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１ 開会  

○会長 それでは時間になりましたので、まだお見えでない委員もおいででございますが、ただい
まから第４回食料・農業・農村基本問題調査会を開会いたします。本日の会議は午後４時半まで
予定しておりますが、できるだけ効率的に進行していきたいと考えておりますので、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思います。これまでは委員の共通の認識を形成するために合
同部会という形で開催してまいりましたが、そろそろ集約していくべき時期となってまいりましたの
で、今回からは調査会に切り換えまして取りまとめに向けての議論をしていきたいと考えておりま
す。  

 なお与党である自由民主党の総合農政調査会農業基本政策小委員においても、８月以降、新し
い基本法のあり方に関し議論がなされており、中間的な論点整理を発表しておられますので、御
参考までにお手元に配付いたしております。また、社会民主党も基本法に関しての考え方を取り



まとめておられますので、併せてお配りしております。御覧いただければと思います。   

 また前回と同様に調査会あての要望書が届いておりますので、これもお手元に配付してござい
ます。  

 年内の中間的な取りまとめに向けまして本日御議論していただくためにその参考となるような資
料といたしまして、会長、会長代理、３人の部会長の５人によります「中間取りまとめ骨子」という資
料を作成いたしましてお手元に配付させていただいております。この資料はあくまでも議論を進め
ていくための素材ということでございますので、これを御覧になりながら自由に意見を出していた
だければ幸いでございます。  

 それではまず事務局からこの資料について説明をお願いします。  

３ 中間取りまとめ骨子について  

  １）資料説明  

○事務局 それではお手元の資料３「中間取りまとめ骨子」につきまして、読み上げながら御説明
をさせていただきます。  

 全体といたしましては１～６ページまで大きくは三つに分かれております。  

Ⅰ 我が国社会と食料・農業・農村  

 （１）国民生活と食料  

   ・ 食料供給の安定なくして社会の安定、国民の安心はあり得ず、将来にわたり    量・質
両面での安定供給が重要  

 （２）我が国の国土の成り立ちと農業・農村  

   ・ 農地・森林をめぐる水にかかわる営みが国土形成に大きな役割  

 （３）21世紀における持続的な社会の形成と食料・農業・農村  

   ・ 資源循環を基礎とする持続的な社会のあり方が模索される状況  

 （４）21世紀における地球社会の課題  

   ・ 人口・食料・環境・エネルギー問題が地球的規模での課題  

 （５）我が国経済社会をめぐる展望  

   ・ 長期的な見通しを踏まえながらも2010年程度までを想定  

   ・ 膨大な人口の維持、少子・高齢化、経済の成熟化、国民の価値観の変化、グ    ロー
バル化等  

Ⅱ 食料・農業・農村の当面する諸課題  

 （１）食料の安定供給の確保  

   ・ 食料自給率の低下、農地・担い手等の生産の基盤の脆弱化等への対応が必要  



 （２）消費者・国民のニーズへの対応  

   ・ 施策全般にわたって消費者・国民の視点に立つことが必要  

 （３）食品産業の健全な発展  

   ・ 食料供給の重要な担い手、国産農産物の利用者として健全な発展が必要  

 （４）農業構造の変革と農業経営の安定  

   ・ 意欲ある農業者の経営発展が必要  

 （５）農村地域の振興・活性化  

   ・ 人口減少・高齢化、地域社会維持の困難化等への対応が必要  

 （６）農業と環境の調和  

   ・ 農業の環境保全機能の発揮、環境に対する負荷の軽減が必要  

 （７）食料・農業分野における国際貢献  

   ・ 世界の飢餓・貧困問題の解決に向けた主体的・積極的な国際貢献が必要  

 （８）その他の食料・農業・農村をめぐる環境条件  

   ・ 諸外国の動向、財政事情等にも留意が必要  

Ⅲ 食料・農業・農村政策の基本的考え方  

１ 国民の生命と健康を守る食料安全保障政策の確立  

 （１）不安定化する世界の食料需給  

   ・ 世界の食料需給は、短期的な不安定さが増すとともに、中長期的にはひっ迫    する
可能性  

 （２）国民が必要とする食料の安定供給の確保  

   ・ 限られた国土資源の下で、豊かな食生活の維持を求める国民の期待に応える    ため
には、国内農業生産、輸入及び備蓄の適切な組み合わせが必要  

   ・ この場合の国内農業生産の位置づけについて  

 （３）食料自給率の取り扱い  

   ・ 食料自給率を政策目標とすることについて  

 （４）食料供給力の維持・確保  

   ・ 最低限必要な栄養を国内で供給できるような生産の基盤の確保と即応体制の    検討
が必要  



 （５）安全・良質な食料の供給と的確な情報提供  

   ・ 国民のニーズに応えた安全・良質な食料の供給及び的確な情報提供が必要  

 （６）食料供給の担い手としての食品産業の発展  

   ・ 国民への食料供給の重要な担い手として食品産業の健全な発展を図っていく    こと
が必要  

２ 次世代に向けた農業構造の変革  

 （１）農業構造の変革と生産性の向上  

   ・ 効率的な経営体の育成、農地流動化等の加速が必要  

 （２）意欲ある多彩な担い手の確保・育成  

   ・ 次代を担う農業者の確保、農業経営の法人化、女性対策、高齢者対策等が必    要  

 （３）農地制度のあり方  

   ・ 将来にわたって優良農地を確保していくことが必要  

   ・ 土地利用型農業における株式会社の農地の権利取得について  

３ 市場原理の活用と経営の安定  

 （１）価格政策における市場原理の一層の活用  

   ・ 農産物の需給状況や国民のニーズが価格に適切に反映されるようにしていく    ことが
必要  

 （２）意欲ある農業者に対する経営安定対策のあり方  

   ・ 市場原理の一層の活用に伴い経営安定対策の検討が必要  

 （３）米政策のあり方  

   ・ 適切な生産調整の実施等により、需給・価格を安定させるとともに、価格低    落時の
経営安定を図ることが必要  

 （４）米以外の農産物についての内外価格差の縮小  

   ・ 経営の安定を図りつつ、内外価格の縮小に努め、食品産業への供給を含め国    産農
産物の販路を拡大することが必要  

４ 中山間地域等の振興  

 （１）立地条件を活かした特色ある農林業の展開  

   ・ 中山間地域等においては平地地域とは違った観点からの施策導入の検討が必    要  



   ・ 高付加価値型農業、流通・加工への進出、都市との交流等多様な活動展開が    必要 

 （２）食料供給、国土保全等の観点からの施策のあり方  

   ・ 耕作放棄地の増加等が進む中で、食料供給、国土・環境保全等の機能が低下    する
ことのないよう公的な支援が必要   

   ・ 中山間地域等における収入機会の確保について  

５ 農村地域の活力の増進  

 （１）農村の公益的・多面的機能の発揮  

   ・ 農村は、適切な農業生産活動を通じて、国土・環境の保全、水資源の涵養、    自然・
景観の提供等がなされる場  

 （２）農村地域の活性化  

   ・ 農村地域の活性化を図るためには、多様な産業活動による経済的な活力の向    上
と、快適な居住環境の整備が必要  

６ 環境と調和する持続的な生産の推進  

 （１）農業の公益的機能の発揮  

   ・ 農業の国土・環境保全等の機能について評価し国民の理解を求めていくこと    が必
要  

 （２）環境に対する負荷の軽減  

   ・ 我が国農業全体を環境への負荷軽減に配慮した持続的な農業（環境保全型農    業）
へと移行させることが必要  

７ 食料・農業分野における主体的・積極的な国際貢献  

 ・ 世界及び我が国自身の食料安全保障につながるものとして、技術協力、資金協力  及び食
糧援助の積極的な推進が必要  

 以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。   

 ただいま事務局から読み上げていただきましたように、ここではまだ文章になっておりません。文
字どおり骨子で骨が書いてあるだけでございます。いいとも悪いとも書いていないのも多いわけで
ございます。この中間取りまとめの性格について御説明させていただきます。  

 これまでの合同部会における議論では、各委員の意見が必ずしも一致していない項目がござい
ます。本日引き続き御議論をいただくわけでございますが、この年末に向けての取りまとめにおき
ましては、この意見の分かれている部分は分かれているものとしてそのまま国民各位に示しては
どうかと考えております。そういった意味で調査会での論議の中間取りまとめをこれから行ってい
きたいと考えている次第でございます。その上で特に意見の分かれている部分について広く国民
の意見を聞きまして、来年に向けてさらに議論を深めていってはいかがかということでございま
す。  



 この中間取りまとめにおきましては、冒頭のところに取りまとめの位置づけを示すような文章が
必要だと思いますが、私といたしましては次のような趣旨の文章を入れてはどうかと考えておりま
す。つまりこれは食料・農業・農村政策のあり方についての基本的な考え方を中心に現段階まで
の議論を中間的に取りまとめたものであって、広く一般に公表することとし、今後はこれに対する
国民各位の意見も参考にしながら本調査会として議論を深め、具体的な政策の方向について検
討する、こういった趣旨の文章を入れてはどうかと考えております。  

 またそのような意味での中間取りまとめでございますので、先ほども申し上げましたとおり、意見
の分かれているところは分かれているものとして国民に対して示す、その中身についてはまた後
で申し上げますが、それぞれの論拠を述べる形がよいのではないかと考えておりますが、この基
本的な方向についてはいかがでしょうか。御了承いただけますでしょうか。  

 中身のことでありますが、これまでの御議論で特に意見の隔りが非常に大きかった主な事項に
つきまして私なりに挙げてみますと次のようなものがあるのではないかと思っております。  

 第１に食料の安定供給を確保する上で国内農業生産を基本とすべきかどうか、これについては
国内生産を基本とすべきであるということで大勢は一致しているように思いますが、しかしそうでな
い御意見もおありになったと思います。この問題が一つです。  

 第２に、食料自給率何パーセントという数字を政策目標とすべきかどうか、これも大きく分かれて
いるところでございます。  

 第３は、株式会社の農地取得を認めるかどうか、この点も大きく分かれているところだと思いま
す。  

 第４に、中山間地域等に対しまして直接所得補償政策を導入すべきかどうかという問題もあるか
と存じます。  

 こういった点を踏まえながら本日議論を行いまして、これに基づいて、先ほど申しましたように、
意見が分かれているものは分かれているものとして中間取りまとめ案を作っていってはどうかと考
えております。そういう御趣旨でよろしければ、特に今申し上げました四つの点を中心にこれから
御意見をちょうだいしたいと思いますが、いや、四つだけじゃない、まだ他にもあるとおっしゃられ
る方はそれについても御自由に御発言いただければと存じます。  

 ２）意見交換  

○委員 中間報告の取りまとめというか、その内容についてですが、中間報告というのはできるだ
け広く国民の間で検討され議論されるたたき台になる必要があると思うので、現在の基本法に比
べて変わる点とか、あるいは環境のように新たに加わる点、そういう点が明らかになるように、農
業・農村政策の基本的な考え方とか、いわゆる現状説明のような部分はスペースを小さくしても、
新たな点とか変わる点とか、要するにポイントとなる部分に紙幅を取っていただきたいなと思うわ
けです。  

 それから、今回は中間取りまとめの段階で意見の集約ができないものはそのままというのはまさ
にそのとおりだろうと思うんですが、議論が対立している点というのはそれだけ皆の関心が深い
し、逆に言えば重要な点でもあるかもしれないので、スペースを取ることになっても正確に記述し
て国民の間の議論に提供できるようなものにしていただきたい、そういうお願いを申し上げます。  

○会長 ありがとうございました。そのとおりだと思います。  

○委員 骨子につきましては別に異議はございません。両論があるようでありますが、まず今回の
基本法におきまして、国民の合意に基づいた基本法を制定しようということから今までずっと論議
をしてきたわけであります。特に国民の合意を得るために、札幌、仙台、岡山、熊本といったところ



で公聴会等も持っていただいておるわけでございますが、なお両論併記のようなところもございま
すので、このような部分についてさらに国民の合意を得るための取り組みが必要なのではないだ
ろうか。我々全中といたしましても、いわば農業の憲法ともいうべき新たな基本法を作るという観
点から、いずれにいたしましても国民合意を得るような基本法であってほしいということで、二つの
点を特に強調いたしてまいりました。  

 一つには主要食料、特に米等におきましては国内で自給をしていく、そして国民に安全な食料を
安定的に供給するということであります。そして農業や農村は、国土、水資源、あるいは文化的な
機能という多面的・公益的機能を持っているという観点から農業・農村政策を確立する必要があ
り、あるいは農地の株式会社云々というようなことについては好ましくないということで1,000万人の
署名に取り組んだわけでありますが、７月から取り組みを開始いたしまして今日現在でちょうど
1,000万人の署名となりました。各ＪＡの組合長、あるいは役員が街頭に立って、ＪＡのグループは
もとよりでありますが、一般市民、そのほかの方々も、やはり食料というものは安心して味覚のあ
る目の見えるところで生産されたものが好ましいという方々が大半でありました。  

 本委員会におきましても八十数％の方がそういうことを望んでおられるということも指摘があった
わけでありますが、我々団体といたしましてはさらにＷＴＯの新たな貿易ルールの改定までそうい
った国民世論の喚起を続けていきたい。この運動を展開しているさなかにありまして、生活協同組
合、労働組合といった多くの方々の署名の参加をいただいておるところでございます。  

 あわせて、今申し上げたようなことは、21世紀において地球規模の食料問題、環境問題という大
きな課題でもあるわけであります。昨年ローマにおける食料サミットにおきましても、食料輸出国、
あるいは発展途上国、いろいろな立場はあるものの、現在８億数千万人が飢餓に苦しんで毎日４
万人の人が死んでいっておるという中にあって、それぞれの国において持続的な家族農業を継続
することによって自分たちの食料は自分たちで作っていく、そして先進国においてはそういう国々
を技術的にも経済的にも援助をしながら、2015年には飢餓人口を半分にしようではないかという
のが大方の申し合わせであったわけであります。  

 そういう中におきまして、日本といたしましても国内で自給すると同時に、さらにそういう世界的・
人道的な立場に立っての食料問題という観点から貢献するということは極めて重要なことであろ
う。そういう意味におきましてさらなる国民の合意を得るような、例えば各県の農政局等を中心に
しながらそういうことに対応していくということもさらに必要なの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。これから国民各層の御意見をさらに積極的に聞いていく必要は
大いにあろうかと思います。  

○専門委員 中間の取りまとめに当たって３点申し述べたいと思います。  

 実は荏開津部会長が中心になって行った「農業基本法に関する研究会報告」というのがござい
ますが、この中で、見直しに当たって留意すべき事項として、「自由で活力のある経済社会の創造
に資するよう地域の自主性、自己責任のもとでの個人の創意工夫等が十分に発揮されるようにし
ていくこと」というような記述があります。これは結構重要なポイントだということで指摘している内
容でありますが、新たな方針を出す際に国民の自由な判断を妨げることのないような政策が必要
なんだろうと思うのです。そうしますと、両論併記も確かにいいんですが、長期的視点に立った農
業の改革、これは前回委員が改革というような話をしましたが、その改革が今必要だと思います。 

 その長期的な改革というのは短期的には痛みも伴うものだろうと思うのですが、そういったことを
前提として文章を書いていくことになりますと書く方々のリーダーシップが必要になってくるだろうと
思うんです。そのリーダーシップがいつ頃出てくるのかということが若干心配になってくるわけであ
りますが、今回は両論併記でいって、本報告書を書くときに一定の方針を得て書くということなの
か、前回の昭和35年の基本問題調査会のときも一応視点を出して、しかし数点にわたっては一致
をみなかった、というような書き方をしております。その文章の中には一定の方向性が見えている



わけです。ですから、そういったリーダーシップを発揮していただきたいということであります。今ま
での農政に関するリーダーシップは、農政審の報告というものがありました。農政審の報告を見ま
すと、その時々の農政の方向を打ち出しているという意味では私は評価していいんだろうと思うん
です。これが今言いたいことの第１点であります。  

 そういった視角から、座長から提案されました四つの議論が分かれているところがあります。第１
点目は３ページにあります国内農業生産の位置づけについてでありますが、国内農業生産に頼っ
た安定供給をした方がいいのかどうかということに関しては、国民が経済活動を通じて選んでいく
ことであって、私どもがそれを「しなければいけない」と書くような性格のものなのかどうかというこ
とが若干疑問に思います。私自身は前々回にも申し上げましたように、国産品愛好者であります
から国内農業を基盤とした方がよろしいわけでありますが、経済活動を通じて選ぶことが基本なん
だろうと思うわけです。その背景としては、今日の食料の安定供給の仕組みがどのような形でなさ
れているのか、食料の供給構造がどうなっているかの分析が必要なように思います。その安定供
給をしている人たちは八百屋さんとか米屋さんとか、コンビニとか外食だとか、さまざまな流通業、
あるいは販売業に携わる業界の人々であります。こういった業界等の位置づけというものは安定
供給に必要なのではないか。商社等もまた然りだと思います。  

 安定供給、あるいはもう一言言えば消費者の視点に立ったということが今回の一つの目玉だと
思います。消費者の視点ということであれば消費者の意見を一番汲み上げやすいのも川下にあ
るこれら業界の人たちだろうと思います。とすれば、これに応えるためには流通の活性化、そのた
めの流通規制の撤廃とか市場の開放、情報の公開等々が必要になってくるだろうと思います。  

 国内農業に関しては農業者の努力ですから、これら新しいシステムが作られるとしたらそれに適
合的な経営感覚溢れる農業者をいかに育成するか、あるいはそういった経営者感覚に優れた農
協をいかに育成するかという視点で対応すべきだろうと思っております。これが申し上げたいこと
の第２点目であります。  

 第３点目は、４ページのまた議論になっているところなんですが、「次世代に向けた農業構造の
変革」というところであります。この農業構造を変革するということも実は基本法研究会で主張した
点の一つでありますし、今回も明確にそういう方向に行くということを位置づけております。ただ考
えなければいけないのは、果たしてそれを推進するための手法があるのかどうかということであり
ます。ここに農地流動化というようなことが出ておりますが、農地流動化を通じて農業構造の変革
が可能なのかどうかということであります。一般的に構造改革をした業界、あるいは構造改革をし
た他国の農業状況を見ますと、まず市場経済化が一方で進み、その中で価格下落が進んで、し
かも参入が自由であるという三つの条件が必要なように思われます。日本の農業を見ますと、園
芸や作業受委託といったところでは構造改革が進んでおり、稲作でも作業受委託というのはかな
りの競争力を持ったものになっていると思いますが、これは見解の相違でそうではないということ
もあろうかと思いますが、土地に立脚しない園芸やサービス業等々は構造変革が可能なような状
況になっているようにも思います。  

 そこで申し上げたいのは、構造改革を実施するために農地流動化だけで十分ではないだろう、
市場経済化をもっと進める必要があるだろうということが一つであります。市場経済化を進めた際
に同時にやらなければいけない経営の安定政策に対しては、底上げ的な安定政策ではなくて担
い手を育成するような安定政策が必要ではないか。今度の米政策は、計画外米を扱っている意欲
ある自分自身で販売する担い手は対象外になっているということもあり、果たして本当に育成すべ
き対象が安定政策の対象になっているのかどうかという疑問もあります。ですから、市場経済化を
進める際には安定政策と一体化して進めるんだろうと思いますが、担い手育成にターゲットを定め
た担い手政策をやってほしいということが一つと、もう一つは農地法であります。自作農体制が果
たしてこれからの農業構造に適合的なのかどうかというような見直しが必要なのではないだろう
か。つまり、先ほど構造改革を進めるに必要な市場経済化、価格下落、参入自由、そのうちの参
入自由が規制があってできない、そうすると農地法に関しても撤廃や修正、あるいは改革というこ
とを考えて参入を自由にするような方向での検討が必要なのではないだろうか。そうした場合に
は、農地政策が今の農地法と農振法と二つで行われているわけですが、農地法を緩やかなもの
にしていくとするならば、農地政策が農振法一辺倒になってしまうということもあります。  



 しかしこの農振法自体についても、実は基本法の研究会で、中小都市と周辺の農村を地域とし
て一体的にとらえ、その人口や産業、社会活動を積極的に維持し、地域全体としての振興を図る
という地域構造政策の視点を入れるべきだというようなことを書いているわけであります。つまり農
振法を農振法としてだけ機能させるのではなくて、都市計画法、あるいは集落整備法等々と絡め
た日本国土全体の土地政策として見直していく必要があるのではないだろうか、そういった中でこ
そ農地政策が初めて意味を持ってくるのではないだろうかという気がしております。つまり農業構
造の変革をするためにはこの２点、市場経済化と農地法の今までの自作農体制が果たしてそれ
に適合的なのかどうかということに対する見直しが必要ではないかということであります。  

 以上３点が申し上げたいことでございます。  

○会長 ありがとうございます。大きな問題を提起されました。  

○専門委員 ４ページでちょっと気になるところなんですけれども、３の「市場原理の活用と経営の
安定」というところがありまして、（３）、(４）で米政策のあり方、ここは価格の話が入ってくるわけで
すが、ここに米だけ飛び出しているのはやはり問題ではないかと思います。私どもはこれまでの農
業はお米偏重、そして過保護という印象を受けておりまして、国民の食生活というのは、本当は嘆
かわしいことなんですけれども、米離れしているわけですね。それなのに米政策だけが価格の安
定というところに出てくるというのが気になります。（４）で、米以外の農産物については内外価格
差の縮小とありますが、野菜などは内外価格差の縮小というこの関係、そこがどうもしっくりいかな
いので、ほかの農産物についても内外価格差の縮小だけではなくて、政策のあり方としてここに挙
げていただいて、その中の「米の場合は」というくくり方の方が国民としては安心できるのではない
かなと思います。  

 それから３ページに戻りまして、これはちょっとした言葉が気になるところですが、（２）で、豊かな
食生活となっていますが、豊かなというのは何を言うのか、中身にもよりますが、豊かなというの
は豊富なということにつながるということを考えれば、そうではなくて、ここはやはり健康で健全なと
いう感じのニュアンスにしていく必要があるのではないかと思います。  

 それから（５）ですが、情報提供がここに挙がっております。今、専門委員がおっしゃったように、
市場ニーズ、消費者の選択行動が日本の農業を方向づけるという視点に立てば、ここでただ良質
な食料の供給及び的確な情報提供というだけでは不十分であって、やはりここは賢い消費者と正
しい選択が行われないと日本の農業も歪んでくるわけでして、正しい選択が行われるような施策と
か活動が必要ではないかなと思いますので、ここは情報提供だけではなくてそういう方向も入れた
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。豊かなというのはいろいろでありまして、ただ栄養だけではなく
て、ゆったり食べるということも入っております。それで豊かだと思うんですが、それではだめです
か。健康的なことも必要なんですが、今までみたいにパッパッと食べるのではなくて、家族とか友
人とかみんなで仲よくゆったり食べる、そういうものも入っていると思うんですね。  

○委員 意見を申し上げる前に、取りまとめに当たっておられる方々に、これは私の確認も含めて
一つ御質問したいと思うんです。この中間取りまとめの骨子の中にはございませんが、先ほど委
員が発言されましたＷＴＯ体制のことですが、これは私も調査会の早目の段階で発言をして、どう
いう方向かというのは実はよくわからなかったんですが、ありていに言えば、極めて国際的な交渉
を控えて微妙な点を含んでいるので、恐らく今回は余り触れずに行こうということだろうと思うんで
す。ただその後、前回だったと思いますが、部会長もこの体制については日本的な発想で提案し
ていくべきだというような趣旨の御発言があったし、今の委員の御発言もそうだったと思うんです。
余りすっきりした線が出ないままポツンポツンと発言が出てくるということで、もちろんこれは今から
議論する暇もないわけですが、もう一つ申し上げれば、今日いただいた資料の中で社会民主党の
申し入れの中には、「新たな農産物貿易ルールを確立する」というような提言があって、自民党の
中にはパッと拝見した中ではそういう文面はないようでありますが、恐らく出てくると思うんですね。
そのときに本調査会がこれについて何らかの意思統一をしないままに自民党の意見が出てくる、



社民党の意見が出てくるということで、これはまさに与党ですから影響は小さくないということを考
えたときに、今度の取りまとめに当たってはこの点をどのように取り扱われるかということをまず御
質問させていただきたいと思います。  

○事務局 ただいまの点につきましては、確かに時折この調査会におきましてもＷＴＯの取り扱い
についてということで議論があったことは事実だと思います。他方、この点についての前提というこ
とで、どう見通すか、あるいはこれをどの程度予見化できるかということについては極めて微妙か
つ難しいという判断で、これにつきましては各部会においても詰めた議論は行われていないので
はないかと思います。したがいまして、この問題について中間取りまとめの中で具体的な方向性を
調査会としてまとめることは現段階では適当ではないのではないかということで、この問題につき
まして明文で触れることはどうかということで現段階では骨子という形で整理されているということ
でございます。意識として各委員の方々がそういう点についてどのようにプライオリティを置きなが
ら考えていくべきかということはおありではないかと思いますが、現段階で調査会としての意見を
集約しながら統一していくという時期ではないということで、明確には触れないという整理になって
いるわけでございます。  

○委員 それを申し上げたのは、もちろんさっき申し上げたように、これから恐らく自民党の中の小
委員会でいろいろな議論が高まってきたときに、調査会はこの問題について一体どう考えている
のかということが出てきはしないかということがちょっと心配だったものですから、一応気持ちの整
理という意味で申し上げただけでございます。  

 それから、取りまとめの上での私の希望を申し上げますと、今回は三十何年に１回という改定で
すから、読んだ人が、日本の農業政策、あるいは農村のあり方に対して新しい空気が入ってくるん
だということがわかるようなまとめ方にしていただきたいと思うんですね。その結果、本当に将来の
担い手が、かなり元気を出してやっていけるような土壌ができそうだぞと考えて、一般国民も、農
業政策なり何なりについてはこれまでいろいろあったけれども、なるほどこれで状況が変わってき
そうだ、というような空気が変わっていくことがわかるような取りまとめをしていただきたいと思うん
です。  

 その観点に立って、先ほど主として対立点だったと思いますが、両論併記は、もう時間もありま
せんし、私は今回はその線で行くより仕方がないと思っていますが、ただあえていくつかの希望を
申し上げれば、例えばⅡの（１）に「食料の安定供給の確保」というのがございまして、農地、担い
手等の生産の基盤の脆弱化等への対応が必要、と書いてありますが、まさにその対応は必要な
んですが、生半可な対応ではとてもこの事態においては対処し切れないぞ、これは相当思い切っ
た発想でやっていく必要があるというような意気込みのようなものを盛り込んでいただければと思
うんです。  

 もう一つは、Ⅲの２の（３）で農地制度のあり方ということで、株式会社については両論併記という
ことだろうと思いますが、部会などでも出てきた議論で、そんなに反対がなかったのではないかと
思われるのは、農地は確かに資産ではあるけれども、公共財だ、公共の福祉のために使うことに
よって農業者に任されているものなんだ、そういった理念といいますか、とにかく優良な農地を確
保することを大きな目標として掲げていただきたいと思います。  

 それから、その下の３の「市場原理の活用と経営の安定」というところでは、これもかなり多くの
方の意見の一致をみたというように私は理解しておりますけれども、これまでの価格支持的な制
度ではもう限界なんだ、もちろん今まで農政は何もやってこなかったわけではなくて、いろいろやっ
てはきたんだけれども、この際これを相当大きく転換せざるを得ないというのが経営安定対策の
検討ということだと思うんですが、そこをわかりやすく書いていただければと思います。  

 それから（３）の米政策のあり方では、実は私は折に触れて申し上げてきたことなんですけれど
も、米はとにかく黙っていても出てくる、しかしほかの主要作物は軒並み足りないということで、こ
れは地域ごとに本当にどういう農業が一番適しているのか、つまり適地適作の考え方が浸透して
いないということだろうと思うんです。その辺のところをきちんと位置づけていただければと思いま



す。  

 それから中山間地問題は、私は農村部会に入っておりませんでしたので、どのように議論が展
開していったかというのは議事録を拝見するだけなんですけれども、少なくとも大きな柱として公
的な支援が必要で、少しそういう方向づけができればいいのではないかなと思っています。ほか
にも細かいことがありますが、以上です。  

○会長 ありがとうございました。単なる現状対応だけではなくて、より積極的にこれから国民全体
が農と食に関心を持ち、これから日本の農業が行える方向にもっていくべきであるというお話だっ
たと思います。ＷＴＯは、私の個人的な意見を言えば、これは政治の場ですから、これに一々動揺
しているとこの基本法はできないのではないか、そう思っております。  

○委員 農業の現場で頑張っております農業者としてこの骨子について少し意見を述べさせてい
ただきます。基本的にはこれはすばらしくできていると思うんですけれども、今回の農業基本法の
見直しに当たって私に与えられた課題というのは食料・農業・農村基本問題をこれからどうするか
というテーマだったと思います。そのテーマの中で私が一番危惧してきた、またこれからの大きな
課題の一つとして考えてきたのが担い手なんです。国民の側でいかに食料を供給しろという期待
はあっても、その担い手をどうするかということがなければどうにもならないわけで、その責任を感
じているということで意見を述べさせていただきたいと思います。  

 したがって、担い手とその経営確立ということは、農業政策としてこれからは価格政策ではでき
ないよ、国民の合意は得られないよ、これからは経営としての農業を考えよというお話がなされて
きたと私は思う、ということを前提にこの骨子について少しつけ加えていただけるならば我々担い
手は元気が出るのではないかなということで、語句にこだわったような意見になってしまうかもしれ
ませんが、申し上げます。  

 まず１ページで、今私たち現場で気になっておりますのが（５）の「我が国経済社会をめぐる展
望」というところですが、為替がどうなるんだろうというのが大きな課題になって、中には含まれて
いるのかもしれませんが、気になっておりまして、これからもし１ドル200円にでもなりますと大変な
国民負担が出てくるでしょうし、我々農業者の方も大きい問題だなと感じているということが１点で
あります。  

 それから２ページ目で（４）でございます。「農業構造の変革と農業経営の安定」のところでありま
すが、「意欲ある農業者の経営発展が必要」だと書いてあるんですが、結局、農業者とはというこ
とは随分議論されておりますし、そこに「意欲ある農業者の明確化と経営発展が必要である」とい
うように「明確化」という表現をいただけたらなという希望があるということであります。  

 ３ページでございます。（２）の「国民が必要とする食料の安定供給の確保」という課題で、「この
場合の国内農業生産の位置づけについて」というのはこれも一つの問題だということですが、表現
として、その上の「国内農業生産」、それから「輸入及び備蓄の適切な組み合わせ」というところに
「国内農業生産の拡充等」とか、言葉は私は専門家ではないんですが、頑張って行こうよというよ
うな表現が入れられるなら入れていただけないかなという感じを持っているということでございま
す。  

 ４ページ目でございますが、「農業構造の変革と生産性の向上」という点でございますが、「効率
的な経営体の育成」というところに、「経営体の位置づけと育成」というような言葉を入れていただく
と良いのではないか。同時に「農地流動化等の加速」というところに「農地利用のゾーニング」とい
う一つの整理が表現として必要ではないかなというように感じたわけでございます。  

 それから（２）の「意欲ある担い手の確保」ということでございますが、我々現場で一番苦労してお
りますのは経営者の確保でございます。農業経営者が非常に不足している。農業を目指す人はこ
れからも結構増えていくだろうし、社会環境も今は大きく動いておりますが、問題は、農業というの
は必ずしも１＋１＝２にならないという環境の中を乗り切っていく根性の要る仕事でありますので、



経営者の育成という表現が必要ということで、「次代を担う農業経営者の確保と育成」という言葉
を入れていただくなら新しい方向が見えてくるような気もいたしております。  

 それから３の「市場原理の活用と経営の安定」という項目の（２）でありますが、「意欲ある農業者
に対する経営安定対策のあり方」というところの経営安定対策でありますが、私の取り方が少し間
違っているのかもしれませんが、現状は、経営の安定対策に入る以前に経営の確立がまず必要
であるということで、「経営の確立と安定対策」という言葉を入れていただきたいという気持ちがあ
るわけでございます。これからは経営政策と言われるわけでございますので、「確立」という言葉を
入れていただきたいということであります。  

 それから、（４）の「米以外の農産物についての内外価格差の縮小」というところに入っているかと
思うんですが、ここに入れていただきたいなと思うのは、適切なる農産物価格を形成するために流
通の合理化について抜本的な対策、というような流通についての表現がいただけないかなという
ことを感じたということでございます。  

 ５ページの「中山間地域等の振興」のところの（２）の「食料供給、国土保全等の観点からの施策
のあり方」ということでありますが、これも会長の方からありましたが、デカップリングの問題だろう
と思うのですが、ここに書いてありますが、「耕作放棄地の増加等が進む中で、食料供給、国土・
環境保全の機能が低下することのないよう公的な支援が必要」というところに「農地の健全なる維
持・管理に対し公的な支援が必要」という言葉を入れていただきたい、適切かどうかわかりません
が、そのような意見でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

○委員 中間取りまとめの段階でいろいろ議論がまとめられておりますけれども、私は農業団体、
あるいは地方の行政の責任者として感じておるのは、農業の活性化といいますか、農業後継者の
問題、あるいは農地の荒廃の問題等すべての問題について、農業の重要性、そして農業が魅力
ある快適な産業という形を作っていかなければならないと思っておるわけであります。そういう点で
今感じられるのは、食料の生産はもとより国内で生産することが基本であるという原則を明示する
ことによってもっと自信もついてくるのではないかなと思います。  

 さらに食料の自給率の問題でありますが、過去、需要と供給という面で、いろいろ率についての
議論がありました。あるいは自給力というような表現もありますが、先進国の中でも最低であると
いうことからしても、我が国の国土面積なり国土の状況からいっても少なくとも50％以上は確保す
るんだという責任を農民に負荷することが極めて大事だと思っているわけであります。  

 さらに担い手の問題でありますが、当然現行法の中では農業生産法人や集落営農といった中に
さらに後継者を養成する施策がどんどん進行しておりますし、我々も現場においてそういう方向を
作るべくいろいろ努力をしてきておるわけであります。日本の輸入食料はほとんどがアメリカから
であるという中で、現在アメリカでは作付制限が解除だ、農産物は海外からの買付けが非常に多
い、したがって価格が上がってきているということでアメリカ農業、農民は今我が世の春を謳歌して
いるという状態で全く我が国と相反する現状であるという認識でございます。私どもはこの場で強く
訴えていかないと、特に生産農家に対しても、プライドというよりも、業といいますか、同じ業であっ
ても工業的な生産性と、自然相手の農業生産とは必然的な差異があるわけであります。この点を
肝に銘じて今回の法改正をやらなければならないと思っているわけであります。  

 もう１点は、優良農地の確保ということを私どもは最も重要に、第一義に掲げていきたい。そうい
う意味からしましても、食料の自給なり生産力という点から考えますと、農地の総量確保をきちん
と示すことが極めて大事なのではないか。何といいましても国内生産を基本とする中にありまし
て、今、成長作物として挙げておる大麦、大豆、飼料作という面からしても極めてこれは重要であ
ると思っておるわけであります。  

 先生方の御努力で中間のまとめをいただいているわけでありますが、この中で当面する考え方



でありますが、農地や水、森林といった資源の保全的な視点を盛り込んでいただく必要があるの
ではないか。土、水、そして緑、これは即食料生産にかかわる問題でありますので、この視点は１
項目整理した方がいいのではないかという感じを強く持つものであります。特に農地等は食料の
大事な生産基盤であると同時に、公益的な機能を持っている環境保全の大きな資源として考えて
いかなければならないと思いますので、ぜひこの点については１項目設けていただきたいなという
感じがするわけであります。  

 それから、我が国では国民１人当たりの農用地面積は諸外国に比べて最も少ないと思いますの
で、この狭い土地をめぐって、今日都市的な土地利用と農村的な土地利用の競合が著しくなって
いるのも事実であります。そういった面で農地の総量確保の点から優良農地をきちんと守っていこ
うということになるのではないかと思っておるわけであります。なお我々としては今後は乱開発の
防止、そして公共的視点に立った土地利用の確立、それが総合的な土地利用計画になるだろう、
そして優良農地の確保をメインにしていきたいと考えております。  

 次に新たな農地政策が求められておりますけれども、持続可能な家族的な経営、あるいは今後
の高齢社会においてはもっと貢献できる年代、また市民農園、学童農園といったことについての
指導という面も、すべてが生産主義ばかりではない面も農地の中にはあるのではないかなという
感じがするわけであります。いずれにしましても農地の運用の面では、作付ということになりますと
最低でも１年かかるわけであります。畜産であれば年を越すという生産体系である、森林にすれ
ば成木になるまで何十年という年月がかかる、そういうスパンで農業は考えなければならない向き
が非常に強いのではないかなと思っております。  

 最後に、今グリーントピア構想、農林情報の関係のお世話になっております。経営における農村
のパソコン普及、さらに広報活動、文化活動等々を情報で流しているわけでありますが、さらにも
う一つ経営にとって大事なのは気象情報であります。こういう点も的確にこれらを通じまして情報
活動、グリーントピア構想を充実させて、農業情報を都市の皆さんにも、あるいは農村地帯にも十
分にＰＲする一つの手段として大事にしていくべき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す。  

○専門委員 全体的な話と細かい内容の話と分けて意見を述べさせていただきます。まず全体的
なことを言いますと、総論の部分に当たるかと思うのですが、どうも危機感が足りないのではない
かという印象を受けました。食料自給率が下がっているとか、担い手が高齢化している、不足して
いるというような具体的な問題と同時に、日本農業をこれからどうしていくんだという部分の認識
で、例えば他産業では今大きなリストラを抱え、なおかついろいろな打開策として規制緩和を含め
取り組みを始めているところだと思うのですが、そのあたりで、例えば１ページの（５）「我が国経済
社会をめぐる展望」で、「経済の成熟化」とか「国民の価値観の変化」という言葉が出ていますが、
これがどういう文脈で使われるのかよくわかりませんが、果たしてそういう形で成熟化したから農
業のあり方も単に産業としての視点だけではなくて、いろいろな見方があるからサポートしていき
ましょうよという視点ではなくて、危機感として農業が本当にこれから日本に存続できるか否かと
いう視点をまず先に打ち出して、そのために一つは、先ほど専門委員も言われましたが、選択の
自由、あるいは市場経済の活用といいますか、そういった意味での規制緩和だと思うんですね。  

 昨日、規制緩和小委員会の報告書が最終案として出されましたが、農業分野は同じように総理
に具申する委員会ということで、むしろこちらの方で議論するということで今年はほとんどフォロー
アップに終わったわけですが、基本的に言いたいことは、日本の経済社会システムがこれまでと
同じようにはいかなくなってくるだろう、その中の基本的な考え方としてあるのは規制緩和を通じた
効率化、これをまず視点に置いて、それを生かす形で農業の多様性だとか多面性をどう盛り込ん
でいくかという視点が非常に大事なのではないかなという気がするわけです。  

 といいますのも、今日、社会民主党の方から、市場原理一辺倒の経済社会を問い直すというよう
な言葉が出てきます。これは新政策の方でも、例えば効率性追求一辺倒への反省の機運が高ま
りつつあるというようなことが出てきました。これだけ読みますと、農業というのはほかの産業とは



別なんだという印象をどうしても与えてしまうような気がするんですね。そうではなくてやはり産業と
しての確立を目指して、その上で、農業は物づくりだけではないいろいろな面があって、それを生
かした形で国民に還元し、命とか暮らしにかかわっていくんだという位置づけでないと誤解を与え
てしまうのではないかという気がしております。  

 あと論点の方に移らせていただきますと、国内生産を基本とするということが大勢だといいます
けれども、自給率が42％というのはいわば国民の選択の結果でもあるわけです。別に42％にする
ように誘導したわけでも何でもない。そこをどう考えていくのかということで、目標設定といいます
か、元気を持たせるために農家にエールを送るという意味では何らかの言葉を盛り込むこと自体
は反対ではありませんが、国内生産を基本とするいう解釈をどうするかだと思うんですね。42％を
もっと上げて、では基本というのは50なのか、70なのか、80なのかという問われ方をしてくると思う
んですね。ですからそのあたりは作文されるときには十分注意していただきたいと思っておりま
す。  

 それから３ページ目の（４）にかかわることですが、この合同部会、それから食料部会の方でも出
てきたと思うんですが、私の記憶では、いわゆる危機管理としての安全保障の議論はあったと思
います。それは（４）の中で処理されるというように解釈してよろしいのかどうか。というのは、「最低
限必要な栄養」云々という話は、今の食料、あるいは栄養水準のことを考えて言っているのか、そ
れとも有事とか危機管理の中でのことを言っているのかという部分がちょっとわかりにくいので、も
し盛り込めるものでしたら危機管理としての食料の安全保障の考え方を盛り込むべきではないか
と考えております。それから４ページ目ですが、先ほど何人かの方が指摘されておりましたが、
（３）の「米政策のあり方」に書かれていることは、今回出されました新しい米政策大綱に関する議
論の話だと思うんですね。これは確かに農業部会で議論しました。しかし位置づけは短期的な考
え方であり、基本法の中でこういう位置づけを全面的に押し出すことが合意されているとは私自身
思っておりません。生産調整自身のことについても、個人的には長期的には解消に向かうべきだ
と思っておりますし、文書で出しましたけれども、一種のカルテルを長期間にわたって位置づけて
固定化させてしまうということには非常に大きな懸念を感じております。したがいまして、この米政
策のあり方と、（４）の米以外の農産物のあり方については、価格政策の一環という形で切り離さ
ないで議論すべきだと思いますし、特に（３）の「米政策のあり方」は、個人的にはこれは削除して
いただきたいと思っております。他で書いている市場原理の活用という大きなくくりの中で米政策
のあり方を書いているわけですが、この中身は私は市場原理の活用と矛盾するものだと思ってお
ります。したがいまして、この取り扱いは個人的には削除していただきたいのですが、そのあたり
をお含みの上作文していただけたらと思います。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 非常に膨大な発言の記録から縮めていきますからどうしてもこの形になるんだろうと
は思いますが、別に我田引水を言うわけではないのですが、やはり食品の加工業、あるいは外食
業といったものを食品産業として位置づけられておりますが、そういう規模の大きさから考えます
と、農業とほとんど同格に物を考えていかなければいけないのではないか、そういう意味で言いま
すとやや２行か３行くらいに縮められてしまっていますので、これでいいのかなという感じがいたし
ます。  

 参考までに申しますと、食料品製造業の出荷額は今31兆円になりますし、外食産業が29兆円と
いうような膨大なマーケットを持っております。一番私が申し上げたいのは、先ほど専門委員もお
っしゃっているように、基本的には消費者のニーズに基づいてそういうマーケットが形成されてい
るわけですから、食品産業の求めているものは消費者の求めているものになるわけです。したが
って、農業はそのことを意識した物づくりをしていかなければいけないし、そこが一番大事なところ
ではないかと私は思うわけです。この何十年間の間で一番大きな変化を起こしたのは、数字的に
いえばこの分野でありますから、ここに対応する農業を考えてほしい。  

 それは例えばどういうことかといいますと、加工や外食に適した品種を作ってもらうとか、あるい
は生産技術の体系を作り直してもらうとか、そのための流通の方法をもう一度考え直さなければ



ならないとか、そういうことを取り組むことによって結果として農業がプラスになっていくわけですか
ら、私は自給率も上がっていくと考えます。そういう視点で考えますと、「食品産業の健全な発展を
図る」という表現と、食品産業への供給を含めて「農産物の販路を拡大する」という表現にとどまっ
ておりますが、この辺をもう少し今申し上げたような視点で書いていただけるとありがたいという感
じがいたします。  

○専門委員 この骨子の中から３点ほど発言したいと思います。まず１ページの（１）に、「国民生
活と食料」ということで、「社会の安定」、「国民の安心」ということが述べられていますが、私はここ
に「国民の健康を維持する」という言葉が入ってこないといけないと思うのです。後の方の大きな
Ⅲで出てはきますが、まずここに入ってくる言葉であると感じます。  

 次は３ページの（４）「食料供給力の維持・確保」というところで、ここでは最低限必要な栄養を供
給できる話なんですが、さらにプラス何かのお話も触れてほしいと思うんです。「最低限」、これは
大事なことですけれども、これだけにとどまるのではない、日本の国民に供給する食料としてこう
いうもの、というくらいの何かを触れてほしいように思います。「最低限」だけにとどまらないというこ
と。  

 次の４ページの３の市場原理のところの（３）ですけれども、「米政策のあり方」で、「適切な生産
調整の実施」ということで、その結果、米を栽培しない農地が出てくると想定いたしますと、そこの
活用の仕方に触れなくていいのかどうか。そこのところに、将来このような方向でそれを活用した
いくらいのことを私自身は触れてほしいと思っております。  

○専門委員 ２点申し上げます。まず第１点は４ページの「市場原理の活用と経営の安定」というく
だりでございます。（１）で「価格政策における市場原理の一層の活用」という記載がございます
が、「現在の価格支持制度の見直しが必要である」ということを明記すべきであると考えます。今ま
で農業部会の議論でも、世界における農業政策の潮流が価格政策から所得政策に移ってきてい
る、我が国でも価格政策は限界に来ているという点については農業部会でも多くの委員からそう
いった意見が出されております。私が特に問題としたいのは、米もそうなんですけれども、米以外
の農産物で実施されている価格支持制度であります。米につきましては政府買入価格の決定だと
か、価格センターの入札取引の方法などまだまだ問題はたくさん残っていると思いますが、今回の
食糧法の施行によりまして相当程度価格支持制度の見直しが行われ、既に市場原理が曲がりな
りにも活用されているという認識をしております。しかし米以外の例えば麦類、砂糖、加工原料
等々の農産物は依然として価格支持制度のもとで、基本的には政府が価格を決定しております。
市場原理にはほど遠い状態であると言わざるを得ません。  

 米に議論が集中するそのこと自体はわかりますが、しかし減反による転作などによって米政策
のしわ寄せが米以外の主要な農産物に集まり、言い方はまずいかもしれませんが、消費者負担
による農業保護の吹きだまりになるということは何としても避けねばならないと考えております。こ
ういったことから、ただ単に内外価格差縮小に努力をするという形ではなくて、「価格支持制度を見
直して内外価格差を縮小する」というように明記していただきたいと考えております。これが第１点
です。  

 二つ目は、同じく４ページの「米政策のあり方」でございますが、これは既に専門委員からも御指
摘がございました。おおよそのところは私は専門委員の意見に賛成であります。「適切な生産調整
の実施等により需要・価格を安定させる」という表現になっております。「生産調整」という言葉を使
われております。しかし、現在のような上からの生産調整、専門委員はカルテルというようにおっし
ゃったんですが、まさにそういうカルテルのやり方は限界に来ているんだ、少なくとも基本法の検
討においてはそういう認識をすべきであるし、またそのように今まで論議がされてきたというように
認識しております。この度の新たな米政策も、言ってみれば従来の延長線上にある、これは専門
委員と同じように、当然現在の一過性の短期的な処置であるというように認識し、したがって今後
の基本法の目指す米の政策としてこれを取り入れるべきではない。本来、生産調整というのは市
場によって形成される価格その他の市場実勢を勘案して、個々の生産者がみずからの経営判断
に基づいて行うことをあくまで基本とすべきものと考えております。このような上からの生産調整を



いつまでも続けておっては、本来育成すべき専業の、プロの大規模稲作経営者ほど米の価格下
落の影響を被るということになりまして、４ページに記載されているような「効率的な経営体の育
成」とか、「意欲ある多彩な担い手の確保・育成」、これは極めて大事なことと思いますが、そういう
政策目標に逆行する、矛盾すると考えます。大規模稲作経営者は減反に参加しなくても済むよう
な、違いのある政策対応こそが求められているんだ、生産調整に参加するか否かについては生
産者自らの主体的な判断が行いやすくすることが重要な政策課題だと考えます。したがいまして、
専門委員は、米政策のこの項は個人には削除すべきだという御指摘でしたけれども、私も同様に
考えますし、少なくともこういった上からの生産調整の方式の問題点について両論併記でもよいの
で指摘をしておきたいと考えます。以上です。  

○専門委員 私は比較的簡単に申し上げたいと存じます。他の委員の先生方もおっしゃいました
が、私自身もこの中間取りまとめの骨子は必要なことはみんな書いてあるなという感じは受けま
す。そういう意味で取りまとめの骨子をお作りになられた皆様、就中、農水省の事務局に対して敬
意を表したいと思います。その上で若干の意見を申し上げたいと存じます。  

 まだ目次だけだから何ともしょうがないのかもしれませんが、正直言ってこの目次を見ていて心
に響いてこないんですね。必要なことはみんな書いてあるなという気はします。例えば私の関心事
は環境だとかいろいろなことですが、申し上げたことはみんな書いてある、だけれども響かない。
先ほど専門委員が危機感がないという表現をされましたし、冒頭部分で委員が、「対応」と平板に
書いてある、単に対応なんていうものではないのではないかということを多分おっしゃったんだろう
と思うのですが、そういう意味で響かない。それは何なのだろうかと、先ほど来ずっと考えておった
のですが、どうもこの会の会長が文化人である割には目次が極めて平板である。例えば「国民生
活と食料」とか、「我が国の国土の成り立ちと農業・農村」とか、「21世紀における持続的な社会の
形成と食料・農業・農村」とか、これでは本屋に並べても売れない、およそ売れるような目次にもな
っていないし表現にもなっていない。私ははっきり言って、「日本に農業・農村は不要なのか」、そう
いう思想で取りまとめ、もしそれが不真面目だと言うなら、「日本の農業・農村が活気を取り戻すた
めには何をなすべきか」とか、せめてそのくらいのタイトルで、もう少し味つけができないものか。こ
こに書いてある目次の構成要素はいいと思うんですが。余りいいキャッチフレーズではないです
が、「我が国の国土の成り立ちと農業・農村」などという表現を、「水、空気、土を作り、生命を育む
農業・農村」とか、例えばそういう表現を一つ変えただけでも何か読む気がしてくるという感じがい
たします。  

 何か小細工みたいな話で大変恐縮でございますが、多分それは小細工ではなくて、この取りまと
めをどういう姿勢で取りまとめていくか、だれに対して問いかけていくのか。この委員会でも、単に
農業者のためだけのレポートではなくて、商業や金融や環境や、政治家も含めていろいろな分野
にいる人に対して、一体日本の農業は要らないのか、潰れていいのか、いやそんなことはないだ
ろうということを問いかけているわけですから、このタイトルのつけ方、目次の構成の仕方、小細工
のようにも思いますが、私もすぐ知恵が出るわけではございませんが、これをまとめるに当たって
の御工夫をお願いしたいと思います。農水省の方にはそのくらいのことができる才人はたくさんい
ると思っておりまして、ぜひ会長の御指導のもとに、読める、売れる本にしていただければと存じま
す。  

○会長 ありがとうございました。努力いたします。  

○専門委員 まず骨子の構成等についてはこれでいいのではないかと思われます。それから、先
ほど会長から中間取りまとめの前文として御提案がありましたが、それらについてもいいのではな
いかと思います。  

 私の方から２～３点申し上げたいと思いますが、一つは国内農業生産と自給率の問題ですが、
少なくとも国民の80％以上は少々高くても国内産の農産物を安定的に供給してほしい、というよう
なことになっているわけです。しかしながらこのようなところで論議をしますと、非常に高い、高いと
いう話ばかり出てきて、しかも自給率が42％と、なぜこれ以上しなければならんのか、こういう意味
での疑問もあるわけであります。今、温暖化防止の問題、あるいは地雷の撤去問題、大変な論議



をしながら国際的な会議を開いてやっているわけですが、最終的にはやはり自国の利益が最優
先ということになってくるわけです。食料問題であってもきちっと自国内で生産できるだけのものを
やる、それが基本だ、足りないところはやむを得ないから外国に委ねざるを得ないだろう、それの
手法はいろいろ考えながらやっていくというのが基本ではないのかなという感じがするわけです。
何か農業者がだらしないような話が出てくる場合があるんですが、別に農機具や肥料や農薬を農
家の人が作ってそれを使っているわけではないんです。日本の産業界がいろいろ作ったものを農
家の人が購入して使っているわけです。  

 したがって、いろいろなことを考えていった場合、日本の農産物が高いということばかり出てきま
すが、いかにして資材を低く抑えていくか、そして賃金などの格差も同じような水準にもっていく
か、国際的ないろいろなものも踏まえながら論議をしないと、高いものを使わせて、賃金の高い日
本で作らせて、しかも土地の狭いところでやらせて、それで農家の人がだらしないみたいな話ばか
りやられたのでは大変なものだろう。したがって、国民みんなでそういったところをいかに解決して
いくか、これは一つの課題として検討してもらう必要があるだろうと思うわけであります。  

 そんなところから、やはりそれなりの目標値を出さなければならない。日本の国内で生産する食
料自給率をどの程度までもっていくのか、カロリーベースでこれくらいを目標にしようではないか、
あるいは米を含めた主要な農産物の品目についてはこれくらい生産しようではないか、きちっとそ
ういったものをうたって国民の理解を求めていく、これが農業基本法の最も基本になる部分ではな
いのかなと思うわけです。何かうやむやにしながら多数決の原則みたいにパッ、パッとその時々で
決めていくようなやり方ではいかないだろう。それらについては中長期的な視点、短期的には何年
間に１回見直しをやっていくというような形で整理をしてはどうかなと思われるわけです。そして早
くこれらの論点を整理しながらＷＴＯに意見として持っていく、このようなことにならなければ大変困
るのではないかという感じであります。  

 それから、株式会社の参入等であります。前にも触れたと思いますが、今、営農集団、あるいは
集落、法人の取り組み、そういったものを拡大していけば十分担い手の確保はできるだろう、改め
て株式会社まで参入させなくてもいいだろうと私は思います。株式会社と申しますと必ずしも悪い
ことばかりではありませんが、儲けがなくなってどうにもならなくなったときには逃げられるという心
配があるわけです。しかも場合によったら投機の対象にされたり、不都合になると別な用途に転用
したりというようなことで、本当に日本のような国土の少ない農地、500万ｈaを割っているんだろうと
思いますが、そういったところを有効に使っていかなければいけない。そして、２ページの方に８項
目ほどありますが、その中に「土地の有効利用」ということを１項目加えていただいてはどうかな
と。今、日本の国で最も大切なのは、この狭い国土を国民のためにいかに有効に活用していくか、
やはり農地は農地として、市街地は市街地、いろいろな用途はあるんだろうと思いますが、それは
国民合意の中できちっとしたものを作っていくということが大切なのではないかと思われますの
で、それを一つつけ加えさせていただきたいなと思います。  

○専門委員 ３点ほど意見を述べさせていただきたいと思います。最初に会長がこの中間取りま
とめの性格についてお考えをお述べになりまして、私は基本的にはそれで結構だと思っておりま
す。ただちょっと注文をさせていただくとすれば、最後に具体的な政策の方向をこれから考えてい
くんだということでございましたが、ここの部分は、表現はともかく、前回も多少そういうことを申し
上げましたけれども、新しい基本的な政策フレームの青写真をつくるんだと、論点整理を踏まえて
そういうことを行うという意気込みのわかるような形にしていただきたい。基本的なフレームという
のはもちろん法律制度もございますけれども、政策の資源といいますか、予算なり人なり、あるい
は組織といった資源の適切な配置ということも含めて基本的なフレームワークを作っていくんだ、
そういう意気込みのわかるような前文にしていただいてこの中間取りまとめの性格をはっきりさせ
ていただければと思います。  

 ２点目、３点目は、骨子でいいますと５ページに関係する部分でございます。中間取りまとめの論
点も新しい政策フレームのための課題の整理だと考えますと、なお論点が煮詰まっていないので
はないかという気がする部分があるわけでございます。私自身は農業部会でございますのでほか
の農村部会などの議論を完全に承知しているわけではございませんが、まず中山間地域の問題
でございます。これも冒頭、会長から確か４番目の両論併記の可能性の高いものとして中山間の



直接所得補償を挙げられたかと思います。この骨子の文言を見ますと、率直に申しまして両論併
記以前の状況にあるような気がしているわけでございます。先ほど委員も多少お触れになりまし
たが、ちょっとその点で私の考えを申し上げますと、中山間の問題というのは非常に多様で大きな
問題であります。したがいまして、農業の政策というように限定しても相当程度分析的な整理をし
ておかないと有効な政策を形成することはできないのではないかと思うんです。これはいろいろな
切り口がございますけれども、中山間といっても農業のタイプにいろいろございます。北海道のよ
うに自然条件は悪いけれども、規模でカバーして経営としての自立の高い地域もございます。ある
いは小規模の自給的な稲作農家というタイプもございます。それから、ここにもございますが、高
付加価値型農業というタイプもあるわけであります。さらに加えるとすれば、維持するためのコスト
ということを考えれば、長期的には農業を維持することが無理だという部分も率直に言って出てく
るだろうと思うんです。このように中山間の農業自体にいろいろなタイプがあるということをまずき
ちんと押さえる必要があるだろうと思うわけです。もう一つは政策でございます。もちろんこういう
中山間の農業を維持することの意義なり理念なりは議論されなければならないわけですけれど
も、政策形成の技術ということになってまいりますと、これも直接所得補償ですとかデカップリング
というような漠然とした言葉から一歩進んでいないのではないかと思うわけであります。私自身は
ＥＵ型の個別経営に着目した所得補償という可能性もなおあると思っております。その他にむしろ
定住条件を整備することでその結果としてそこで農業が維持されるというタイプの政策もあるだろ
うと思います。あるいは日本農業に特有の水利施設の維持管理に対するてこ入れ、さらには、先
ほど申し上げました長期的には維持できないというような部分については、表現が適切かどうか
わかりませんが、ある意味ではターミナルケアということも考える必要があるかもしれない。政策
の手段もいろいろな可能性があると思います。農業のタイプと政策の手段の対応関係は１対１と
いうことに必ずしもならないと思います。こういう農業に対してはこういう政策、あるいはこれとこれ
の組み合わせという形をもう少し分析的に整理することによってさらに議論が深まるのではないか
と思っております。  

 もう１点は、５の「農村地域の活力の増進」というところで、ここに書かれている骨子自体につい
ては特に異論はございませんけれども、特に（２）の農村地域の活性化というあたりは、率直に申
し上げましていかにも月並みだという感じがしております。私はここが適切かどうかわかりません
が、むしろ農村づくりというか、そういう一つの柱が必要な気がいたします。活性化というよりももう
少しベースの、農村をどう作るか。この点で申しますと農業農村整備というハードの問題がござい
ます。ソフトとしては土地利用計画の制度なり技術の問題があるかと思います。さらに加えます
と、ヒューマンウェアという観点から言いますと、非常にヘテロ化した、農家も含めた農村の居住者
はどうやって地域づくりに参与していくかという問題があろうかと思います。先ほど委員がおっしゃ
った例えば資源保全というようなこともあるいはあるかもしれません。 これらは実はこの骨子に基
づいて書かれていきますと、あちこちにパラパラと出てくるのかもしれませんけれども、これはハー
ド、ソフト、ヒューマンの三つが一体的にあることによって初めて意味があるものだと思うわけで
す。したがいまして、活性化ということを否定するわけではございませんが、そういった意味での一
つの柱を立てることによってまさに次の施策への議論につながるのではないかと思うわけでありま
す。  

○会長 ありがとうございました。新しい村づくりという点は大事だと思います。  

○専門委員 多様な議論がある中で骨子をまとめていただいた御努力に対して敬意を表したいと
思うわけでございます。それにしても、そういう多様な議論のある中で国民合意のもとに新しいも
のを作っていくというのが基本的なスタンスでございまして、先ほども御紹介がありましたように、
両論併記になろうとする部分もかなりあるわけでございまして、せっかく中間取りまとめができた時
点で、前回公聴会等をおやりになったのですが、もっと緻密に頻度を高く公聴会等をやって広く国
民の声を生で聞くことを増やしていただけないかなと、そういうことをお願いしたいと思います。  

 その上で３点ばかり申し上げたいと思うのです。１点目は、これまでの調査会でも度々ありました
ように、現在において農業は食料の供給を行うと同時に、いわゆる多面的機能といいますか、公
益機能が一体となって発揮されているという点です。そういうものを基軸にして農業なり農村政策
を考えるという視点を、部分的には散りばめてあるんですけれども、もう少しはっきりさせていただ
けないかなという感じがします。  



 ２点目は、市場原理の一層の活用という問題に関してでございます。もちろん農業といえども経
済の中でございますから、経済の流れの中で市場原理の一層の活用ということも重要なことだと
判断をしますが、ただ農産物の特性等からして、例えば価格等をすべて市場原理に委ねてしまっ
ていいのかということでございます。当然ながら農産物の価格は乱高下いたしますから、このこと
は消費者の生活にも影響をいたしますし、農業者の経営にも大きな影響をもたらすということでご
ざいます。したがいまして、品目の実態に応じた需給の調整なり、当然ＷＴＯ等の制約はあります
が、価格政策そのものを全否定ではなくて、そういう見直しも必要でしょうけれども、必要なものは
残しておくということも考えるべきではないだろうかと考えます。  

 それから内外価格差の是正ということで、当然農業者も国内で競争をしながら生産性の向上な
りコストの削減、さらには安全性の追求等々の努力を一層やらなければいけないということは十分
承知しているわけでございますが、いかんせん国土条件の制約等逆立ちしても追いつかないとい
う部分があるわけでございまして、そういう意味で、国内で農業を一定程度行うことが必要である
とするならば、これもＷＴＯの制約はあるでしょうけれども、一定の国境措置を守っていくという視
点を明らかにしてもらいたい、このように感じるわけでございます。  

 もう１点は中山間地の問題でございます。この地域は農業生産で約４割くらいを占めているので
しょうか、言ってみれば農業、農村の持つ矛盾、問題点を顕在化している地域であると思うわけで
ございます。なおかつ食料の供給なり、国土・環境保全、水資源の涵養等々の公益機能を発揮し
ている場でもあるわけでございます。そういう地域においては、先ほども話がありましたように、付
加価値農業とか、都市との交流、観光・教育等々いろいろな活路を求めて活性化の努力をやられ
ているところでございまして、今後引き続きそういう努力がなされますが、これは地域によって大分
違うと思いますが、何といっても生産、生活の両面から条件の不利性があるわけでございます。そ
ういう条件の不利性に対して、ここでは「公的な支援」という言葉が使われておりますが、必要では
ないかということでございます。例えば農林業を通じて行われる公益機能という経済効果、これは
必ずしも対価は受け取られていないわけですが、そういう点に着目して、直接所得確保といいます
か、ほかにもいろいろな方法があるというような専門委員のお話でしたが、そういう政策をぜひ導
入していただきたい。以上お願いでございます。  

○会長 ありがとうございました。  

○専門委員 先ほど専門委員からすばらしい御指摘があって我々もなるほどなと思いました。こ
の調査会は何のためにやるのか。日本の農業は、今まで保護されておってもなお農業に携わる
人たちはだんだん減っていく、農村が廃れていく、本当に市場原理に全部委ねて、全部飛っ払った
ら一体日本の農業・農村はどうなるのか、そこのところをひとつ大事に考えていただかなければな
らないのではなかろうかと思うわけであります。先ほど委員から、農地については公共財として優
良農地は確保すべきであると。全くそのとおりでありますが、今の制度では農地法と農振法が両
方絡まっておりまして、この改正は当然しなければならないけれども、農地を確保するというのは
ある意味で規制緩和ではなくて逆に強い規制が必要となる部分もあるのではなかろうか、こう思い
ます。その辺りのうたい方をこれからどう具体的にやられるのかと思うわけであります。  

 先ほど委員、あるいは専門委員から、食料自給率の目標はやはり明示すべきであると。どんな
会社でもどんな事業でも目標がないものはないのではなかろうか、少なくとも日本農業というのは
こういう目標で進むべきであるということはうたう必要があるのではなかろうかと思うのでありま
す。これは50を超えて何ぼでもという話ではなくて、50％くらいは目標値にして、その達成について
農家の皆さんも、あるいは国の政策としても努力をすることが大事なことではなかろうかと思いま
す。  

 そして教育について、これは非常に大事なことでありますが、どこにも文言はない。委員の御指
摘のとおりであります。将来の村づくり、町づくりは教育を抜きにしてはあり得ないわけであります
から、ぜひ入れていただくようにお願いをしたいと思います。  

 それから、中山間地域の直接所得補償方式、漠然と私も大変ありがたいなと思いますが、この



前も申し上げましたが、この中身は一体どうなるのか、これはかなり専門的に詰めていただきた
い。価格支持を全部取り外し、一方で所得補償をやってもらわなかったら、中山間あるいは農業
全体もあやしくなる可能性すらあるわけです。農業だけで農村が維持され集落が形成されるとす
れば問題ないわけでありますが、実際にはそういうわけにはいかないのではなかろうか。そこに住
む人、暮らす人々が手を取り合ってその地域・集落をどうやって維持していくのかとなると、やはり
みんなが励まし合えるような、なるほどなと農家にもわかるし、ましてや税金を負担していただく皆
さんにもわかるようなやり方をしないとならないのではなかろうか。  

 今、私どもも委員の先生方も漠然として、価格支持から所得補償に変わるんだ、それは悪くない
んだなと、そんな感じで受けとめられているのではなかろうかと思いますが、もしそうだとすれば専
門的にかなり突っ込んだ御議論をしていただいた上で政策展開をしていただきたい。そして対象
は、条件不利地域とするが、ぜひ積雪寒冷地帯についてのうたい方をどこかに入れていただくよう
にお願いをしたいと思います。  

 先ほど専門委員から水利施設の維持管理というように新しい村づくりのお話をいただきました
が、この発想もぜひ取り入れていただいて、農家だけでなくて国民皆さんにおわかりいただけるよ
うな方式をぜひ作っていただきたい。  

 最後に生産調整についてこれは記述する必要がないのではないかというお話でありますが、
今、現場の農家では死ぬか生きるかと血のにじむような努力をしながら新しい食糧法に基づいて
改革が行われている。そしてこれは農林省から言われたからやるのではなくて、農業団体も農家
も、今全部枠を外したら大変なことになるという危機感から新しい生産調整を行おうという考え方
を取っているわけです。だとすれば、これは2010年くらいを目標にしているという会長のお話であり
ますから、私は今まで日本農業が米だけで続いてきたものの大転換であるというように委員の皆
さんから御理解をいただいて、これはぜひ残して政策展開をしていただけるようにお願いをしたい
と思います。  

○委員 先ほど専門委員から食品産業の立場からの御発言がありましたけれども、私もその立場
から申し上げます。３ページの（６）に、「国民への食料供給の重要な担い手として食品産業の健
全な発展を図っていくことが必要」、とあります。ここは担い手としての立場はお認めいただいて大
変ありがたいのでありますが、もう少し食品産業が積極的な働きをすべきではないかという気がし
ますので、その点につきまして感じていることをつけ加えさせていただきたいと思います。  

 もちろん食料供給をするという働きは食品産業に大きくあるわけでありますが、食品産業に加え
まして、流通並びに外食産業あわせて一つの物流の役目を果たしているといいますか、付加価値
をつけながら物流の役目を果たす、このような役目があると思っております。そういう意味で、私ど
もの仕事、あるいは外食産業もそうでございますが、ちょっと目をそらすとはっと思うほど新しい技
術革新がどんどん起きている、そういう中で新しい需要が起きているわけです。ですから、もちろ
ん農産物の需要というのは消費者ということになると思うんですが、それと同等か、あるいはそれ
に若干優って食品産業、流通、あるいは外食産業からの新しい需要は出てきているのではなかろ
うか。そういう意味では、その重要な担い手であると同時に、新しい泉のような知恵の作用がそこ
にはあるんだということをお認めいただけるとより私どもの立場が認められたような思いがするの
ではないだろうか、またそのようなお役目が果たせるのではなかろうか、そんなことを感じますの
でつけ加えさせていただきたいと思います。  

○委員 これは骨子ですのでこれには異存はないのですが、ただ、本当に骨組みだけが書いてあ
りますので、これで両論併記になるべき重要なところがいつ詰められるのか、来年の８月頃には答
申の用意をということですので、来年になりましてからどのように詰めていくのか少々気になるとこ
ろでございます。  

 私、うまく言えないのですが、先ほど専門委員が言っていただいたことと同じなんですが、自給率
というのは私どもの選択の仕方にかかわるということがよくわかりましたが、ただ国の危機管理と
して自給力は持っていなければいけないと思うんですね。自給力は何で支えるかというとやはりそ



の基盤になる土地と担い手ですけれども、担い手といいましても危機のときには健康な人がいれ
ば農業に参入できるでしょうから、要するに日本の農業が持っている技術とかそういうものを確保
しておく必要があるのかなと思います。  

 両論併記で皆さんに討論していただくというような意味では大変いいんですけれども、この骨子
だけで討論が湧くかなというと、先ほどどなたか魅力がないっておっしゃったのですが、書いてある
だけで、何か湧き立ってくるような論議が国民とか一般の中で出てくるかなというと私も少々心配
になっております。  

 ちょっと飛びまして恐縮ですが、ＮＧＯというのは、地球上で人間が生きていくとか、人類愛とか
そういうことでつながっておりまして、今各方面で活発に動いております。国と国の貿易に関係しま
すと国益が先に立ったり、強力な国が勝つとか、国力の問題がいろいろありますので、ＷＴＯも日
本は全く太刀打ちできない絶対のものだ、動かしがたいものだと思っておりました。しかし、今ＮＧ
Ｏの動きを見ておりますと、世界の人たちが本当に考えるようになると物は動いていくということも
あり得るのかなと思います。そして私は基本的に主食、穀物的なものは各国の文化継承の意味
からいってもその国で作り続けて食べ続けていくことがベターだと思っておりますが、自給率は私
どもの選択にかかわっているので、国はまさかのときの用意にということで、自給力として土地の
確保と担い手の確保、技術の確保をしておいていただきたい、その３点をぜひお願いしたいと思い
ます。  

 それから、先ほど専門委員は食品産業のニーズこそ消費者のニーズなんだとおっしゃったんで
すけれども、今までずっと加工業者や食品産業とか市場のニーズが消費者のニーズではない時
代が長いこと続いてきました。ここにお集まりの食品産業の方々は優等生でいらっしゃいますが、
食品産業のニーズ、イコール消費者のニーズだというところに至るまでには、専門委員の御意見
などもいただいて、もっと膝を交えて、食品産業はたくさんありますので、そういう方たちとお話をし
ないと、すべての方が国産品を愛用して私どもの望みどおりのことをしてくださるというようには思
えませんので、そこは一言申し上げておきます。  

 会長がお挙げになりました４点の両論併記のところ、大変難しい問題でありまして、どういうまと
め方になっていつ頃結論が出てくるのかなというのがちょっと気になっております。  

○会長 ありがとうございました。  

○委員 私ども食品産業が必ずしも生活者の皆さんのニーズに合っていないというお話がござい
ましたが、そういう時代も、あるいはそういう企業もあったかもしれませんが、私どもが事業展開の
上で一番気を配っておることは、いかにして新製品を作り出していくかということであり、生産性を
いかに高めていくかというこの２点であります。要するに生活者の皆さんが現在求めているものに
いかにマッチしていくか、このマッチの仕方を間違うとその企業の将来は全くなくなってしまうわけ
であります。具体的な例で恐縮ですけれども、例えば冷凍食品などは毎年新製品で15％上積みし
ていかないとだめだ、そして10％過去のものが減って、残り5％があればその分が企業としての増
収ということになるわけでありまして、新商品の開発ということについてはニーズに応えるべく一生
懸命やっているつもりであります。それが一つでございます。  

 もう一つは、現在はどういうところに焦点が絞られているかといいますと、アメリカで今一番はや
っているのですが、ホームミール・リプレスメントとか、ホームミール・ソリューションということがあ
るわけです。家庭で食べるものをお料理として買って家へ持っていくということで、これが今大流行
になって、日本もかなりその方向に向きつつあります。大体戦後の動きを見てまいりますと、一番
大きな変化は食の外部化だったと思うのですが、これが今後ますます大きくなろうとしているわけ
であります。  

 そうなってまいりますと、食品メーカーはどういうことをやるかといいますと、今まではお料理のパ
ーツを作っておったわけですが、これからはお料理そのものを作るということになってくるわけで
す。したがって、我々のような食品メーカーと、食品サービス業は作るものがだんだん近寄ってくる



ということになるわけです。ただ食べる場所が違うということでありまして、その部分が食生活の中
で大変大きくなってくる、そういう意味では専門委員がおっしゃられたように、我々が食料ないし食
生活の中で占める割合がだんだん大きくなる、重要度が増すということはぜひ強調していただきた
いと思うわけです。  

 その次の問題は、そのパーツを今までは私たちの手で作っておりましたが、そのパーツがだんだ
ん海外から輸入されるようになってきて、我々はそのパーツを整えるような仕事に変わってくるの
ではないかという心配があるわけです。この辺は、国境措置として価格支持制度の方向に向かっ
ていかないとどうしてもそういう方向に行ってしまう。価格支持制度は我々としては決して望んでい
るわけではありません。国内の原材料を使っていきたい、そして国内の意欲的な生産者と一緒に
なってやっていきたい、そのためにはぜひ価格支持制度を転換をしていっていただきたい。４ペー
ジあたりに「内外価格差の是正」という表現にとどまっておりますが、それだけでは我々の希望し
ているようなことを意味していないなという不満を感ずるわけでございます。  

 最後に、我々は現在食生活に対して大きな責任を持っていると思っております。その中の一つ
は、栄養の問題等もありますが、やはり環境に対する問題です。ここにも環境について少々触れ
てはおりますが、食品産業が出す生ごみ処理の問題、これをどう生かしていくか、あるいはそのほ
かの資材類をどのように始末していくかということが今後大きな課題になり、そういうことに対して
良心的な企業が生活者から選択される、こういうことになってくるわけでありまして、その部分は非
常に大事ですし、また技術とかそういうものが発展途上国に大変いい刺激になってくるのではない
かなと思うわけでございます。  

○委員 今後の進め方につきまして最初にお話しございましたが、それでいいかと思うのですが、
問題の大きさからいいますと、相当精力的にやりませんとこの調査会の目指す方向性は出ないの
ではないかという心配をしております。  

 それはともかくといたしまして、１ページに書かれております中間取りまとめ骨子の中で、やはり
前文みたいなものが必要なのではなかろうか。その前文というのはこの調査会がなぜできたのか
という問題意識があって、今のままの農業政策ではできないんだ、改革していく必要がある、なぜ
改革するのかというそこのところを押さえておくことが非常に重要ではなかろうかと思うわけであり
ます。そういう意味で、我が国経済社会の置かれている状況、今後の展望という点を少し重く書い
ていただければという気がいたします。それから（５）の「我が国経済社会をめぐる展望」というとこ
ろで恐らくそこと関係するわけでありますが、ここにございますような現在の日本の社会と、もう一
つは国際情勢、この二つが我々の問題意識、視点の前提にならないといけないと思うのですが、
そういう意味ではそこももう少し深く触れていただいた方がいいのではないか。特に国内要因とい
たしましては財政事情とか経済の構造改革が進められなければならない、小さな政府が求められ
ているというようなことが前提になっていると私は思います。  

 国際的な要因といたしましては、今日もＷＴＯの話が出ましたけれども、本当に日本の置かれて
いる国際的な立場の中からＷＴＯの考え方を覆すことができるのかどうかというところを冷静に判
断して、別に受け入れるというようなことは言う必要はないと思いますけれども、我々が2000年に、
こんなはずではなかったということのないように、痛みを前もって警告するということもこの調査会
でやっておく必要があると思います。私はこのＷＴＯの考え方を変えるということは不可能ではな
かろうか、それは日本の国益にとりまして大変なマイナスがあるんだろうと、それは総合判断とし
て恐らく出てくると思っております。  

 次のページで、食品産業の点についてお触れになりまして、食品産業の重要性というのは農業
と同じ重要性を持っている、すなわち農業が存在するのは産業として存在するのだということが前
提でございますから、経済問題としてこれを中心に据えるということであろうと私は思います。そう
いう意味で、２ページの（５）とか（６）に書かれているような環境とか農村政策という公益的な政策
については、その重要性はよくわかるわけでございますが、それも国民的な合意が得られるという
範囲内で産業としての農業とは別個の補完的な政策にとどめるべきではないかと思います。私は
今の一番大きな問題は、農業が産業として成り立っていけるかどうか、それができればその他の



問題も大きく解決に向かうと思うわけでありまして、中心は何かということをぜひはっきりしていた
だければと思います。  

 ３ページでございますが、2010年をめどということで現在の調査会が動くのでしたら、もっと現実
的に今から13年の間に世界の食料需給に対する的確な見通しができるのではなかろうか。そうい
う意味で、例えばＦＡＯのマクロ的な需給見通しをもう少し学問的に分析いたしまして、その中で日
本としてどういう政策を取るべきかということを考えてみないと、一番最初に申し上げて笑われた
かもしれませんが、マルサス的な考え方で不安を煽るということでありますとこれは大変高いコス
トの政策になってまいるかと思います。  

 それから４ページの「農業構造の変革」ということでございますが、これは経営として自立できる
農業を目指さないといけない。その中の大きな要因が流動化の加速ということだとは思いますが、
それだけで経営として農業が成り立つようにはとても思えない。日本の他の産業を見ますと、非常
に高コストの中で国際競争力を持っている産業はほとんど高付加価値のものを生産しているわけ
です。そういう意味でも、大規模化すると同時に高付加価値の農業を目指すという視点がここにな
ければならないだろうと思います。  

 それから「効率的な経営体の育成」とか、「意欲のある多彩な担い手の育成・確保」ということは
大変重要なことでございますけれども、現在の財政的な制約を考えますと、農家の定義が15万円
程度の農業所得があるというようなことであれば、もちろん競争力も持ちませんし、非常に焦点の
ぼけた農業政策になってしまう。そういう意味で農業政策の対象の見直しということをぜひお進め
いただければと思います。  

 他の方もいろいろ申されましたので、あえて言うこともないかもわかりませんが、３の（３）の「米政
策のあり方」でございますが、ビジネスマンから言いますと、ここに書いてあることは全然意味がわ
からないんです。例えば需給と価格を安定させるということが書いてございますが、需給を安定さ
せると価格が動きます。価格を安定させると需給が安定しないというのが前提でございますし、そ
ういうことができるような適切な生産調整というのはあり得るのか、やはり失敗するから「価格低落
時」と書いてあるということを考えますと、この「米政策のあり方」というのは長持ちをしない政策だ
ということが極めてはっきりしているということで、2010年まで展望した中ではこの政策はあり得な
いのではないかと思います。  

 最後に、会長がおっしゃいました点でございますが、論点が両論あるという問題につきまして、両
論をこの会議でそのたびに議論をしておりますと、いえば感情的な議論のやりとりになってなかな
かまとまりにくいかと思います。私は他の会議でやりました経験を申し上げますと、右と左の論点
をきっちり出して、十分批判に耐える理論を書いてその論点を公開してその論点を中心に議論し
ていくという方法でやって非常にまとめやすかったということがございますので、参考までに申し上
げたいと思います。  

 以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。そういうつもりでおります。両方出して国民の皆様の御意見を伺
いたいと思います。一つ一つ適切な御意見をちょうだいしましてありがとうございました。  

○委員 今、世の中は刻々と変わりつつありまして、環境問題もそうですし、一般の人たちの意識
も変わりつつある、価値観もそうですし、そしてみんな不安を感じている。その不安の一つはもちろ
ん食料の問題、これだけ輸入していいのか、農業がこれだけ先行き不安でいいのか、そういうこと
を都市の消費者も感じている。例えば去年と今年では同じ10代の若者たちが意識が違っているん
ですね。しかも今年の前半と最近ではまた違うというほどみんなの意識が高くなりつつある、価値
観も変わりつつある。こういう状況の中で、先ほど1000万人の署名の話もございました。そういう
中でこの会が発足してこれだけ議論を重ねてきた、なぜ今新しく農業基本法を見直すのか、食料・
農業をどうするのかということで私は大変な期待をして４月からこの会に出席させていただきまし
た。前回も申し上げたんですが、せめてそういうことであるから、会長が言われる30年なら30年で



もいいから、もっと長ければなおいいんですが、前文くらいはきちんとした哲学を、農業というのは
どういう意味があるのか、すべての産業の母だと言われるし、文明の母だとも言われてもきた、そ
ういう農業とはどういうものなのかということを高らかにうたい上げて、そしてこれから私たちはこの
ようにもっていきたいという大筋は一致するところがたくさんあるわけですから、そういうものをうた
い上げる、そういう格調の高い前文ができないものだろうかと申し上げました。ことさら木村会長で
いらっしゃるしという期待を私も持っておりました。そういう意味で今回のこのプリントは少々さびし
い極みでございます。  

 大きくいえば問題は二つに分かれると思うんです。食料の問題、要するに国民の命の問題、もう
一つは農業の国土保全、環境保全、そういうものに果たす役割です。両方とも極めて古典的な役
割もあるし、今まさに動きつつある環境問題、何日か前、新聞でイギリスの学者が、近い将来10年
以内にヨーロッパが地球の温暖化の過程で北極圏並みになるなどという大きな記事が出ておりま
したけれども、そういうものをパッと読むと学生たちもいろいろ考えるんですね。若い人たちの意識
もここのところへ来て随分変わりつつあるなという気がいたします。  

 そういう意味で、食料の問題一つ見ても、古典的な問題プラス今日的な問題で語らなければなら
ないし、それがごみの問題にまで通じてくるわけです。これもやはり哲学の領域でもあると思いま
す。先ほど来、自国の食料は基本的には自国で賄うという御主張がありましたけれども、私もその
とおりだと思います。それは命の安全の問題でもあるけれども、ごみ問題でもある、全部そのよう
に絡まってくるわけです。これだけ大量に輸入していてごみが出ないはずはない、処理できるはず
はないんです。  

 そういう意味も含めて食料の問題をどうするかということと、もう一つは環境保全、国土保全と言
った方がいいと思います。ここで見ますと国土の問題も少しは出ているんですけれども、１ページ
でも、「国土形成に大きな役割」と、それだけなんです。国土形成にといえば歴史的なことだと思い
ますが、現に今もそれが不可欠の条件である、そしてそれは、先ほど来の御意見の中でも出てい
ましたが、とにかく継続されていないとならない。土地も出てくるんだけれども、この会で私は何度
も申し上げていまが、日本の場合は土地と水と人は一体でないと維持されない、そしてそれが継
続されてきた、24時間体制で継続されてきた、そういう状況のものが今途切れつつある。そういう
歴史的な経過を踏まえますと、中山間地の役割ももっときちっと書けると思います。そういう意味
で、食料の問題と、もう一つは環境保全、国土保全の問題として一つ立てる必要があるのではな
いか。所々に農地と水とか環境という形で出ているんですが、大きなテーマですので大きな項目と
して立てる、そうしますと中山間地の位置づけが明確になってくるのではないかと思います。  

 細かく言いますといろいろ申し上げたいことはございます。その中山間地でも所得補償という言
葉がしばしば使われるんですが、これはヨーロッパでさえやっているんです。日本の場合はもっと
人が必要だし、そうやって手をかけてそこに人が住むことで維持管理されてきたのが日本列島で
すから、そのような視点をきちんと出すことによって日本における所得補償の意義というか、必要
性というのは恐らくヨーロッパの比ではないはずでございます。そういうことも見えてくるはずです。 

 したがって、所得補償という言葉は普通の生活保障みたいな、ヨーロッパはそういうニュアンスは
ございますが、日本ではそれでは足りないので、そこに人が住んでいること自体、国土保全の役
割を果たしている。山火事を見つけること一つがそうなのであって、そういう積極的な意味を持た
せた補償が必要だということは繰り返し申し上げてきましたが、環境とか国土保全という項目をき
ちんと立てて歴史的にちゃんと踏まえると中山間地の位置づけももっと明確になるのではないか。
今まで御議論のあった中山地の補償の問題でも、ケース・バイ・ケースでいろいろあるとおっしゃっ
たけれども、いろいろあるんです。細かくいえば各論はいろいろあると思いますが、基本的にはと
にかく人がそこに住むことで守られてきたものが今は守られない、そういう基本のところをきちっと
明確にうたってほしい、そうするとあとの各論の作業がしやすくなるんだろうと思います。  

 それから土地の問題ですが、土地という言葉がここでは余りたくさん出てこないのですが、人と
土地の確保は大事なんですが、土地というのは水とついております。ただこれは、私などはくっつ
いて見るんですが、ここでは別の言葉できちっと言わないと、土地はスペースとして切り離す議論



が出てくる、その切り離した議論が株式会社参入というような形になるわけで、日本列島の場合は
切り離せないんです。本当は土地といえば水と一体で考えたいところですが、考えない見方が出
てきている以上、やはりちゃんと水、あるいは水の施設の維持管理、これは人間がやることですけ
れども、施設がなかったら水利用一つできない、したがって農地は農地としても実現しないという
関係でもございますが、残念ながらその視点がここでは抜けております。  

 自民党のプリントを拝見しますと、自民党の方では例えば土地改良事業云々とか少々出ている
んですが、こちらの取りまとめ骨子では土地は出ていますが、水の施設の維持管理という具体的
なことが出ていない。  

 以上いくつか気になっていることだけ申し上げました。  

○委員 本日は骨子でありますから、もちろんはっきりしないわけでありますけれども、全体のバラ
ンスを拝見しますと、新政策のときに比べると、構造変革というものがどんと真ん中に座っている
あのエネルギーからみますとそのウエィトが少し下がっている、国際条件が非常に大きく変わった
中であれこれ気を使わなければならない、べクトルがいろいろな方向に広がっているという感を深
くするわけです。これは答申ではなくて中間まとめということではありますが、構造変革へのエネル
ギーが後退したような感じに取られないように次の作文では気を使っていただきたいなというよう
に希望いたします。  

 そういう関係で、３の（２）でございますが、「意欲ある農業者に対する経営安定対策のあり方」と
いうことであります。もちろんこの文章だけでは何もわからないわけでありますが、ちょっと心配し
ますのは、市場原理が適用されたらそれは必ず一直線に経営安定策につながってくるというよう
な国民への取られ方にはならないようにしていただきたいと思うわけです。市場原理なり内外価格
差の縮小ということがあれば、それを受けて、当然意欲ある農業者が農業経営においてみずから
努力されるという要素がまずそこに入ってきて、その上での経営安定策の必要性ということになら
なければならない。当たり前のことですが、今日時点、お米の問題等で経営安定策ということが非
常に大きく浮かび上がりましたし、恐らく事務方の方々、あるいは起草者の方々は御努力になられ
ると思うんですが、あくまで将来の方向を見ての大きな答申でございますので、その点だけはよろ
しくお願いしたいと思います。  

 いずれにしても経営安定策の重要性がだんだん浮かび上がってきたと思いますけれども、言葉
はやや控えなければいけないかもしれませんが、それは現状での零細農業の構造を固定化する
ようなものであってはいけないわけであります。あくまでも市場原理、その次には新規参入による
規模拡大等農業生産構造の見直し努力があった上での経営安定の諸施策の検討というように入
っていただきたいと強く希望しておきたいと思います。  

○専門委員 先ほどから聞いていて、意見が一つと、会に参加して感じたことをお話ししたいと思
います。  

 農業者にとって農業をやっていない方の話とか他産業界からの意見をこういう公の場で初めて
聞かせていただいて非常に感じるところは、農業者が今までやってきた会議というのは、国の中に
おいて農業はなければいけないという固定観念のもとで話が常に行われていたかと思うんです
が、この中では、日本の国民の食料とか農業とか農村というものが本当に必要なのかというところ
が見え隠れしながら真剣に討議されてきた。農業者というのは、他業界とか、それに携わっていな
い人から見て閉鎖的だと言われても全くしようないことだったんだなと痛感しております。この場に
私を参加させていただいて非常にありがたく思っておりますし、大変勉強もさせていただいており
ます。  

 その中で、先ほどから聞いていて、専門委員の意見は私の考え方と非常に似通ったところがあ
ります。ダブっているところは話はしないでおきたいと思いますが、農業というのは食料を供給する
とか環境を保全するとかという直接的な機能があるかと思うのですが、それだけでは地域のコスト
をダウンするには限りがあるというか、単に物を売り買いするだけで競争するような産業としてみ



るのではどうしても限界が生じてくるのではないか。そういう場合に、国として所得補償というよう
な話になってくるかと思うんですが、所得補償をするときには国民の税金が当然使われるわけで
す。  

 農業の存在意義が単に食料を生産するとか環境を保全とかいうことではなくて、国民と共有でき
る産業という位置づけが一番大事なことではないかなと思います。国民と共有するということはど
ういうことかというと、人類がこの地に生きてくる過程において初めは動物を追いかけて食を得て
いたかと思うんですが、それでは生活が安定しないということで、自分で種をまき物を作るというこ
とを始めたわけです。そういうことを考えれば、農業というのはそこから出てきているわけで、人間
がここにいる中においての産業の位置づけとしては非常に大事な部分ではないかなと思うわけで
す。そういった大事な産業にもかかわらず、現状を考えたときに、はっきり言って日本の若者は農
業には全然関心がないですね。ここでこういう大事な会議をしているけれども、国民の中でそれに
関心を持って興味深く聞いている方がどれだけおられるのか。そう考えると、てこ入れするにはま
ず国民の理解を得なければいけない、国民に理解していただくには、農業というのは国民が共有
できる産業であるという位置づけに持っていくことが一番大事ではないか。そういう位置づけにもっ
ていくためにどういう施策があるかという話もあってもおもしろいのではないかなと思うわけです。  

 私の祖父は現在92歳です。私の祖母は夏に他界いたしましたが、85歳でした。92歳の祖父はい
まだに500メーター離れたハウスまで水やりに、また収穫しに出かけて行きます。私から見て非常
に健康体そのものです。祖母は先に他界したわけですが、世間一般では男より女の方が長生き
するはずなのに祖母の方が先に行ってしまったわけですが、その違いは一体何かというと、祖母
もともに農業をやってきたわけですが、怪我をしてしまいまして体が不自由になってしまったんで
す。祖父はどうかというと、毎日のように早起きして家庭菜園を営んでいるわけです。農業を共有
する国民性ができればもっともっと長寿になるのではないか。ちなみにおじいさんはたばこは１日
２箱吸います。１日２箱吸って92歳、まだ息災です。ですから一概にたばこが害があるというのは
僕は信じられないなと思っています。孫の私はどうかというと１箱半くらい吸います。同じことをやっ
ていると私の方が先に行ってしまうのかなと思ったりもするんですが。そんなこんなで農業を国民
が共有できる産業にできたらいいな、そういう施策を講じられればいいなと思いまして一言申し上
げました。  

○委員 今お話が出たように、ここで私たち農業に携わっていない人間にも非常に関心のある食
とか環境について私も素人なりに考えていることを言わせていただいたし、皆さんからも非常に多
様な御専門に立った意見が出て、春以降かなり頻繁に会議を開いてきたと思うんですね。その中
間まとめとしてこういうものが出るということなんですが、これはまだ骨子ですのでこれだけ見ても
わからないというのはあるんですが、もう少し血の通ったものにしないと、新聞記者発表してこれを
もらっても書こうという気が起きないんですね。白書というのはいろいろなところに気配りして結局
は何を言っているのかわからないものになってしまうという宿命はわかるんですけれども、これは
前文をつけるというところでしたので、そこではもうちょっと血の通った文章をつけていただきたいと
いうこと。  

 あとは記者レクとかそういったところでサマリーとかそういうものをお渡しになるときに、これだけ
の人間が集まって、要するにどういう問題認識でどういう方向性を目指して、現行の法と違った何
を特徴としてここで話し合いを行っているのかというその辺をきちっと出していただいて、その結
果、どのあたりまでは共通のコンセンサスとして到達したところがあると。例えば農業というのは農
業者だけではなくて国民的なものとしていかなければいけないというところはコンセンサスでしょう
し、いろいろ公益的・多角的な機能があるというのもコンセンサスでしょうし、そのほか各論のとこ
ろでも皆さんのコンセンサスを得られたようなところはかなりあると思うんですね。なおかつその中
で今現在対立点としてどういう問題が個別具体的に残っているのかという論点をきちんと記者にも
わかるように話していただきたい。これを見ると教科書の目次みたいで、読もうかなという気が湧
いてこないんですね。これは国民にも出すのであれば、一体何なんだというのがパッとわかるよう
なものをぜひ作っていただいて、さっきお話が出たように、ここで論点として挙がっている問題につ
いてＥメールなりファクスなりで広く国民の意見を聞いて次からの具体的な話し合いの糧にすると
いうことが必要だと思います。いろいろあるんですけれども、具体的に言えば、Ⅰの（２）の「我が国
の国土の成り立ちと農業・農村」という教科書的な「成り立ち」みたいな言葉はぜひやめていただ



いて、もうちょっとサービス精神に溢れた発表にしていただけたらと思います。  

○専門委員 委員のお話と関連しますが、私もこの文章を見ましたときに非常に苦渋に満ち満ち
たところが随所にあるなと思いまして、これは大変御苦労なさったんだろうなということはわかるん
ですが、余りにも苦労し過ぎまして何をおっしゃっているのかなかなかわかりにくい。それで私なり
にストーリーを考えてみたわけです。そうしますと、タイトルが「暮らしと命」ということでございます
ので、１ページの（１）、国民生活と食料というところの「食料の供給の安定なくして」というところで、
食料供給の安定というところをまず突破口に置けばこれは国民全体に関心を持たせる動機になる
と思います。「食料供給の安定なくして、社会の安定、国民の安心はあり得ず」というの文章につ
なげて、２ページの（１）と（２）でございますが、その安定供給確保のためにはどうしたらいいかと
いうことで食料自給率の低下とか担い手の問題が次に出てまいります。平成７年の農民が414
万、そのうち65歳以上の人が180万人いるということがこれが５年間で消えてしまうわけでございま
すから、あと３年くらいで40％の農業人口が落ちてきてしまう、そのくらいに今はひっ迫した状態で
あるということで、ここが大変関心を持つところではないか。さらにもう１点として、消費者、国民の
ニーズへの対応、これは国民に対するメッセージでございます。そういう意味で構成をしていきま
す。次にその後で３ページの（１）、とはいうものの「不安定化する世界の食料需給」ということで世
の中の流れがわかります。大体最初のページの１番で物が解決してしまうのではないか。次に４
ページの（１）の農業構造の変革と生産性の向上、いわゆる「効率的な経営体の育成」と「農地流
動化」ということと（２）の意欲ある担い手、この辺がずっと関連してくるという形で、大体この項目
の１番と２番をつなげていって、最初に食料の供給安定ということで締めくくりますと、その中に付
随的に農業問題とか農村問題がかかわってくるのではないか。初めから農村とか食料とか農業と
いう問題になりますと、それぞれが非常に思い込みがありまして、実は私も詳しい仲間とこれを何
とか番組化できないかということでストーリーを考えたんですけれども、各自思い思いの意見があ
りまして、しかも具体的な実例を持ってくるわけです。ですからこれはなかなか共通のものを得ると
いうのは難しいので、食料安定というところで括弧でくくっていきますとそれに派生していろいろな
問題が段階的に解決していくのではないかなと、もし私が番組を構成するとするとこういうストーリ
ーが描けるかなと思います。私のシナリオは突飛な話かもしれませんが、そういうことを考えてみ
ました。  

 もう１点は３ページでございますが、一番最初に専門委員がこだわられました正しい選択、この
「正しい選択」という言葉ですが、私ども番組の中でも「正しい」ということに対しては視聴者からも
のすごく反論がまいります。そこで私は「適正」という言葉を使っているわけです。そういう意味で、
「正しい選択」ではなくて「適正な選択」と。「豊かな食生活」というのも、会長の言われるグレードの
高い豊かではなくて、一般の方にとってはいろいろな物の溢れた豊かさという意味で、時間とか空
間は全く無視しておりますので、これもやはり「適正な食生活」という言葉の方が通りやすいので
はないか、わかっていただけるのではないかと思います。   

 以上でございます。  

○委員 農業者の立場ですと、これだけ減ってしまった農業者をいかに育てるかということがまず
基本ではないかと思うんですが、この骨子の内容を読みまして、では国民の皆さんが農業をやっ
てみたいと思えるかどうかということです。私も長男や次男からメッセージをもらっていますし、地
域の婦人や仲間からいろいろな意見をもらってきていますが、力不足で皆様方に十分訴えること
ができなかったと思うのですが、これから来年に向けて一生懸命皆さんに意見を申し上げたいと
思うんです。これだけ減ってしまった農業者を、減ってしまったんだから、では株式会社の農地取
得で参入してもらえばいいじゃないかと言われる。しかし、農業者というのは零細な経営なんで
す。それを大きな資金力のある株式会社に対応しては絶対にやっていけないというところに行き着
くと思うんです。いろいろ申し上げたいことはたくさんあるんですが、簡単に申し上げるとそういうこ
とだと思います。  

 それから、国民の皆さんの中でも農業をやってみたいと思う人たちがいる中で、これは本当に楽
しい産業になるからやってみようという気持ちになるような言葉をもっとたくさん入れてほしいという
ことと、その中で自給率を10年先にはこのくらいにしよう、20年先にはこのくらいにしよう、30年先
にはこのくらいにしようという目標があれば、農業というのはそういう価値があるんだということで



大いに見直されていくのではないかということを思います。  

 それから、生産性の向上を狙っていくのであれば、この文章の中にもっと「技術」という言葉を入
れていただきたい。最後の６ページの国際貢献の中で「技術」という言葉が出ておりますが、もっと
コストを下げたり生産性を向上させるために、農業者も技術をたくさん持っておりますので、それを
今まで以上に上げていくためにその言葉を入れていただきたいということです。  

○会長 よくわかりました。ありがとうございます。  

○専門委員 私、今まで合同の会議には所用がありまして１度も出ておりませんので、また次回も
出られないものですから、一言だけ。  

 私は今日の中間取りまとめの骨子を拝見しまして、どういうスタンスでこれが扱われていると見
るべきかという観点から考えてみました。論点はいろいろあるんでしょうけれども、私は非常に基
本的な争点としては、農業というものをどのように位置づけるか、その点については今までの議論
にありましたように、産業として位置づけるのか、あるいは産業として位置づけるにしてもどういう
産業として位置づけるのか、例えば単純に自動車産業のように、国際競争力の中で破れていけ
ばなくなってもいいものだというものなのか、あるいはそういうものではない違った種類の産業とし
て位置づけるのか、そこら辺の農業の出発点がまず基本的な争点として重要なのではないだろう
かという気がいたしました。  

 したがって、これについてはいろいろな考え方があるわけです。また今の基本的な争点と関連し
つつも別個に議論できる個別な争点、今日もいくつか両論併記について出てまいりましたが、両
論併記がされるような問題は今の基本的な争点と関連しつつも一応独立に議論できると思いま
す。しかし最初の出発点の基本的な争点についてどこかで、前文というところでしょうか、あるいは
最初のⅠのところでしょうか、書いた方がいいのではないかという気がいたしました。  

 こういう観点から、この中間取りまとめの現在の構成は、最初に国民生活と食料という形で出発
してまいります。これはある意味で農業というのは特別なんだというニュアンスをやはり含んでいる
んだろうと思うんですね。必ずしも中立ではなくて、食料供給の安定が必要であって、そう直結はし
ないかもしれませんが、そういう意味で農業という産業は特別なんだという観点がはっきり出てい
るわけですね。私は必ずしもそれに反対ではありませんけれども、しかし農業というものをどのよう
に位置づけるかという点についての争いといいますか、議論があり、それについての争点を一応
明らかにした上で、現在の中間取りまとめのような構成にもっていった方がいいのではないかと感
じました。そのことだけちょっと申し上げます。  

○会長 ありがとうございました。  

４ 今後の進め方について  

○会長 今日は大変大事な意見をちょうだいしました。特に血の通った中間取りまとめをしてほし
い、このままでは新聞記事にもならないという話がありました。確かにこれから後の国際情勢な
り、大きな意味の経済見通しの中で国民だれもが暮らしと命について根本的な不安感を抱きつつ
あるということは言えるのではないか。少なくともどなたもおっしゃった前文の部分は次回は提出さ
せていただきたいと思っております。そして今日お出していただいた御意見を踏まえた上で、次回
10日ですが、事務局と相談の上、中間取りまとめの肉づけした案を皆様に御提出させていただき
たい。  

 その取り扱いなんですが、次回出てくるものは中間取りまとめの最終の19日のためのたたき台
といいますか、調整のための材料ですので、微妙なところもありますので非公表ということで取り
扱わせていただきたいと思います。この点は十分御留意をいただければ幸いでございます。した
がいまして、次回12月10日の調査会は非公開ということで取り扱わせていただきたいと思う次第
でございます。  



 その上で、今申しましたように、12月19日の第６回調査会におきまして決定して中間報告として
公表するという運びにしたいと思っております。よろしゅうございましょうか。特に御反対の御意見
がないようですのでそのようにさせていただきます。  

 なお、次回の調査会を所用で御欠席になる方もいらっしゃると思いますし、また限られた時間の
中で議論してきたわけですので、まだ言い足りない方とか、どうしても言っておきたいという方は書
面で意見を提出していただければ幸いでございますので、何卒何よろしくお願い申し上げます。  

５ 閉会  

○会長 本日は大変御熱心な御意見をちょうだいできまして誠にありがとうございました。これで
本日の調査会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。  


