一番大事ではないかと思っておりますけれども。  

○専門委員 コストですか。  

○部会長 いや、世界的規模での森林の問題、環境の問題。今おっしゃったのは日本国内
の多元的価値とか何とかおっしゃいましたけれども、世界的規模での環境の問題を私、２
番目に申し上げたつもりだったんです。この点はいかがだったでしょうか。  

○専門委員 何かよくわかりませんが、申し訳ありません。  

○部会長 私は３点申し上げまして、２番目に世界的規模での森林率の低下等を挙げまし
て、世界的規模での環境の問題を申し上げたんです。これについての御見解をもし伺えれ
ばと思います。  

○専門委員 それについては私は特に反対意見というものは持っておりません。個人とし
ての意見で申し上げるならば、私はやはり世界的に森林が減少してるということについて
は非常に危惧を感じております。したがって、この御意見の中にも、農村部会でございま
したように、日本の農業においても中間僻地において、そこが本来は、よくよく検討して
みたところ、そこは森に返すべきだと、その方がいいと、それが日本の原風景にも近いと
いうのであれば、それは森に返していくということも選択肢としてあっていいと思いま
す。  

○会長 委員、どうぞ。  

○委員 私は農村部会でも申し上げたことでございますが、私の申し上げるのはどの部会
にもみんな関連するのでお許しいただきたいと思いますが、まず第１に、今輸入をすれば
というようなお話もございましたのですが、私たち食べ物以前に生死に関わる水でござい
ますが、こればかりは基本的に今、自前でございます。トイレの水から川の水、地下水ま
で全部輸入するわけにはいかない。水とか土というものはどうしても輸入するわけにいか
ないのですが、その水は放っておいてできたものではございません。これは今もコストの
議論があるのですが、今の社会がおかしいなと思いますのは、例えば日本中のほとんど例
外なく川の水というのは江戸時代以降、もっと前からありますが、農業者の方々が、川の
水が枯れてて水がない、飢え死にする、水がもっとほしいということで、川の水を増やす
ためによそから苗木を買いました。ですから物理的にもお金を使っている。ですから21世



紀をにらんで、私は何十年あるいは何百年オーダーで先を見ながらこの議論をしなければ
いけないんだと思うんです。少なくとも私たちが今飲んでいる川の水は、農村の方たちが
50年とか 100年先をにらみながら山へ行って、木を植えるわけです、親子２代とか３代に
わたって例えば一地域で何百万本植える。そうすると今まで水がなかった川にとうとうと
水が出てくるようになって、その水を引いてそこへ入植して何々村ができたとか、農地が
広げられたとか、そういう形で作ってきております。私ども郷土の偉人として昔はよく社
会科でも教わったけれど、それは大抵木を植える人か水を引く人か水を治める人かどちら
かなのですが、みんな米を作るための農民で、しかも木を植えるというのは大抵水を作る
ためです。作って以来、我が村はそんな水争いしないで飢え死にも減ったというような記
録だらけでございまして、まして今も山村の人たちがお金を使って労働を投じて山で木を
植えていて、そのおかげで水が出てきている。今、私どもが飲んでいる水も恐らく30年と
か50年前に植林して今も手をかけている、そのところから出てきている、そういう水、あ
るいはもっと昔の水かもしれませんが、とにかくほとんどそういう例でございます。  

 ところが、都市とか工業が水を使う場合はそういうコストが入ってないんですね。水の
値段がゼロなんです。それで一頃水源税という発想が政府から出てきて、山村の方は期待
をしていたけれども、残念ながら流れてしまった。そういうことでございまして、山村の
人がリンゴを作ればお金を出すけれども、木を植えて水を作って・・本当に水を作るとい
って植えているケースがいくらもあるんですが、それに対しては一銭も私どもは払ってい
ない。そういう意味では非常に優遇というか、ただで取り上げて、そういうことの上の都
市の発展であり、日本の戦後の経済の発展があるのです。  

 それからもう一つは、農業が水を使うこと、それ自体が水を作っているので、日本農業
が水を使わなくなったら、つまり農業がなくなったら、今はもう畑作でも花卉でもみんな
水を使うようになっております。農業が水を使わなくなったら川の水も地下水も大幅に減
るわけでございます。放っておけば海を行ってしまう。その水を大地へ止め置くのが農業
ですから、ですからコストを言うなら本当はそういうことまでひっくるめて考えないと合
理的な理解がしにくい、本当ですとそうなんです。環境全般もっと広くいえばそういう議
論もあるからだと思います。農林水産省が平成３年か、大分前のお金の価値で言っている
のですが、公益的機能で金銭評価すると、森林が年39兆円の利益を生んでいると。それか
ら田畑が17兆円、お金に換算すると毎年毎年それだけの利益を生んでいると。そういう試
算をされているわけですけれども、もしお金のことに執着しての議論が進むんですと、合
わせて57兆円ですが、これも本当は視野に入れての議論をしなければ合理的じゃないなと
いう気がしております。たまたまこれは事務当局からの最初の資料に出ておりますし、思
い出しましたのでこれも一つ申し上げておきたいと思います。  

 いずれにいたしましても環境問題全体から言いますと、とにかく21世紀の資源は水だと
言われているし、土壌だとも言われている。同じことなのですが、要するに最高の理想な
のは自己完結型、つまり自国のものは基本的には自国で賄い、基本的にはですね、可能な
限り、それがお互いの地球を守るエチケット、これが基本でございます。そして環境問題
で御承知のように世界的な合言葉がございます。「持続可能な開発」、これは鬼の首取っ
たようにいい言葉だといって、皆さん、国際会議から帰っていらして日本で報告されまし
たけれども、でも何のことはない、考えてみれば、ほんの一世紀前まで、いや数十年前ま
では日本農業は当然のこととして、しかも何千年来、持続可能な開発を日本がやってき
た。これ世界のお手本ではないかと私は思っております。  

 そういう意味で先ほどの御意見の中にもちょっとありましたけれども、伝統的な日本農
業をもう一遍ここで、地球環境というこの時代に、この期に及んでもう一遍評価し直すと
いう、こういう作業がやはり土台で必要なんじゃないかという気がいたします。  

○会長 ありがとうございました。ということでもうかなり議論が広がっておりまして、
全体をひっくるめて４時20分ぐらいまで御意見をちょうだいしたいと思います。委員、お
願いします。  



○委員 広がってもいいということでございますけれども、私もいつもこの会に出ますと
戸惑って聞かせていただいているのですが、これほど情感あふるる、しかもどう言うんで
すか、国粋的な調査会というのはないのではないかなと。何か情感派と産業立国派みたい
な会議をしているみたいで、その狭間で一体何を議論しているのかだんだんわからなくな
ってくるのが各回でございます。  

 いつも同じような趣旨のことを申し上げて恐縮なんですが、私、農業というのは何のた
めにあるのか、農村というのは何のためにあるのか、なぜあるのかといいますと、例えば
農村から生まれる農業、農村が営む農業、その農業から営む農産物というものを世の中が
必要としている、需要があるということだと思うんです。そしてその需要という、まあ消
費者の立場ですね、消費者の立場からみて日本でつくったものを評価するのかしないのか
と、それが一番重要であって、こんな高いものは要らない、ともし消費者が拒否したとし
たら農業は成り立たない、そして農村も成り立たないということだと思います。ですか
ら、ここでの議論は逆転の発想でありまして、消費者というものを忘れて、農業と農村を
成り立たすということを前提にして議論しておりますから国粋情感派みたいな話になって
くるわけでありまして、今の問題は、消費者が喜んで日本の農業と農産物を評価するとい
うことをどう作り出すのかというのが主題だと思うのです。その主題がもし正しいとすれ
ば、それは国の費用でやるのか、そうでなく経済的なメカニズムを通じて自然にそのよう
になっていくのか、どちらを選ぶのかというのが一番問題だと思います。国の費用でやれ
というのは、俺は出さないけれども、君の金でやるという話ですから、これは日本国の中
で対立が起こるのですね。出す方と出してもらう方と。対立が起こるだけでなしに、これ
は日本人の心を卑しくするわけです。出す方は嫌だなと、何で俺の方から税金ばっかりも
っていくのだと、もらう方は来るのが当たり前だと、これは本当に日本の社会を卑しくし
てしまう。しかし、残念ながら戦後やってきた基本はこれだったんだと思います。こうい
う形で国でやれと、もっとやれということについて、これは一つは財政的にももたなくな
った。もう一つ私は、これは日本の社会を非常にいびつなものにしてしまった。道路を作
れ、公共投資をしろ、俺の田畑を国の費用できれいにしろというのが当たり前になった農
村というのは、私は非常に疑問に思います。昔はもっと農家というのは自立をして自分の
足で、本当に矜持を持った人々だったと思いますけれども、今はそのシステムが非常にお
かしくなってしまった。しかも財政的にもやれなくなった。そしてここで市場のメカニズ
ムというものを入れていこうではないかというのを私は議論しているのだと思います。  

 そして残念ながら、農産物というのは実は国際的な商品なのですね。ですから、これは
世界経済が一つになった国際的な中で見ていくと、べらぼうに高いということになってし
まった。これを何とかしようということでございますから、やはりここで産業として立ち
行くということを考えるということにこの会の議論を統一していきませんと、いつもいつ
も同じような議論の繰り返しになってしまって、産業立国派の方も言うのがちょっと疲れ
てきたという気分でございます。それで非常にはっきりしてるのは、もちろん自然、環
境、水は大事でございますけれども、これは今のような国の補助による農業でないと成り
立たないということでは全然ない話です。環境を保ちながら十分な水を持ち、素晴らしい
農村というものを市場メカニズムを入れて十分やっていけると、そういうものをここで議
論し、追求していきませんと、いつまで経っても毎回同じ議論になってしまうのではない
かなと。いささか私ももう聞くのも疲れましたし、言うのも疲れてきたというのが本音で
ございますけれども、また言わせていただきました。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 先ほど全中の自給率その他に係る問題でお話がありましたので、私も農協団
体の一人として若干お話しさせてもらいたいと思います。  

 あそこでいろいろ書いてますけれども、要は我々としては食料の安全保障なり、あるい
は国内農業に対する消費者の一定の支持、あるいは農業をやることによって満たされる公
益的もろもろの価値から国内農業を維持すべきではないかという基本的な立場は持ってい
るわけでございます。それにしてもそれは、先ほど委員もおっしゃったように、一体消費



者、国民がどう思うんだということに最終的には帰着する問題でございまして、そういう
意味では、国民の合意の中で農業の位置づけというものはきちんとすべきではないかとい
うことを申し上げているわけです。仮にそういう位置づけをきちっとした場合、それは必
要であるということになるならば、一定の目標は持つべきではないかということで、それ
は目標としてどういう目標を持つのが現実かどうかということは、それは検討が必要なの
でしょうけれども、そういうことを総括的には申し上げているんじゃないかと思います。
何か農業者なり、あるいは農協団体が言うとすぐ補助金が欲しいということではないかと
いうことで、そういうお叱りも受けているわけでございますが、そういうことを申し上げ
たいということで御理解を賜りたいと思うのです。  

 総理府の世論調査ではないですけれども、消費者のかなりの部分というのは、多少高く
ても生産性を下げながら国内でできるだけ作った方がいいのではないかという意見の支持
も多いというように思っているわけでございまして、そういう意味で先ほど先生がおっし
ゃったように、国内で一体どこまで、どこを最低限として守るのかというのを、この調査
会というのははっきりと意見を統一していくことが何よりも先決じゃないかなという感じ
がいたします。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○専門委員 私も過去にお話をしていることと重複してくると思うのですが、基本的に農
業問題を考えるときに、消費者の立場とか、あるいはユーザーの立場とかいうものをここ
で本当にはっきり考えないと間違ってしまうだろうという議論に私は賛成をいたします。
自給率の問題で私は前に50％ぐらい持ちたいという個人的な願望も述べておりますが、そ
れは今までのようなやり方では確保できないと思いますし、もう少し下がっていく可能性
もあると思うわけです。ですから市場原理に基づいて本当に必要とするものを作っている
のか、作れないのかということから考えてもらわないと、この問題はやっぱり単に１％上
げるためにコストが何ぼかかるという話になってしまうだろうと思います。そういう意味
で私はやはり川下の必要とするものをどのように作っていくんだろう、どうして作ってい
けば農村も自立ができるし、そして流通もうまくいくし、外国との競争も可能になるとい
う発想を持つべきではないかと思っております。  

○会長 ありがとうございました。では、お願いします。  

○専門委員 そういった意味から先ほど食品市場、農産物市場の活性化と、それからもう
一つ、安定的輸入条件の整備というようなことを申し上げたのですが、農業に関して私
は、この会の議論がどうも農業という私的な営みを経済ベースで議論するのか、歴史的な
観点、文化的な観点で話すのか、これ大分違ってくるんだろうというように思うんです
ね。当面、経済的なところで農業どうするかという話をするとしたならば、今の市場に対
してどのようにアクセスするかということは非常に大事なことになってくるのだろうとい
うように思うんです。その際、農業のこれからの政策を考える場合に、今の日本の農政が
ＷＴＯ体制の中での農業政策なのかどうか、その方向で動くのかどうかというようなこと
は、はっきりさせておかなければいけない問題なんだろうなというような気がするんです
ね。具体的にはこれから2000年の見直しでいろいろなことが出てくるでしょうから、その
点に関しては外交交渉に任せる部分があるのでしょうけれども。といいますのは、私、と
ある合併農協の40代の若手理事の人たちの勉強会に招かれましていろいろ話をしている
と、どうもＷＴＯ体制をひっくり返せるぞと、あるいは食品輸入国の立場というのはまた
違った形で主張し得るぞという主張が結構あるわけですね。本当にそうなのだろうかとい
う話を彼らはしているわけです。もしもそうではなくて、ＷＴＯ体制でもう関税化という
ようなことでいかなければいけないんだという話になったとするならば、むしろそういう
ことを今前提として話してもらった方が我々にとっては非常にいいというようなことを言
うわけですね。そうでないと今までの農協の運動のようにミスリードされて、引っ張って
引っ張って引っ張られて、ハイ、だめでしたというようなことが余りにも今まで多すぎ
た。そういうことはもはやごめんですよということを若手の理事たちは言うわけです。  



 この農業部会でも、ＷＴＯに対する流れの中で価格支持体制を全面的に見直すべきであ
るというようなことが書かれてますが、一体どこまでその辺が示せるのか。そのとき米は
日本の歴史的な宝だからという議論はその中で通用しないのですね。経済的なベースでも
って判断しなければいけない問題なんだろうというように思うんです。そうなったときに
今までの対応は、例えば米一つ取ってみても、財政的な援助をしているうちにどんどん内
部崩壊が進んでしまって、今や米単品では食えないというようなのが常識なわけですね、
農村の中では。そして担い手がいなくなったと。こういう状況をどうするかというふうな
ことがあって、第６回部会の「農業生産の担い手の確保」という問題が出てきているのだ
ろうというように思うんです。そうした場合、稲作政策に関しては規模拡大をしなければ
というようなもう手続きの問題に入ってきてる。その手続きをどうするかというようなこ
となわけですけれども、そういった中で今までの農地制度について、もうちょっと利用す
る権利を強権的にするとか、これは今までの規制緩和路線から逆行するかもしれません
が、農地に関しては所有者が兼業所得である程度のものがあったら委託しなければいけな
いとか、そのぐらいの強権的なことでもやらないと規模拡大はできないというような状況
になってきてるんだろうと思うんですね。そういったことをするのかどうか、農地政策全
体を見直すのかどうかという問題が一つと、それからもう一つは、やはり農村の中の経営
者、専業農家を見てても、販売をするだとか何かいろいろやってますが、しかし、経営者
感覚からすると今イチなところがあるわけですね。そういったところからすると、農村の
中で担い手を育てるオン・ザ・ジョブ・トレーニングの場所がないといいますか、それこ
そ委員のところはいっぱい若い人たちが来てその中で育ってるというのがあるのだろうと
思いますが、そういう場所が一般化されてないわけですね。このオン・ザ・ジョブ・トレ
ーニングの場所をどのようにするか。担い手を育成するのだったらやっぱり放ったらかし
にして育つというわけではないですから、後継者を何らかのトレーニングシステムに入れ
て育てるということが必要だというように思うんですね。そういったことがまだまだ担い
手の確保のところで議論されてないというようなことがあるんだろうと思うんです。せっ
かく新農政プランで経営体育成というようなことを言ってるわけですから、経営者感覚の
ある、つまり経済ベースで動く若手の経営者をどうやって育てるかという、オン・ザ・ジ
ョブ・トレーニングのシステムを作るとか、そういった議論をもうちょっとやってほしい
なというふうに思います。そういう人たちがやっぱりマーケットオリエンテッドな農業が
できるというふうなことになるんだろうと思うんですね。以上です。  

○会長 ありがとうございました。はい、お願いします。  

○専門委員 いろいろお話を聞かせていただきましたが、私が一番最初に申し上げました
とおりに、やっぱり食料は国内自給を基本にしてやってもらいたい。それはいろいろなお
話がありましたが、今、地球の環境そのものが非常に悪化の方向に動いていると。人口は
増え続ける、そして環境は悪くなってきてる。エネルギーだって限りはある。そんなこと
で大事に大事にしながら長くこれを継続してやらなければならない。それが日本の農業
は、少しコストが高いからということで外国に依存するようなことがあれば、これが戦略
的に今度使われたり何かしたら大変なことになってしまう。こういうようなことで、今の
ところは確かに外国のものが安くて輸入した方が割安だと、このようなことも一部考えら
れるようですが、やっぱりいろいろな将来的なことを考えていった場合には、基本は国土
を最高に利用しながら生産を全面的に上げていくと、このようなことが基本になるんだと
思います。  

 それから昨日、山形の方でも食料・農業・農村の基本問題に関する懇談会というものが
開かれました。それらの中でもいろいろな話が出ました。森林や水田が水を涵養し、ある
いは酸素を醸成させてる、そういったことについてはやっぱりある程度お金をもらっても
いいのではないか、そして農村の活性化につなげるような、そういったこともやってもい
いのではないか、このような意見などもありましたし、あるいはグリーンツーリズムで都
会から農村の方に人が流れるというようなことばかりでなくて、農村からも大いに都会に
行って文化や芸術に接するような、そういった交流を激しくする必要があるのではない
か、あるいはある町長さんは、 100戸ぐらいの農家に全部農業を任せたい。しかしなが
ら、ちょっと今の米の価格ではどうなのかなとの意見でした。あるいは一方では、日本の



米は、本当に高いんだろうかという意見もありました。去年と今年と２年間、自主流通米
は、７％あるいは10％近く安くなっている。米作り農家にとっては大変な所得の減少で
す。ところが一方では、公務員は、４月までさかのぼって1.02％引き上げなければならな
い、みんな賛成だと、こういうふうなことになってきますというと、何か割り切れないよ
うな感じがすると、こういうような発言などもありました。  

 したがいまして、私どもはよその安いところのものと日本の農産物を比較した場合には
確かに高いかもしれませんが、日本の国内でいろいろなものをコストとして計算した場合
には、日本の農産物は、さほど私は高いとは思いません。したがって、それを外国並みに
引き下げるとすれば、構造的にいろいろな仕組みを直しながら競争できるような環境整備
をしていく必要があるんだろうと思います。したがいまして、そのままの価格で高い安い
と論ずるのはどうかなと。そして将来的な視点に立ってもう少し幅広く農業問題を考えて
ほしいなと、そんなことでひとつ申し上げておきたいと思います。  

○会長 ありがとうございました。はい、どうぞ。  

○委員 今まで伺った中で、これまでいろいろお話を部会などでもしてきたことを踏まえ
て、報告書を書くときにちょっと大事なことがあるのではないかと思うことを１つ、２つ
申し上げます。さっき専門委員が言われたＷＴＯ体制の中でものを考えていくのか、ある
いは一部の国会議員の先生とか、あるいは消費者団体などでもごく一部のところからはＷ
ＴＯ体制の撤回、撤廃というような声もちらちら聞こえてますけれども、それは恐らく現
実問題としてはあり得ないことだろうと私は思っていますので、2000年問題の交渉がどう
なるかということは別として、大きな方向としては、流れとしてはやっぱりそのことを国
際関係の非常に大きな項目として書いておくことが必要ではないかというように思いま
す。ですから、まだ何回か調査会もあり合同部会もありますから、もしそうではないんだ
と、もうＷＴＯ体制は2000年、12月31日で終わりなんだというような御意見があるとすれ
ば、そういうことも伺った上で集約していくということが一つ必要なのではないかという
気がいたします。これは専門委員のお話を伺って感じたことです。  

 それからもう一つ、全体として非常に大事なことだと思いますのは、当初、この調査会
が始まったときに、日本にとって農業というのが本当に必要なのかどうかというところま
で含めて根本から議論するということが求められるというような事務当局からのお話もあ
りました。先ほど専門委員がおっしゃったように農業の位置づけを日本の中できちんとし
ていくということは、これは私自身としても大事だと思います。ただ、そこから、農業を
きちんと位置づけるためには何が必要だろうか、何が一番大事なんだろうかと思うと、や
っぱりそれは国民全体の関心と理解だと思うのですよ。農業をきちんと位置づけることが
必要だから、例えば一定の生産目標を作ることが大事なんだとか、自給率の目標を作るこ
とが大事なのではなくて、やっぱり国民の関心、理解があって、その次にもし可能性があ
るとすれば、そういう一定の目標ということが成立するのであって、いきなり農業をきち
んと位置づけるために何か目標が要るというような考え方はちょっとどうかというように
思うのです。  

 それでもう一つ言えば、今、国民の関心とか理解が正直言って薄いわけですね。これは
非常に残念なことなのですけれども、では、なぜ薄くなったのか。これは実は札幌の公聴
会でも私は皆さんの前で申し上げたのですが、それはやっぱり今まで主として農業側が、
あるいは団体と言ってもいいかもしれないけれども、顔が国民の方を向いていなかった。
偉い国会議員の先生だとか、あるいは行政の偉い方だとか、そういう方向に向いていて国
民の方を向いていなかった。その結果いろいろ出てきたことが、例えば生産者米価の大幅
な引き上げだとか、あるいは直近でいえばウルグアイ・ラウンドだとか住専だとか、それ
から住専で大分負担を軽くしてもらったのはいいけれども、今度は政治資金の収支報告書
を見たら政治家の先生にいっぱい献金がいったとか、そういうことがむしろ理解じゃなく
て反感になっているわけですよ。そのことを考えてみると、このことは実に日本全体にと
って非常に不幸なことだと思うのです。そこがやっぱり今回、本当に日本の中で農業を位
置づけるということであれば、そのような政治的な思惑だとかそういうことを別にして、



やっぱりこれは非常に基本的に大事な仕事なんだというふうに、そこがスタートラインで
はないかと思います。スタートラインをまずちゃんと確認をしておけば、その後はある程
度柔軟な政策が出てくるのではないかなというような気がいたします。  

○会長 ありがとうございました。では、どうぞ。  

○委員 いつも申し上げてることと大体重複してまいりますけれども、きょうの各部会の
御検討を伺ってますと、やっぱり非常に議論がだんだん難しくなってくる。難しくなって
いる議論がさらに難しくなってくるバックグラウンドというのは、いろいろ社会の動態の
変化とか、人口問題とか、あるいはさっきから出始めている国際的な枠組みの締めつけと
か、いろいろなことがあると思うのですけれども、いつも申し上げておりますような財政
の制約というのもその中の大きな枠組み、大きな要素、難しくする要素であることは間違
いないだろうというように思うのですね。  

 各部会の議論を通じてこれからさらに議論を深める前提として、財政というものを農業
問題を考える上での要素なり条件としてどの程度に考えておいたらいいのかということが
非常に実は難しいことではないかなと私はここのところ悩んでおります。国際比較から入
っていくとすれば、日本の財政の農業への投入額というものを農業の総算出額との対比で
割り算をしてみると、国・地方を通じてもいいと思いますが、農業総算出額分の農業予算
は、恐らく国際比較をするとなれば国ベースで比較するほかないのかなと思いますけれど
も、例えば国ベースでこれを比較してみるとどういうことになるのか。一遍事務当局に御
検討いただいた方がいいのではないかなという気がします。私の理解では、農業総算出額
に対する国の農業予算額というのは大体先進各国で３割から４割ぐらいの比率で出てくる
ものだと思っております。日本も大体その仲間に入ると思います。ですけれども、日本の
場合は価格が御承知のとおり、国際的ないろいろな影響等もあり、米の豊作という問題も
あるのでしょうけれども、価格の低下という問題が出てきますから、農業総算出額という
のが恐らくあまり伸びないというか、むしろ低下してしまう可能性すら出てくるかもしれ
ない。それに対して農業予算額を仮に現在の農業予算額を一定として考えますと、先ほど
から申し上げてるような比率というのは日本の場合、決して低くはならない。国際的にみ
てもやっぱりしかるべき地位を占め続けるということになる。そうすると今お話があった
ような国民的な理解というようなものを求めていく上からいっても、分子である農業予算
額というものをこれからどんどん右肩上がりの増加傾向で考えていくということは非常に
難しい。その上現在の財政改革論議がかぶってきている。御承知のとおり非常に状況は悪
いわけであります。人口や経済も含めて右肩上がりということをこれから余り想定できな
いということになると、結局いろいろな政策なり何なりをここでも議論をしていく中で、
インプリシットな想定としては、結局日本の農業予算というものは、現在あるような予算
というものを、その枠内でこれをどのように有効活用していくかということが恐らく限界
といいますか、上限といいますか、そんなような姿で議論していかなければならないので
はなかろうかという気がしてくるわけです。  

 今日の御議論の中で直接所得補償の問題でありますとか、そのほか中山間の問題であり
ますとか、やはりいくつかの点で財政措置というものとの絡みで議論が出てきているよう
なのですけれども、この辺のところはやっぱり相当限界を、あるいは上限というものを何
となくインプリシットに想定しながら議論を詰めていかなければならないのかなと思うの
です。今これからの議論の前提として国際的な枠組みというお話が出ましたので、財政な
どについてもそのような何か決定的な所与の条件とまでは言わないにしても、そういうも
のを想定していく必要があるのかなという気がした次第でございます。  

○会長 どうもありがとうございました。では、どうぞ。  

○委員 皆さんのお話を聞いているとますますわからなくなるのですが、さっきもお話が
出ましたけれども、これからの農業を考えていく二大キーワードというのは多分国民の理
解をいかに得るか、いろいろな情報を流して農業に対する理解を深めてもらった上で判断



を仰ぐというような、そういう理解と、もう一つは金の使い方であろうと思うのですけれ
ども、日本の農業が世界的にみて多分アメリカあたりと太刀打ちできないということであ
れば、何らかの支援策も必要になるわけですが、その支援の仕方と透明性というのはやは
りきちっと確保されてないと理解を得られないだろうと思うのですね。  

 これから農業を考えたら、さっきいろいろな方からお話が出ましたけれども、香港やシ
ンガポールのように全部国外から輸入すればいいという人が多ければ、それはもうそうせ
ざるを得ないわけですけれども、食料安保、食料保障というところからみて、やはり国と
しての最後の寄って立つところは残しておかなければいけない。人間というのはやっぱり
農業をどうするという議論はあっても、食料、食べるものはどうしたってなければ生きて
いけないわけですから、それをどうするのかというのでいろいろ想定できることを教えて
いただいて、例えば今後、さっき世界的な戦争は起きないとおっしゃったんですけれど
も、もしどの程度の食料ひっ迫のときに、貿易を確保する道としてはどういったことが考
えられるのか。あるいは世界的に日本が持っている農業技術を移転していくということで
どのぐらいな貢献ができるのか。あるいは日本の農業の農産物を生み出す地力というのを
維持するにはどういった方法があるのか。そういったことをいろいろシミュレーションし
て考えていった上で、食料を生み出す農業としての役割をどこまで求めていくのか。あと
もう一つ、大きな問題である環境という、食料の確保と環境というのが多分今後の農業の
二大キーワードでしょうから、その環境というのがどのようにして維持できるのかという
ようなことを、もうちょっと具体的にインフォメーションとして我々国民がわかるレベル
のところで教えていただきたいなと思います。  

 もちろん農業の担い手というところにおいては、株式会社云々ではなくて、今までの担
い方では多分もうそろそろ限界が来るのだろうということは、私、何となく感じるのです
けれども、例えば第３セクターなり、そういう営利ではない法人みたいなのを作って、ど
んどん都会の若い人たちを今度は農村が吸収するような方法はないのかどうかといったよ
うな、生活を支えていく産業としての魅力ある農業というのはできないのかとか、そうい
うあたりもちょっと議論をしていただけたらなというように思います。  

○会長 ありがとうございました。では、お願いします。  

○専門委員 全体的な感想といいますか、全体的な議論について一、二点コメントしたい
と思います。  

 一つには、委員の方からも話がありましたし、それから専門委員さんの方からもＷＴＯ
の話がありました。つまり、我々が持っている自由度というのは今非常に狭くなっている
ということを認識する必要があるのではないかと。したがいまして、これまでの議論を聞
いていますと、経済学用語で非常に恐縮なんですけれども、予算制約のない需要曲線を引
いてるみたいなもので、要するに財布の中身はほとんど心配しなくて何を買うかと、そう
いう議論をしてるようにしか見えないのですね。そうしますと自分の好きなものはどんど
ん買いたい、あるいは手に入れたいという議論がたくさんあると。あるいはこれは嫌いだ
から家の中には持ち込まないでくれというようなそういう議論で、どうも賛成、反対とい
う立場表明に終始したというのが、正直なことを申し上げた私の印象なんですね、これま
での議論が。そうしますと中間報告でどういうまとめ方をするのかと非常に気になるとこ
ろなわけですけれども、そこでやはり強調しなくてはいけないのは、つまり、いろんな形
で両論併記ということにならざるを得ない部分があると思うのですね。環境の問題にして
も市場化の問題にしても。しかし、やはり我々は今、非常に制約条件の中にあるのだとい
うことをきっちり書き込むことが必要であると。それは繰り返しになりますけれども、Ｗ
ＴＯ体制をギブンとして与えられたものとした言わば国際的規制緩和の中で日本農業をど
うしていくかという問題、それから財政的な形でこれ以上、補助金等を増やしていくとい
う道はほとんど考えられない。だからこそ、そういう危機感のもとに議論を農業部会の中
ではしてきたつもりなのですけれども、やはりそこの中で一つ道を開くとしたら市場メカ
ニズムの活用、つまり効率化一本槍、まあ良い悪いという議論はありましたけれども、そ
れはこうした制約条件を考えたときに、どうしても日本農業が生きる方法の一つとして避



けられない状況に今あるのではないか。活用すべきはその市場メカニズムを活用した上で
どこまでやれるのかと、これがやはりコスト論議の話だと思うのですね。ですから具体的
に自給率を１％上げるときにどれぐらいかかるかとか、耕地面積を例えば10万ヘクタール
耕すのにどれぐらいかかるかという議論と同時に、そうした市場を使ってきたときにそれ
をいかに効率的にできるのか。それを単に財政を使ってやる、あるいは規制でやるという
ことではなくて、市場メカニズムを使ってやったときにどれぐらいになるかというコスト
意識のもとでそれぞれ議論しなくてはいけないという認識、これはやっぱり書き込んでほ
しいなと個人的には思っております。  

 それから先ほどから、米の値段が下がった状況で国際的には高くないのではないか、あ
るいは各地に行って農家の方と話をしましても、もうぎりぎりのところでやっているの
だ、これ以上コストを下げることはできないというお話がありましたが、そういう状況に
あることも十分認識してます。しかしながら、これだけのコストをかけて作ったものをど
う評価しますかということをやはり消費者に投げかけてみることが必要だと思います。そ
れを評価するのはやっぱり消費者なんですね。非常に書生っぽい言い方をしますけれど
も、これだけコストがかかりましたと、どう評価してくれますかと、次にはどうですか
と、そういう形の繰り返しのやり取り、ある意味での投票ですよね。そうした消費者の投
票なしに今までの農業政策というのが考えられてきたのではないか。消費者の投票をどこ
で汲み取っていくかという姿勢がやっぱり必要なのではないかと思いますので、そのあた
りもきっちり書き込んでいただければと思っております。  

○会長 ありがとうございました。だんだんと時間がなくなってまいりましたが、では、
お願いします。  

○専門委員 私、環境問題の専門家としてここに加わっているつもりでいるわけなのです
が、とは言いながら、諸先生方のお話を聞いているうちにいろいろと勉強してくるわけで
す。私自身は言わば産業としての農業という面が一つ、それからもう一つは環境保全機能
だとか、そういった多元的な機能の保持者としての農業と、この２つがある意味で混同と
いいますか、一緒くたに議論されている。あるいは国民にその２つが画然と区別されてい
ないというのが農業問題を難しくしている一つかなというように考えてくるわけです。ま
ず最初の産業としての農業というのは、先ほどのコスト論やら、それから市場メカニズム
の話とか外国との競争力だとか、日本国内での他産業との絡みだとか、こういう面がいろ
いろと出てくるわけですが、もちろん日本の農業というのが産業としても力強くあってほ
しいというのは全くそのとおりで、市場メカニズムをうまく活用していくということもま
た賛成なのですが、ただ問題は、市場メカニズムなるものが一体どういう実態にあるかと
いうことも環境問題をやっていると気になるわけです。例えば外国でつくられている野
菜、これは日本で作られている野菜に比べて明らかに安い。では、その安いのはどういう
コストで安くなっているのか。非常に植民地的な農業といいますか、原野を切り開いてそ
こにモノカルチャーみたいにワーッと作って、農薬をばらまいて作って、そして安いもの
を作って、それを日本や他の消費国に送ってくる。それは日本の農業と比べてみたら明ら
かに安い。しかし、その結果、「略奪農業」という言葉がありますけれども、ある一定期
間使ったらもうそこは放棄して次の土地に行ってまた安い農業をやって、安い生産物を作
って世界中にばらまくと、もしそういう面が市場メカニズムにあるとすれば、それと戦う
日本の農業、あるいはその他の国の農業というのは、単に経済原理で負けたんですよとい
う話では済まないというふうに思うわけです。  

 先ほど委員がるるおっしゃったように、日本の水にしても空気にしても言わばフリーラ
イドの上で日本の産業というのは成り立っている。そういった水とか空気というのはただ
に近いもの、もちろん水にコストが多少かかってますけれども、空気は全くコストがかか
ってない。フリーライドのもとに成り立っている産業と、それを一生懸命コストをかけて
つくっている産業と、同じ列の上で果して市場メカニズムの競争ときちっと言えるのかと
いう問題がありまして、産業としての農業というのを議論する場合でも私はそこのところ
をかなり厳密に考える必要があるというように考えます。  



 それから、もう一つの農業の持っている環境保全機能やら文化や伝統を継承していく機
能、これもまた産業とは違った意味で農業が持っている非常に重要な機能だと思います。
それこそ一般会計か何かそういったものを使いながら、これはこれで日本民族は・・民族
と言うとまた委員に怒られるかもしれませんが、そういったものを継承していくもので、
これはこれでまた税金を使って保持する価値がある。産業の方を税金を使って保持する価
値があるかというのはまた別の問題だと思いますが、少なくともこちらの方の機能はそう
いう面がある。少なくともこの２つの機能を一戸の農家が持たなくてはいけない、ここが
非常に大変で、一戸の農家にしてみれば、産業としてもやってるつもりでもあるし、環境
保全の方もやってるつもりである。これ２つ成り立つのは非常に難しくて、政策的に今度
新しい農業基本法なりそういったものに基づく新しい政策ができるとしたら、そういう機
能分化というものを明確にする必要があるのではないかということを申し上げておきたい
と存じます。  

○会長 ありがとうございました。時間がなくなったんでごめんなさい。では、まだ御発
言ない方だけ、お願いします。  

○専門委員 私、若いもので初めに話してしまえばすぐ済んでしまったものを、みんな聞
いてたらだんだん何話そうかわからなくなってしまって、ついついこんな時間になってし
まったのですけど、先ほど経済界の人たちの、産業的にものを見るという見方というのは
非常に私も理解はできるわけですが、農作物を見てすぐ金だというように理解するのは、
やはり僕はちょっとおかしいかなと思います。農作物は確かに商売にすればこれは金なん
ですけれども、人が食べるものという食料なんですね。食料という部分を単に市場経済す
べて、全世界またがって売買して、命を売買して、自分のところに全然キープ、確実に持
っているものは全くないという状態で本当に安全な国が築けるのかなという不安を自分は
感じます。一生産者だから保護してくれという意味合いでそういうことを言ってるのでは
なくて、食料というものはやはり国の責任において、責任を持って国民に安定して安全な
形で受け渡す義務はあるわけでして、すべてを市場原理に任せてというのはやはり怖い気
がいたします。  

 それと農業基本法ができたときは、農家というものは大体一律同じようなレベルで農村
は農民がほとんど住んでたわけなのですけれども、今は混在社会になりまして、農村とい
えども、農民というものに対しての理解もかなり薄くなってきている。以前は農村に住ん
でいる、農業をやりながらサラリーマンをやってる人は、農繁期になると有給休暇をとっ
て休むということは会社に理解が得られたのですが、最近は農繁期に休むなんていった
ら、会社から「早く辞めてくれ」なんて言われかねない。一つの仕事を持って、さらにも
う一つ仕事を持つなんて、そんな余裕は会社にないよというように言われたりして、なか
なか農業というものの理解がなくなってきている。その中において一律例えば農業団体の
中で、そういった農業をやりつつ他産業に従事している人たち、兼業農家と、農業に専業
で従事している専業農家というのを、同じレベルでものを見て考えるというのは非常に無
理があるんですね。  

 例えば補助金で農業施設を建てたとします。それを利用している利用者は誰かというこ
とになると、自立経営を目指して専業農家をやってる人たちは、自分でもう施設を持って
るので、全然利用してないんですね。利用してるのは誰かというと、結局、１反、２反し
か作ってないとか小規模な人たちが利用しているわけなんですが、でも日本の中において
専業農家だけが生き残ればいいかというのも、またこれも疑問が残るわけですね。やはり
兼業農家も当然必要だと思うのです。だから一律すべてを同じような枠組み、ものの考え
方、一定した視点でものを考えるというのはやはり無理があるのではないかなと思いま
す。  

 今後考える上で、例えば経済的にものを考えるとか、文化的にものを考えるとか、多面
的な機能があるとか何とかという、いろいろな方向からやはり農業というものは考えられ
ると思うんですね。一定方向からだけで一つの答申を出すというのは無理があると思うの
です。だから、いろいろな形での農業の形態があるということは皆さん、重々わかってる



わけでして、そのわかってる人たちだけで話してるんではなくて、先ほど委員が言ったよ
うに、わからない人に、日本の農業の状態はこういう状態だということを、やはり国民が
理解できるような場とかその設定、どうやってみんなに理解してもらうかが必要だと思い
ます。その上で日本の中において本当に農業というのは要るのか要らないのかという話は
その後からついてくると思うので、そういったことをやっぱり考えていかなければいけな
いのではないかなと思います。  

○会長 ありがとうございました。時間がなくなってきましたが、30秒でお話しできます
か。あとこちらの部会長に30秒ずつお願いしますので。  

○委員 申し訳ございません。大体専門委員も似たことを申し上げましたが、特に最近の
農地の減少ですね。農地を保全するという中で先般、国が発表されました 494万9000ヘク
タールということは、大体４万5000ヘクタールほど減少したということですね。そういう
ベースでいく中に農地の規制緩和の問題とかいろいろあるわけです。先ほど私は自給率の
確保の問題を申し上げたのもそういう観点からきちんとしたものをやっていって、必要な
国土計画に従った土地の運用なり、そういうものをきちんとやっていかなければ、真に豊
かな農業、豊かな国づくりができないのではないかなと、こんなことを思っております
し、農業はやはりいろいろの条件がありましても、家族的な中に持続をさせていかなきゃ
ならない、そういう問題を特に感じておりますし、また次回に申し上げたいと思います。
以上です。  

○会長 ありがとうございました。部会長さん、一言ずつ。  

○部会長 30秒ですからごく簡単な感想だけを申し上げますけれども、言葉でいえば、論
理派と感情派と。これは感情派の方から感情的な反発があるだろうと私は思いますけれど
も、そのように分かれること自体が選択の余地がいろいろあるのですね。私はそのように
思います。昔はとにかく米の増産というようなことに反対する余地などというのは全くな
い。食うものがないわけですからとにかく作らなければいけない。今はいろいろな選択の
余地があるので、まあ感情派と論理派というような対立も出てくるのだろうと私は思いま
す。  

 農業に対して非常に制約があって動きがとれないという御発言がどなたかからあったと
思いますけれども、実は農業はかなり、国のお金を使っておりますし、これからも私は使
うだろうと思います。それはもう使うということを前提にしまして、どう使ったらいいか
ということを考えなければならない。そのためには農業がどのようにあるべきかというの
を考えるのは根本でございますけれども、金が動いているもとになっております現行の諸
制度が、私の考えでは戦後40年、50年前につくられました制度が今でも残っているものが
多くて、こういうものについて具体的に根本から再検討してみるということが、農業・農
村・食料というものについての将来のあり方について、言わば抽象的な議論をすることと
ともに、この会議でもそれぞれの部会でできたらあるところまでやっていただけないか
と、こういうふうな感じを持っております。以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

○部会長 部会長も発言してよろしいということでのお話がありましたので、先ほど来、
伺ってまして、なかなか２つの議論に橋がかからないと思っております。実は私も部会長
をやっておりまして、どうやって橋をかけていくかというようなことに実はこの頃少し悩
んでおるわけでございますけれども、そういうことでちょっと感想めいたことを、非農業
側に御造詣の深い方と、農業に詳しい、あるいは農業の立場に立って、両方についてそれ
ぞれ一つずつだけ申し上げたいと思います。  

 一つは、非農業サイドの方についていえば、施設型の農業は別にしまして、農業という
のはやっぱり土地を使っている。土地というのは人間が作れない財である。そして不動産



という文字どおり、持ち運びができないで動かせない。そして既に何らかの権利関係がそ
こに無主物ということでくっついてるわけですね。そういう土地の上で農業が行われてい
る。そこにまたいろいろ委員などがおっしゃったような環境的な問題というのも一緒に土
地にくっついて存在をしているということがあるわけですね。よく担い手とか自立的な農
家だけを対象にして、あとは農政の対象からはずしてしまえと、こういうような御議論が
あるわけですけれども、そういう担い手農家と、そうでない農家というのは、もう連関し
た一つの地域の中で一緒に農業をやり、農村で生活をしている。先ほど委員から地域営農
システムみたいな話がありましたけれども、現場の農業で規模拡大で成功してる方という
のは必ず地域の中で上手に人の助けを借りながらやっているのですね。そういう形でしか
土地利用型の農業というのは発展できないということがありますので、私はやはり今まで
以上に、農業とか農業政策を考えていくときに、市場の原理というものを重視をしていか
なければいけないと思いますが、市場原理だけではどうしても割り切れないものがある。
バブルの発生と、今その後遺症に我々は悩んでいるわけですけれども、それの大きな原因
の一つになったのは土地だということをみてもわかりますし、土地は動かせない。したが
って、農業構造を良くするといっても、優等生だけ相手にした農政ではなかなかうまくい
かない。地域としてどうやって農業をうまくやっていくかということを考えなければいけ
ないという、そういう難しさがあるということもやはりベースにして議論をしていただけ
たらいいなと思います。市場原理は大事ですけれども、そこで律し切れない部分はもう全
然いいのかというと、そうではなくて、僕は律し切れないものはどういう問題とどういう
問題かと、そのことについてはどういうルールを決めたらいいのかという、何かそういう
ものについてのルールなり国民の理解を得られる道はどうかということを探っていくとい
うことではないかなというように思います。  

 それから農業の方に私が申し上げたいことは、部会長としてこれはちょっとまずいなと
思っておりますのは、御発言の中に「国が責任を持って」ということがしょっちゅう出て
くるのですね。生産者団体は、まず自分はこうしますと、これはこういう大事なことだか
ら国もこういうふうに支えてくれるべきで援助すべきだと、こういうふうに言うべきでは
ないかと思うのです。「まず国が責任を持って」というのはおかしいのではないかと。あ
るいは優良農地の確保も国がまず責任を持ってというけど、どうも生産者団体とか、じゃ
生産者自身の地権者意識とかキャピタルゲインに対する期待というのは一体どう考えてる
んだというようなことがすぐ非農業サイドから出てくるわけですね。その辺はやっぱり農
業側も、自分たちがどういうように見られているか、今どういう立場に置かれているかと
いうことを理解しながら、先ほどの委員のお話で言えば、国民に顔を向けてしゃべるには
どうしたらいいかということをもう一つ工夫していただけると、もうちょっと議論に橋が
かかりやすくなるのではないかなということを思っております。  

○会長 ありがとうございました。  

○部会長 私は大分申し上げさせていただきましたのでごく簡単にしたいと思いますが、
今、その後の議論もお聞きしておりまして、やはり国際化時代でございますので、輸入は
だめだなんていうことは言えませんし、何割かの輸入は当然のことで、これは各国の国民
が自分のところで生産できないものを食べさせてもらえる。あるいは珍しいものを食べさ
せてもらえる。当然これはコストが安いとか、あるいは珍しいとかということで貿易が盛
んに行われるというのは当然のことでございます。  

 しかし、やはりそこには自由貿易原理で動いているわけですけれども、そこに環境その
他、先ほどから出ている土地そのものは動かせない、あるいは土地の上にのっかっている
自然、こういうものの差異というのはどうしても自由貿易原理になじまない部分もたくさ
んあるわけでございまして、まさに国際化時代だからこそ、お互いにそういう点も国際的
な場で話し合うべきではなかろうかと思います。  

 先ほどから感情派と理論派というように分けられているのですけれども、私はこの分け
方は、まあ数字化されるものはかなり理論というように従来見られていましたけれども、
環境とかその他の今出されてきた非経済的な問題については、やはりこれは数字ではなか



なか表しにくいのですけれども、その背後に非常に重い論理があるのではないかと思って
おりますので、こういうことも農政としてはやはり取り上げざるを得ないのではないかと
思っております。  

 もう一つだけ言わせていただきますと、私も一番最初の会合で申し上げましたけれど
も、日本の国民は非常に恵まれた世界一の飽食国民ではないかと思っております。そうい
う中で今、農業が大事である、農村が大事であるということもなかなか理解できにくいよ
うな状況もあるのではないか。それにもかかわらず、消費者の皆さんのアンケート等では
かなり日本の農業、農村を大事にした方がいいのではないか。自給についても、コストは
多少高くてももう少し頑張ってもらってコストを引き下げて、自給をもう少し上げた方が
いいのではないかと、こういう高い数字が出てくるわけで、お互いに国民の理解といって
もなかなか限界もある。しかし、いろいろな意味でおわかりいただいてるような面もある
のではないかと思っております。以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

○委員 申し訳ございません。論理派か感情派というお言葉がたびたび出たので、私の発
言に対してそういうお声が出て、以後そうなったものですから一言だけ申し上げておきま
すが、私、この会に出まして、部会も含めてですが、今まで感情的な御議論というのは一
度もどなたからも聞いておりませんし、私も申し上げたことはない。極めて論理的にもの
を申し上げているつもりでございます。ただ、その寄って立つところが違うだけでござい
まして、そういうような分け方をされてしまうのは非常に心外でございますので、感情派
というような言い方だけはおやめいただきたい。お願いいたします。  

○会長 わかりました。ということでありまして、戦後、農業団体とそのほかの人たちと
のコミュニケーションが全くなかったということが、今のようなぶつかり合いとか、ある
いは受け取り方の食い違いとか生じているので、ここはその意味で非常にいい機会です。
委員も絶望なさらないで、これは本当に最初なんだと思うんですよね。まともにお互いぶ
つかって、それぞれ自分の立場を言っているのはですね。ぜひその点でよろしくお願いし
たいと思います。  

 この間ちょっとどこかの部会で申し上げたのですが、岩手に室根村というところがあっ
て、そこがいわゆる「森は海の恋人」というキャッチコピーを生み出したところです。気
仙沼のカキの養殖に必要なのは海じゃなくて森の水なんですね。ということで今お互い
に、気仙沼の子供たちが来て室根村に木を植えたりしてます。そこの人たちは決して豊か
ではないけれども、金、金、金と言わない人たちで、しかし極めて幸せな暮らしをしてる
とお見受けしました。林道をつくったり、米は村の中で買って食ってるわけですが、この
ように今、幸せって何なんだろうかと。それはぜひお考えいただければと思います。これ
からの私たちの幸せ、どういうことなんだろうかですね。  

 人間には定住本能というのがあって、これなくすわけにいかないので、そのためにそれ
ぞれ国というものができてきて、また風土というのが生じて、これはなかなか理屈では、
それは委員が言うように確かに感情ではないのですが、しかし数字にもならないものです
ね。そのようなものが確かに今大きな意味を持ってきつつあることも事実で、もう消費者
はいないのではでしょうか。それぞれの立場で生活を作ってるんで、生活者、暮らしと命
をそれぞれ真剣に作りたいということでこの調査会もあるはずです。決してこれは農業政
策だけの調査会ではない、まあ農水省がやってますけれども、それだけじゃないと思って
います。これから国民の暮らしと命をどうやって作っていくかということで、それぞれお
立場はおありですが、しかし、真剣にこれから合意形成に向けて何とかお務めいただきた
いと、これは私からの切なる願いでございます。  

   



８．今後の進め方について    

   

○会長 次回は、11月20日に合同部会がもう一回あるので、まあ言いっぱなしというのも
あれなので、まあ今日もかなり論点の集約は鮮明に出てきてると思いますが、何とかそっ
ちの方向に、どこを議論するか、その土俵をはっきりさせる方向で御議論願えれば幸いで
ございます。  

 その上で具体的な中間答申案づくりの作成に入っていってはどうかと、こういうことで
ございます。12月にともかく中間答申しなければいけないものですから、日程としては、
合同部会は11月20日でおしまいでありまして、その後、本来の調査会に切り替わりまし
て、第４回の調査会は12月５日、金曜日に予定いたしております。その後につきまして
は、これは日程その他関係がありますので一応ですが、12月10日と12月19日を予定したい
と思っておりますので、御承知おきいただければと思います。大体１時半ないし２時から
ですね。やはり３時間、まあ一番最後は何もないので、儀式的な面があるんですが、中間
答申を出すということでありまして大体１時半、２時ぐらいからだと思いますが、これは
事務局から別途御連絡をさせていただきます。  

 なお、次回の合同部会、所用で御欠席になられる方、そしてまたきょう全然言い足りな
くてお腹が膨れてる方、そういう方はぜひ書面で御意見を提出いただければ幸いでござい
ます。  

   

９．閉  会     

   

 本日、何か御質問ありますか、これからの運びについて。もしよろしければ、ちょっと
今日は15分遅れて大変申し訳ありませんでしたが、これで閉会させていただきます。あり
がとうございました。  

   

平成９年１１月７日（金）    

   

東京全日空ホテル「瑞雲Ⅱ・Ⅲ」  

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

食料・農業・農村基本問題調査会  

   

第２回合同部会議事録  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

農 林 水 産 省  
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