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１、開  会 

○会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第３回食料・農業・農村基本問題調査会
を開催させていただきます。 
 御多用中のところ御参集賜りまして、まことにありがとうございます。 
 本日は、全員御出席でございます。したがいまして、20名となるわけでございます。 
 なお、本日の会議は、特に時間の制限があるわけではありませんが、２時間半から３時間程度
を目途に進めてまいりたいと存じております。 

２、農林水産政務次官挨拶 

○会長 それでは、議事に入らせていただきます。 
 本日は、農林水産政務次官に御出席いただいておりますので御挨拶をちょうだいいたします。よ
ろしくお願いいたします。 
○農林水産政務次官 先生方にお力添えをいただきまして、この調査会も３回目を数えるようにな
りました。せんだっては５月13日に第２回目を開催いたしましたところ、大変貴重な御意見をたくさ
んちょうだいいたしまして、ありがとうございました。 
 この調査会におきましては、農業のみならず、そのほかの漁業あるいは林産物等につきましても
御論議をいただきたいと思いますし、さらに、輸入食品のあり方、輸入材料のあり方というようなも
のについても論議の対象にしていただければありがたいと思っております。  
 さらに、国民生活の上で食料という問題を考える場合に端的に表されておりますのは、いわゆる
国民の支出の中に占める飲食費というものであろうかと思います。現在の飲食費が、正確な数字
は覚えておりませんが、70数兆円あろうかと思います。その中で、国産農産物の占める、いわゆる
原材料というのは10兆円程度であろうかと思いますし、水産物、あるいは輸入の材料等を加えま
しても10数兆円というところであろうかと思います。 
 国民が食料という問題で感じております大きな問題は、その70数兆円の方の飲食費全体、これ
が普通の市民生活で考えられるものではないかと考えるわけであります。そこの中での10数兆円
のものについて議論が集中しているという感じがいたすわけでありまして、その辺についてどう考
えていったらいいのか、国民全体の御理解を得ていくためには70数兆円について御議論いただく
のがまず第一ではないかと、私自身も考えておるわけでございます。 
 前回、自給率論についてのあるべき姿について私なりの考え方を述べさせていただいたわけで
すが、委員から御指摘をいただきました、例えば内外価格差、自給をしていく上でどのくらいの内
外価格差のものまでが許されるのであろうかということについては、できるだけ少なくという議論も
ありましょうし、そうは言っても現実には無理だから相当幅があってもいいという議論もあるでしょ
う。しかし、そこはある程度のめどというものがないと、農業政策なり、あるいは水産政策なりがな



かなか出てこないということになるのかなと、私はそこのところを思い悩んでおるわけであります。 
 さらに、大きな視点から言えば、世界人口の増加、あるいはそれに伴う食料供給力、全地球上で
どういう状態になるであろうか、そこら辺の問題についても御論議をいただきまして、さらに日本経
済の先行き、つまり輸入農産物を買うだけの能力というのが、日本に未来永劫備わっているだろう
かということについても、ある考え方を作っていかなければならんかなと、自分では思っているわ
けでございます。 
 いずれにいたしましても、橋本総理の諮問機関としてこの調査会が発足いたしておりますので、
先生方の高い視点からの御論議によりまして、日本の食料政策いかにあるべきかということにつ
いての御議論を賜りたいと思いますし、その中から農業基本法等の改正等についての見通し等に
ついて結論をお出しいただければありがたいと考えておるわけでございます。 
 先生方の御議論をよろしくお願い申し上げ、今後、ずっとこの調査会を続けていきますけれども、
会長のもとで立派な御結論をいただきますように御期待申し上げまして、私の御挨拶とさせていた
だきます。ありがとうございました。 
○会長 ありがとうございました。 
 これから、食料・農業・農村の問題を幅広い時間的な視点と、これからの日本経済の将来と、こ
れからの私どもの生活のあり方、価値観の変化、そういうものを勘案しながらいい結論を出してい
ただきたいという御要望だったと受けとめました。誠にそのとおりだと思います。ありがとうござい
ました。  
３、資料説明 
○会長 前回、そして前々回の会合では、各委員の皆様方がお持ちになっていらっしゃる意見に
つきまして幅広く開陳していただいたわけでございます。こうした意見に基づきまして、今回さらに
議論を深めて、調査会としてどのように今のお話のような課題を設定して検討していくかということ
につきまして、本日の調査会で一応の整理をしたいと思っているところでございます。 
 このような検討に当たりましては、共通の事実認識と共通の理解というものが必要でありまし
て、その意味では、第１回、第２回の調査会におきまして、委員の皆様方から要求がありました各
種の資料がございますので、本日、議論を始めるに当たって説明を聞いておいた方がよいと思わ
れるものにつきまして、事務局から資料を提出していただいておりますので、それについて事務局
から説明をお願いするということを最初にさせていただきたいと考えております。 
 その上で、本日の一番の目玉といいますか、中心は、調査会における検討項目の検討でござい
ます。皆様方の御意見が非常に広範多岐にわたっておりますので、一応私の方で検討項目の案
を整理させていただいて、お手元にあると思いますが、このメモを皆様方にごらんいただいて、そ
して御意見を伺って、調査会としての検討項目の一応の整理をしたいと考えるわけでございます。
 それに先立ちまして、事務局の方から提出資料の説明をお願いいたします。よろしくお願いしま
す。 
○事務局 お手元に委員要求資料といたしまして１から３までをお配りしておりますが、これに基
づきまして説明させていただきます。 
 まず、委員要求資料１「世界及び我が国の経済社会の展望」でございます。この内容につきまし
ては、第１回の調査会の資料とダブる面もありますので、簡単に御説明させていただきます。 
 １ページに概要をまとめておりますが、２ページ以下をざっと御説明いたしたいと思います。 
 ２ページ、世界の経済社会でございます。世界の人口は、アジア、アフリカの開発途上国を中心
に引き続き大幅に増加いたしまして、1995年の57億人から、2010年には69億人、2025年には80億
人になると見込まれております。 
 また、経済は、拡大基調で推移いたしまして、特に工業化、産業高度化を進めるアジア地域の
拡大が顕著になると見込まれております。 
３ページにまいりまして、環境の問題でございます。世界の各地域で不適切なかんがい管理、肥
料の多投入等によりまして、土壌の劣化や砂漠化がさらに進行すると見込まれております。４ペー
ジですが、先進諸国におきましては、硝酸塩－化学肥料からくるものですが－による地下水の汚
染が問題となっております。長期的には地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨等の地球環境問
題が顕在化しまして、農業生産への影響も懸念されております。 
 ５ページに食料需給の問題を書いてございます。世界の食料需給は、輸出国が特定の国に偏っ
ている等の農産物貿易がそもそも持つ特殊性に加えまして、特に最近輸出国の在庫水準がかつ
てに比べて低い水準にあるということ等から、今後は短期的に不安定性が増大すると見込まれて
おります。 
 ６ページにまいりまして、中長期的な世界の食料需要ですが、人口増加や所得の向上によりまし



て、開発途上国を中心に大幅に増加するものと見込まれております。 
 供給面は７ページでございます。世界の農業生産につきましては、農用地の面的拡大の制約や
環境問題の顕在化等種々の制約要因がありまして、中長期的には食料需給は逼迫する可能性
があると見込まれております。こういうことから、下のグラフにありますように、将来の我が国の食
料事情につきまして不安を感じるという国民が多いという世論調査の結果も出ております。 
 ８ページにまいりましてエネルギーの問題でございます。世界経済の発展等からエネルギー需
要は増加が続くと見込まれております。中長期的には不透明で逼迫する可能性があるということ
でございます。 
 ９ページ以下に我が国の経済社会の問題を簡単に整理してございます。 
 まず、人口でございます。我が国の人口は、当面微増で推移いたしまして、2007年を境に緩やか
な減少に向かうと見込まれております。年齢構成では高齢化、少子化が一層進行すると見込まれ
ております。 
 地域別に見ますと、都市圏の人口は当面引き続き増加いたしまして、2010年ごろを境に減少に
向かうと見込まれております。一方、農村部は引き続き一貫して減少すると見込まれております。 
 11ページ、一般経済情勢でございます。経済成長率は、貯蓄率の低下、資本蓄積の減少等によ
りまして鈍化傾向で推移すると見込まれております。海外生産比率の上昇、製品輸入の増加等か
ら貿易収支の黒字が縮小するとともに、経常収支につきましては、黒字が大幅に縮小するか、あ
るいは赤字になると見込まれております。 
 12ページ、労働でございます。労働力人口は、21世紀の初頭以降、減少いたしまして、需給はタ
イトになり、特に若年労働力の需給は逼迫に向かうと見込まれております。その中で女性、高齢
者の比率が上昇すると見込まれております。 
 13ページ、４の土地の問題でございます。高齢化・少子化、経済の成熟化・ボーダーレス化等か
ら土地市場にも変化が生じまして、中長期的には土地の需給は緩和傾向になるものと見込まれて
おります。 
 14ページ、国民の価値観でございます。心の豊かさ、余暇・自由時間、自然とのふれあいなど、
生活の真の豊かさやゆとりを重視する傾向がさらに強まるとともに、安全・安心に対する関心が高
まるものと見込まれております。また、環境問題への関心と理解が深まりまして、持続可能な社会
の形成を求める傾向が強まるものと見込まれております。 
 また、我が国経済社会のグローバル化が一層進展するということでございます。 
 また、経済社会システムの問題につきましては、行政改革、財政構造改革、経済構造改革等の
経済社会システムの改革が進展すると見込まれております。 
 以上が資料１の説明でございます。 
 続きまして、委員要求資料２の説明に移らさせていただきます。 
 まず、「農業に関する国際規律及び主要先進国の農業政策の概要」でございます。 
 １ページ、農業に関する国際規律がどのようになっているかということでございます。1993年のガ
ット・ウルグァイ・ラウンド農業合意で、そこにありますような記述が定められております。まず、国
内助成につきましては、価格支持等を20％削減するということ、市場アクセスについては、原則と
してすべての輸入制限を関税化するということ、輸出補助金につきましても減削するということが
定められております。右の表をごらんいただきたいと思いますが、その中の我が国の対応の米の
ところです。市場アクセスにつきましては、原則としてすべての輸入制限を関税化ということです
が、我が国の米につきましては、関税化の特例措置が適用されているということで、最低輸入量
が、ミニマム・アクセスと書いてありますが、1995年度が約38万トン、2000年度が約76万トン、これ
は需要量のそれぞれの４％、８％ということでございます。通常ですと、３％あるいは５％のところ
が例外措置、特例措置が認められたということで、かわりにということで４％、８％に上がっている
ということでございます。 
 国内助成の問題につきましては下の方に整理してございます。国内助成につきましては、削減
対象の施策（黄の施策）と削減対象外の施策（緑の施策）に区分されております。右の表をごらん
いただきたいと思いますが、黄の施策につきましては、生産が刺激的で貿易を歪曲しやすいとさ
れております価格支持、不足払い、これらが黄の施策とされております。緑の施策としては、研究
普及、基盤整備、生産に関連しない所得支持、いわゆるデカップリング、あるいは災害補償、これ
らが緑の施策とされております。 
 ２ページにまいりまして、主要先進国の農業政策の概要でございます。 
 まず、米国の農業政策ですが、現在は96年の農業法に基づき実施されております。右の表をご
らんいただきたいと思いますが、96年の農業法前は、90年の農業法によりまして農家手取保証価



格と市場価格との差を不足払いするという、いわゆる不足払制度があったわけでございますが、
96年の農業法によりまして廃止されております。現在は農家直接固定支払制度というものになっ
ております。これは７年間、すなわち1996年度から2002年度まで一定の直接支払いをするというも
のでございます。しかし、この額につきましては年々低減するということでございます。 
 このほかに価格支持融資制度といたしまして、農産物を担保とした短期融資制度が定められて
おります。 
 また、環境政策につきましても農業法の中に定められているところでございます。 
 アメリカの農業予算でございますが、右の表にもありますように、535億ドルということで、邦貨に
しまして5兆8,000億円ということでございます。うち、価格所得関係の予算は14％を占めておりま
す。 
 続きまして、３ページにＥＵの共通農業政策について整理してございます。ＥＵでは、生産・価格
政策をＥＵが実施いたしまして、これを補完する政策を各加盟国が実施するという体系になってお
ります。 
 まず、共通農業政策の概要でございますが、柱といたしましては（１）の①、②、③にありますよう
に、市場介入による最低価格保証、国境措置、農業構造政策等が実施されているところでござい
ます。 
 これを右の図で御説明させていただきたいと思います。右の図の中ほどに指標価格というのが
あります。この指標価格の実現をあくまで目標にする。再生産を確保するという観点から、指標価
格の実現を目標といたしまして、ＥＵの域内では介入価格というものが定められております。この
介入価格を下回った場合には穀物公社が買い支えをするということです。また、国境措置といたし
ましては、この指標価格を念頭に置きまして、国際市場価格につきましては国境で関税を課すと
いうことで、関税を課した後の姿が指標価格に見合うものになっているということでございます。 
 また、右の方にありますように、国内の市場価格につきましては、輸出の際に輸出補助金を付す
ということで、国際市場価格に対抗できるようになっているということでございます。 
 なお、92年の改革以降は指標価格を削減いたしまして、従来の指標価格との差額の部分を直接
所得補償として与えるということになっております。 
 ４ページをごらんいただきたいと思います。右の上ですが、穀物の支持価格及び直接所得補償
額について書いてあります。指標価格、直接所得補償を合わせまして、トン当たり155グリーンＥＣ
Ｕになっているということでございます。 
 （３）のところですが、山岳地域等条件不利地域におきましては、家畜頭数または農用地面積に
応じまして補償金を農家に支給いたしております。右の表にありますように、対象農家は３ha以上
の農用地を保有し、かつ、最低５年間農業に従事する農家を対象にいたしております。ＥＵの農家
数の約15％の農家に対して支給しております。一戸当たりの平均受給額は約17万円ということで
ございます。 
 ５ページにＥＵの予算を書いてございます。右上の表ですが、ＥＵの全体の予算は邦貨に換算し
まして11兆3,700億円、このうち農業関係の予算が6兆2,000億円でございます。この農業関係予算
のうち価格所得関係費が5兆4,400億円ということで、農業関係予算のうちの88％を占めていると
いうことでございます。 
 共通農業政策の今後の方向でございますが、右下に欧州委員会の戦略ペーパーの要旨を書い
てあります。下線が引いてありますが、貿易自由化の方向を前提といたしまして、農業・農村の持
つ多面的機能、農業者が農村地域で社会的、環境的貢献を行っていくことに対する支援等の総
合的な農村政策を重点として掲げているところでございます。 
 ６ページ以降に主要なＥＵ加盟国の農業政策について整理してございます。 
 まず、フランスの農業関係の予算は、農水食料省計と書いてありますが、あくまでもフランス独
自の予算といたしまして7,100億円の予算を持っております。これにＥＵからの受け取り分1兆800
億円を加えまして、合計で1兆7,900億円の予算ということでございます。 ドイツにつきましては、独
自のものとして8,300億円、ＥＵからの受け取り分といたしまして7,300億円、合計で1兆5600億円と
いうことでございます。 
なお、そこでごらんいただきますように、フランス、ドイツともに構造政策、社会保障がある程度の
ウエイトを占めております。 
７ページに主要先進国の農業予算の比較をいたしております。 
 （１）に書いてありますように、主要先進国の農業予算は、各国の制度、歴史的経緯の違い等か
ら直接比較することは難しい面があります。しかしながら、これを国家予算総額に占める割合、及
び国民一人当たり農業予算額ということで比較しますと、おおむね我が国と同程度か、我が国を



上回る水準となっているところでございます。右上の農業予算の概況の表ですが、国家予算に占
めるシェアは、低いのは米国の3.3％ですが、一番大きいのはフランスの5.2％、これに対して我が
国は3.5％ということで、我が国は低い方ということが言えようかと思っております。 
農業総産出額に対する割合も、アメリカの25.4％からドイツの40.3％、我が国は25.6％ということ
で、米国並みということでございます。 
国民一人当たりの農業予算で見ましても、最も低いのはドイツの1.9万円、我が国が2.1万円、フラ
ンスに至りましては3.1万円ということでございます。 
中ほどの農業予算額の推移の表でございますが、これは1980年度を100といたしております。我
が国は1990年で81、95年、96年はウルグァイ・ラウンドの補正もありまして110、100となっておりま
すが、97年度は86ということです。米国は大体百数十ということで、日本、米国は抑制的であると
言えようかと思います。これに対しましてＥＵは、90年度の245から96年度の381ということで、これ
は加盟国の拡大もありますが、著しく増加しているということが言えようかと思います。 
 （３）ですが、米国、ＥＵの農業予算と比べまして、価格、所得関係費の割合は、我が国は低く、
ほかの国は大きいというのが特徴です。右下の表ですが、我が国は11％であるのに対しまして、
米国は15％、ＥＵは88％ということでございます。 
 ８ページ以降は主要先進国の土地利用及び農地に関する制度について整理してございます。 
 諸外国における土地利用制度ですが、まず、フランスです。都市部ではＳＤ(基本構想)、農村部
ではＣＩＤＡ（市町村連合憲章）がありまして、これらに即してＰＯＳという土地占有計画が定められ
ております。これで詳細な土地利用計画が策定されておりまして、この計画に適合した建築物に
つきまして、市町村長から建築許可を受けるということでございます。優良農地につきましては、Ｐ
ＯＳの中で自然区域の中に含まれて保護されているということでございます。右の図にそういうこ
とを整理してありますが、特に優良農地が含まれます自然区域のところにつきましては、市町村長
の建築許可の一番下のところをごらんいただきたいと思いますが、ＮＣ、優良農地その他の保護
すべき自然資源のある区域では、農業経営に直接利用される建築物のみ許可されるということで
ございます。 
 ９ページにドイツの土地利用について整理してございます。ドイツでは、土地利用計画に基づく
詳細な地区計画が策定されております。この地区計画に適合した建築物について建築許可を受
けるということでございます。この地区計画（Ｂプラン）の策定されていない農地等の区域では開発
が制限されているということでございます。 
 10ページがアメリカでございます。アメリカは、右上の①にありますように、全体を対象とする統
一的な土地利用計画制度はありません。都市部におきましては、州法によりまして都市計画の権
限が郡等の自治体に授権されておりまして、これに基づいて土地利用計画が策定されておりま
す。農村部におきましては、一般に土地利用計画は策定されておりません。 
 11ページから農地の権利移動の規制について整理してございます。 
 まず、フランスですが、農業経営にかかわる農地の権利移動につきましては、県知事への届出
で足りるということですが、各県で定めておりますスキーム、県の農業構造基本指針ですが、これ
の枠を超える場合は県知事の許可が必要ということでございます。具体的にどういう場合かとい
いますと、右側の（１）に整理してあります。そこにありますような場合には県知事の許可が必要と
いうことで、例えば②にありますように、受け手の経営農地面積が上限基準を超える場合とか、④
にありますように、通作の距離が一定の距離を超える場合には県知事の許可が必要ということで
ございます。 
 また、（２）にありますように、農地を取得できる法人につきまして組織形態の規制はございませ
ん。 
 ドイツですが、農地の譲渡につきましては行政庁の許可が必要です。農地の賃貸借につきまし
ては行政庁への届出が必要です。右のところに整理してありますように、行政庁の許可が必要と
いうことですが、そこにありますような場合、すなわち①の農業構造の改善に適合しない場合には
許可しないことができるとされております。それから、ドイツもフランスと同じく、農地を取得できる
法人につきまして組織形態の規制はございません。 
 12ページ、アメリカですが、農業経営にかかわる農地の権利移動につきましては、連邦レベルで
の規制はありません。アメリカの穀倉地帯である中西部の９州におきましては、法人による農業経
営及び農地の権利取得を家族経営を基本とする小規模の会社に限定しているということでござい
ます。右の囲みの中に例といたしまして、農場を所有することが認められる法人の要件、ネブラス
カ州の場合ということで整理しております。株主数が10人以下とか、株式の半分以上を家族が持
つとか、こういう要件が定められております。 



 13ページにまいります。我が国における株式会社をめぐる論議について整理してございます。 
 左側の（１）に書いてありますように、農地の権利取得は、農地を農業上有効に利用し得る者に
認めております。このため、法人につきましては、事業及び構成員の範囲、業務執行役員等につ
きまして一定の要件が必要ということでございます。 
 それから、株式会社につきましては、株式の自由譲渡制から構成員が変動しやすいということ
で、農業生産法人として認めていないということでございます。 
 （２）の株式会社の農業経営へのかかわり方につきましては、行政改革委員会から平成７年12月
に農業生産法人制度に関し幅広い検討を行うべきという指摘がなされております。また、（３）にあ
りますように、本年３月に規制緩和推進計画が閣議決定されておりますが、その中で株式会社の
農業経営の参入につきましては、この調査会におきまして、今後の農政のあり方の一環として審
議し、結論を得るというようにされているところでございます。 
 14ページの（４）ですが、株式会社に農地の権利取得を認めることにつきましての議論を整理し
ております。農産物の販売等の経営戦略、資金調達等にたけた人材、ノウハウの取得により農業
の活性化に役立つとの意見もある一方、土地の投機的取得や、農村地域社会の崩壊の懸念があ
るとの指摘があるなど、賛否両論があるということでございます。 
 以上で資料２の説明を終わります。 
 続きまして、委員要求資料３でございます。 
 まず、90年代における農政見直しの動向です。 
 １ページに農政の流れについて整理しております。２ページから４ページまではそれぞれの項目
について整理しておりますが、１ページの流れに沿って簡単に御説明いたします。 平成４年６月
に「新しい食料・農業・農村政策の方向」、いわゆる「新政策」を農林水産省として公表いたしてお
ります。この新政策は、今後の農政の展望について取りまとめたものでございます。この新政策に
基づきまして、他産業並みの労働時間と生涯所得の実現を目標とした経営体を育成することとい
たしまして、「農業経営基盤強化促進法」に基づく認定農業者制度等の各種の施策を講じていると
ころでございます。 
 平成５年12月にウルグァイ・ラウンド農業合意を受け入れておりますが、これを踏まえまして、平
成６年８月に農政審議会の報告をまとめております。この中では新たな米管理システムの構築等
がその内容とされているところでございます。その中では農業基本法の見直しを行うとされたとこ
ろでございます。 
 また、平成６年10月には、ウルグァイ・ラウンド農業合意が我が国農業に及ぼす影響を極力緩和
いたしまして、農業・農村の持続的発展を実現するという観点から、政府といたしまして「ウルグァ
イ・ラウンド農業合意関連対策大綱」を決定いたしております。 
 これらを受けまして、平成６年の食糧法の制定、あるいは乳製品に関する制度の見直し等を実
施したところでございます。 
 また、この大綱に基づきまして、平成７年から８年にかけまして、農業基本法に関する研究会で
現行基本法の評価等を行っております。 
 また、この調査会におきまして、新たな基本法を含む農政改革のあり方について御議論をお願
いしているということでございます。 
 ２ページ以下はそれぞれの内容について簡単に整理しておりますが、省略させていただきます。
 ５ページに農業予算の概要について整理してございます。 
 農林水産予算の枠組みというところを御覧いただきたいと思いますが、全体の予算は3兆5,900
億円余、そのうち農業関係が2兆6,000億円余、林業関係が5,000億円余、水産業関係が3,800億
円余ということでございます。それらは、大別しまして公共事業、これは農業・農村基盤整備事業
とか漁港とか造林とか、そういうものが入りますが、1兆9,000億円余、一般事業費、これは施設整
備等ですが、1兆3,600億円余、主要食糧関係費、これは米管理とか生産調整の経費ですが、
2,600億円余ということでございます。 
これが全体の農林水産予算ですが、そのう農業予算の推移を下の表に整理してございます。昭
和45年と平成９年を比べますと、一般歳出に占めるシェアは13.5％から徐々に下がりまして5.9％
ということでございます。また、一般会計に占めるシェアも10.2％から、平成９年には3.5％というこ
とで大幅に減っております。 
 ６ページに公共事業について整理してございます。公共事業費の構成ということで右の方に整
理してございますが、そのうち農業農村整備事業は1兆2,200億円余ということで、内容としては、
ほ場整備、用排水施設整備等、農業生産基盤にかかわるものです。二つ目の範疇に入るもの
が、集落排水、農道整備等の農村生活環境にかかわるものです。それから地すべり防止等の国



土保全もあります。 
 それの構成比を下のグラフで御覧いただきたいと思います。社会情勢の変化等を踏まえまして、
農村生活環境の整備の方へ重点化されてきているということがおわかりいただけると思います。
平成９年には、農業生産基盤の48％に対しまして、生活環境は41％ということで、かなり接近して
きているということでございます。 
 ７ページに主要食糧関係費について書いてございます。生産調整にかかわる経費、米の備蓄な
どの管理経費です。これらにつきましてはこれまで大幅な削減を進めてまいりまして、右の表にあ
りますように、生産調整は942億円ということで、ピーク時の予算額に比べて４分の１、また、米の
管理経費につきましても1,750億円ということで、これも４分の１程度ということになっております。 
 ４に一般事業費について整理しております。公共事業、主要食糧にかかわる主要食糧関係費、
これ以外に一般事業費というものがあります。農産物の生産・流通の合理化等を図るための経
費、農産物の価格安定、年金、金融、保険、研究普及等に関する経費です。具体的な予算額は右
下のとおりでございます。 
 ８ページ以下に林業・漁業をめぐる情勢について整理してございます。農業と同様、林業・漁業を
めぐる情勢も厳しいということでございます。 
 まず、林業をめぐる情勢ですが、森林の役割は、木材生産のほか国土の保全、水資源のかん
養、保健休養の場の提供等の公益的機能を発揮しております。森林に対する国民の期待も、公
益的機能を中心に多様化しているということでございます。 
 また、林業は、（２）にありますように、健全な森林を整備するための、あるいは林産物を収穫す
るための産業活動でありまして、林業を行うことにより適切に整備された森林は公益的機能を高
度に発揮するということでございます。 
 右下に森林の有する公益的機能の評価の表を出しております。これは昭和47年に林野庁が試
算したものを平成３年の価格で見直したものですが、合計で39兆円余ということでございます。 
 ９ページに木材需給の状況について整理してございます。国産材の供給は減少傾向で推移いた
しておりまして、平成７年の自給率は20.5％です。また、（２）にありますように、近年、製材品、合
板等製品での輸入が増加する傾向にあるということでございます。 
 10ページにまいりまして、林業生産活動の現状ということでございます。国産材の価格は昭和55
年をピークに低迷しております。一方、経営コストは労賃、苗木代等の上昇を反映しまして継続的
に増加しております。この結果、林業の採算性は著しく低下しているということで、右下の林業を取
り巻く諸要因の変化のグラフの形を見ていただきましても、非常にコストが増加し、他方、木材価
格は低迷しているという姿がおわかりいただけるかと思います。 
 11ページ、漁業をめぐる情勢でございます。 
 まず、水産物需給ですが、我が国の漁業生産は、近年、まいわしの生産が減少しておりまして、
平成７年には59年に比べて４割以上の大幅な減少ということでございます。（２）にありますように、
需要は堅調に推移しているということで、国内生産が減少する中で輸入が増加しておりまして、自
給率は59％ということでございます。 
 12ページに漁業経営の状況について整理しております。漁業生産の減少等を反映いたしまして
漁業経営は厳しい状況が続いているということございます。（２）にありますように、漁業就業者は
一貫して減少しておりまして、また、高齢化が一層進行しているということでございます。 
 以上で資料の説明は終わらさせていただきます。 
○会長 ありがとうございました。 

４、質疑応答 
○会長 ただいま委員の皆様方から要求された資料につきまして事務局から説明をしていただき
ましたが、何か御質問等ございますでしょうか。また、これに加えて何か資料が欲しいという御要
求がありましたらお出しいただければと思います。よろしくお願いします。 
○委員 簡単な質問ですが、資料２の国際規律とか主要先進国の農業政策ですが、１ページに、
ウルグァイ・ラウンドで国内助成が緑と黄色に区分されて、緑は削減対象外ということですけれど
も、ＥＵの直接所得補償はいわゆるデカップリングの中に含まれると理解していいのか。それから
アメリカで、７年間ではありますが、不足払制度にかわって導入されているというのは、当然これは
緑で削減対象外だから実施されていると思うのですが、これは削減対象外の中でどの項目として
認められているということなのでしょうか。 
○事務局 大変テクニカルなお答えになって恐縮ですが、まず、削減対象の基本的な考え方は、
ある特定の産品の生産と直接関係しているような補助を削減の対象にいたしております。従いま



して、先ほど御説明があった中の直接所得補償の方だと思いますが、これにつきましては、実は
今の協定では削減対象から強いて外しました。黄色の施策と緑の施策の間に青の施策というもの
を暫定的に作っておりまして、これを対象外にいたしました。といいますのは、ＥＵの所得補償の支
払いは、基本的には物によっておりまして、過去におけるそのものの生産数量を基本にして支払
っております。従いまして、これからの生産量とは直接関係ないという形になっておりますので、ち
ょうど間に入るということで、青の施策という位置づけになって、暫定的に削減対象外にしておりま
す。 アメリカの方ですが、これは物にだけ注目した形になっておりまして、しかも、上限を４万ドル
としておりまして、アメリカは少なくとも今言いました青の施策には入る。アメリカの考え方として
は、青どころか、ここに生産に関連しない所得支持に入るのではないかという話をしております
が、少なくとも今のところ削減対象外ということになっておりますので、その議論を詰めた形でやっ
ているわけではございません。いずれにしても、アメリカの支払いのところは青の施策ないしは緑
の施策と位置づけております。 
○委員 いろいろと詳しい資料をいただきまして、ありがとうございました。若干私の見解も含めて
発言させていただきます。 
 まず、最初のペーパーにつきましては、全体のトーンとして、これから東南アジアを初めとする各
国が非常に発展してくる結果として食料需給について非常に逼迫した状態を想定されておられま
す。もちろん私はその可能性も十分あると思うわけですが、一方においては、バイオテクノロジー
の向上であるとか、あるいは今後における各国の生産性の向上というようなことを踏まえますと、
一方的にこういう逼迫した状態だけを想定するものでもないのではないかと思います。 
 かつてローマクラブだったでしょうか、大変悲観的な将来の問題についての意見が出てまいりま
したけれども、実際上、これは全く杞憂にすぎなかったという例もあるわけであります。一方におい
て、バイオの技術とか、そういったようなことによる食料の急激な向上というようなことも考えるべき
ではないかと思います。いわゆるマルサス理論的なようなことでいったら世界はお先真っ暗であり
ますけれども、両面から見る必要があるのではないかという感じを受けました。 
 ２ページですが、米国の予算案の内容を拝見しますと、フードスタンプ計画というのが日本円に
しまして4兆700億円入っておりまして、農業関係予算の大半を占めているという状態かと思いま
す。このことは、後ろの方で比較されておられます中で、７ページの農業予算の概況の中におい
て、国家予算に占める比率が、日本の3.5％に対してアメリカは3.3％というように、日本よりむしろ
低いといった数字が出ておるわけです。下の方には、農業予算に占める価格所得関係の割合な
ども出していただいているわけです。私は、このグリーンスタンプ等の問題は貧困者対策等の一
つであるけれども、農業予算に入れるのは必ずしも適当ではないのではないかと思います。 
 そういう意味から申しますと、もちろん各国にはそれぞれ個別の事情がありますから、そういった
ものを除いていくこと自体非常に難しいという意見があると思いますが、米国の場合には、そうい
った貧困者対策というようなものがこの中に含まれているという意味では、これは相当修正して考
える必要があるのではないかという感じを受けたわけであります。 
 最後に、農村社会の問題につきまして、特に株式会社をめぐる論議というのが13ページ、14ペー
ジに詳しく載っておるわけですが、これは今後の非常に大きな議論の対象になろうかと思うわけで
あります。14ページのところに、こういった株式会社方式を認めるということは、人材・ノウハウの
取得により農業の活性化に役立つ一面において、土地の投機的取得や農村地域社会の崩壊の
懸念があるという御指摘があるわけであります。この「崩壊の懸念」というのを具体的にはどのよう
にお考えなのか。そして、立場をかえれば、このこと自体がむしろ農村に新しい、市場メカニズム
に基づく競争を入れていくという意味で、これがもし崩壊ということであるなら、見方を変えれば、
むしろその方向に進むことこそが農業の近代化に役立つという見方も成り立つのではないかとい
う感じを持ったわけでございます。 
 私はかなり偏った形から申し上げたかもわかりませんが、これらについての御意見をいただきた
いと思います。 
○会長 ありがとうございました。特に崩壊の方ですが、何かありますか。 
○事務局 ただいまの委員のお話でございますけれども、１点目の食料需給の見方ですが、これ
は今後部会に分かれて御議論いただく中で、食料需給の今後の見方について資料をお示しして
いきたいと思います。いろいろな制約要因ということは、最近、いろいろな機関からの話があるとい
うことをここでは御紹介させていただいているということで、需給見通し等につきましては部会等で
御紹介していきたいと思います。 
 それから、フード・スタンプはあくまでも農務省の予算ということで計上しておりまして、そういった
点で見ていきますと、各国によりまして制度、財政の仕組み自体が違ってまいりますので、あえて



制約要因の中で内訳をお示ししているということで、こういった評価をどのように評価しながら考え
ていくかという点は、この調査会において各委員の皆様方に御議論いただくべき問題ではないか
と思います。 
 また、株式会社等の問題につきましては、今までの検討経過においてこういう意見があったとい
うことを紹介しているものでございまして、いずれにしても、当調査会において御議論いただくわけ
でございますので、そういった点については、この調査会において御議論を深めていただけたらと
考えております。 
○会長 ほかにいかがでしょうか。 
○委員 大変幅広い資料を一度に聞かされまして消化不良ですが、国際比較の面で私の考え方
を御批判いただければと思うわけでございます。 
 資料２の７ページに予算面で国際比較をされているわけであります。これで見ますと、日本の農
業予算というのはそう大したことではないというか、国際的に平均的なものであるという考え方もで
きるわけですが、日本の農業政策というのは、どちらかといいますと価格支持制度という形になっ
ておりますので、先ほど政務次官もおっしゃいましたように、食料費70何兆円という考え方の中で
考えますと、国際比較というのを農業予算だけでなく消費者のコストを含めた形で比較する必要が
あるのではないかと思います。財政的な負担ということも問題ですけれども、国民経済としまして
は、財政負担以外でも国民が負担している部分があるのではないかということでございます。 
 実は、経団連が昨年出しました「食品工業白書」で、その面で試算した数字があります。これは
小麦とビール大麦、てん菜、さとうきび、でん粉、豚肉、加工原料乳の六つの製品を取り出しまして
国民的な負担がどうなっているかという試算をしたものです。これによりますと、直接財政負担に
なっているのが428億円、これに対しまして、価格支持等によりまして、結局その負担は消費者が
かぶっているというものが3,992億円、すなわち消費者に負担されているのは90％、財政で負担さ
れているのは10％、これは六つの製品だけですが、そういう数字が出ております。 
 こういうことから類推いたしますと、国家予算だけで日本の農業のありようを国際的に見ていくと
いうことはかなり問題があるのではないか。そういう意味で、国際比較をする場合には、財政負担
だけでなく、全体の負担という数字で我々にお示しいただければ非常にわかりやすいのではない
かという感じがいたします。 
 もう一つは質問ですが、一番最後のところで水産物の話がありました。ここで漁業の就業者数が
非常に減っている、漁獲高が４割も減っているということが事実であるとすれば、それに対する漁
業政策というものは基本的にはどうなのだろうか。就業者数が減ることを懸念されているのか、日
本の水産物の自給率が減っていくということを懸念されているのか。 
 それから、その対策として、就業者数が減り、漁獲高が減っているのに対しまして、例えば漁港
等の公共事業が継続してずっと行われて、日本中が漁港だらけになっていると言われております
けれども、さらにそれを増やしていこうとされている。これの政策の整合性というものはどう御説明
いただくのかというのが私の質問でございます。 
 以上でございます。 
○会長 ありがとうございました。事務局の方は、いかがですか。 
○事務局 まず１点目でございますけれども、私ども手近なもので予算の関係のものが比較的、
客観的に手に入りやすいということで今日の段階では各国の農業関係の予算ということで出させ
ていただいたわけでございます。その中で、日本の場合は、価格政策関係の割合がアメリカと並
んで低いということをお出しできましたが、先ほどの消費者負担と申しますか、国際価格との差と
いうものをどう見るかという点につきましては、各国においてもデータがとりにくいという点がありま
すので、果たして正確な国際比較ができるかどうか、これから私どもも資料を当たりまして、各部
会において審議が始まります際に御提供できたらと思っている次第でございます。 
○事務局  
 御質問は、漁業就業者が減っている、それをどう評価するかということでございます。漁業就業
者の減りが即漁業の一番の生産手段でございます漁船の減りとは直につながっていない。つま
り、合理化をやることによって人が減ってきているという面がございます。就業人口が減るというこ
とを今後どう評価していくかということについては、やはり両面といいますか、減ることのプラス面、
減ることによるマイナス面、両方を比較しながら検討する必要があろうかと思います。 
 現在、今後の水産の施策をどう展開していくかということにつきましては、内部に検討会を設け
て現在検討を続けております。現在やっておりますのは現状を検討するということですが、夏以降
につきましては、それを施策としてどう反映していくかということも続けて検討していくことになりま
す。その中で就業者が減っていく問題についてどう評価するかということは評価が定まってくると



考えております。 
○会長 ありがとうございました。日本人は昔からどうも海に無関心です。私は歴史が商売ですけ
れども、農民の歴史は本当に嫌というほどあるのですが、漁民の歴史とか水軍とか、そういうもの
は今までほとんど出されていないです。ですから、今おっしゃったことは多分農水省の痛いところ
を突いたのではないかと思います。だから、これから漁業及び漁民ですね、あるいは海の問題に
ついてどのように積極的に関心を持っていくか、非常に大事な問題だと思います。ありがとうござ
いました。 
○政務次官 発言をしていいのかどうかわからないのですが、できるだけお話を伺うというのが私
の立場かなと思うので、発言はできるだけ控えたいと思いますけれども、今、委員から御指摘をい
ただいた点というのは、私どもも非常に悩ましい点であります。政治の立場からいいますと国土の
均衡ある発展という原則をどう考えるのか。例えば過疎地帯をできるだけ作らないで人口を国土
の中に分散させていく。そして、いろいろな箇所で、いろいろな生々とした産業が栄えていくように
する、そのための手助けをするというような施策が必要だと、片一方では言われております。一つ
の産業政策としてより効率的な産業をやるべきだということになりますと、非効率的な産業に投資
をするのはもったいないではないかという考え方もわかるわけでありまして、まさに政治が悩むと
ころでございます。 
 私は、地方の出身でございますので、そう申すと自分の立場を言っているように思えてしようが
ないのですが、日本の長い国土では、人口集中ということから少し開放されて、国土が均衡ある
発展、どこへ行っても活力のある町が作られているという状態を作るということが一つの政治哲学
ではないかと考えております。政府の案等の中にもそういった考え方が時々出てくるわけでござい
ます。 
 漁港については、もったいないとかいろいろな議論が確かにございますけれども、例えば島で
は、漁民が漁業を効率的に生産するという意味のほかに、そこに生活しているためにどうしても必
要だという意味もありまして、言ってみれば一つの社会政策もやっているのかなというようなことも
あります。ただ、胸を張って反論申し上げるとか、そういうスタンスではございませんで、いろいろな
角度から物を見ていく必要があるのではないかというように考えておりますことを申し上げさせて
いただきたいと思います。 
○会長 ありがとうございました。各土地それぞれに自信を持って生きられる生き方というものをこ
れからきめ細かく考えていく必要があるのではないかと私も思います。 
○委員 消費者の立場から一言申し上げたいと思います。今お二方の先生から経済効率を追求
する一辺倒のような発言があったのですが、今、日本の国土、環境問題とかいろいろな意味で心
配されておりまして、私ども消費者として今一番心配しておりますのは環境と健康、安全です。環
境が汚染しますと、農産物は環境の恩恵をこうむって生産されているものですから、即響くわけで
す。それはバイオテクノロジーがあるからいいじゃないかという御発言もあったのですが、今まさに
私どもはそのことでとても心配しているわけです。 
 確かに生物学的に言ったら、科学者にとってはすばらしい発見だったと思いますが、ＤＮＡの遺
伝子組換えというのは生物の根本的なところの問題でして、私どもの勉強ではとてもついていけな
いのですけれども、例えば生命を生み出す私たち女性の勘－勘だけで物を言うなと言われたので
すが、勘で申しますと、これは大変なことだなと感じております。今、日本におりますと、大変幸せ
なことに食料は余っております。だから、今なぜ日本にバイオテクノロジーを持ってこなければなら
ないのか。これからそういうことで解決できるじゃないか。日本がそれで解決したら逆に輸出国に
もなれるじゃないかというお考えをもしお持ちだとしたら、私は反対なのです。どの国でも食物をつ
くるということから文化が始まって、人間の命が始まったと思っておりますので、どの国も自国で食
べ物をつくるというのを原則にしたいという考えを持っております。それは女の浅はかな考えだと
言われそうですけれども、命を育む原点ですので、それはその国でなるべくなら自給すべきだと思
います。 
 今、日本はカロリーベースですごく下がっておりますけれども、これももし本当に飢饉が来たら、
肉を食べるのをやめて穀物にかえればやっていけるとか、世界が今どんなに仲良くして上手に食
料を分け合ったとしても、21世紀、こういう事態が起きるよという資料は、私どもこの半世紀の日本
の発展を見れば、東南アジアがそのようになってくれば足りなくなるだろうということは想像はつき
ますけれども、そのときに今のままの飽食とか、捨てるものが多いとか、こういう地球環境を汚して
いる状態で人口がどんどん増えて存在できるのか、まず第一に疑問があります。 
 今、なぜバイオなのかということ、研究は結構ですけれども、それを日本の国土でも作っていいと
いうことになりましたら、まだ解明されていない部分があると思います。と申しますのは、今アレル



ギーを持っている子供たちが多くて、子育て中のお母さんは食料については価格以上に安全が大
事です。そして、遊ばせる場所とか、水とか空気とかで環境も大事に思っております。そういう意味
からいいますと、経済効率だけでいったら日本の農業は世界に太刀打ちできないと思います。で
すから、緑は多いけれども、山があって、平坦な土地がなくて、大型農業ができるのは北海道だけ
のようですし、そういうことですと経済性だけでは太刀打ちできるとは思いません。 
 私たちが日本の農業を守りたいというのは、国産のものを食べたいということもありますけれど
も、緑を残しておかなければ、人間がロボット的になって生きていくのは最も効率のいいことかもし
れませんが、この2000年の歴史を振り返っても余り人間性は変わっていないんです。そこら辺で
科学だけは進歩して、バランスが欠けているような気がします。バランスが問題です。健康のため
に環境と安全が必要だと申しているのですが、年寄りは特に環境のこと、安全のことを気にしてお
りますけれども、子供は今、心の問題で健康が保たれてないように思います。そういうことももとを
ただせばバランスが欠けた成長の社会にあるような気がしております。 
 先ほどいろいろな資料をいただきまして、これが読みこなせましたらもっと立派なことが言えると
思うのですが、大変難しくて、私の頭で全部整理はできておりませんが、先ほど委員が御指摘に
なりました麦は日本で一番、内外価格差の一番ひどい部分ですので、それを例にお出しになると
いうことは、数字の取り上げ方といいますか、私ども理解に苦しむところでございます。 
○会長 ありがとうございました。今の御議論は、ぜひ部会でやっていただきたいと思います。今
日ここでやってしまいますと、肝心の視点の検討ができなくなってしまいます。今ここでの御発言は
こういう資料が欲しいとか、例えば消費ベースに密着した資料が必要だとか、そういうことにとどめ
ていただければと思います。 
○委員 資料についてのお願いでございます。 
 林業・漁業の資料を出していただいてありがとうございました。８ページに森林の公益的機能の
評価が出ているのですが、これに対応して、農林水産省は農地の同じような公益的機能の評価を
お出しになっていると思うので、あわせて見たいので追加の資料をお願いしたいということが一つ
でございます。 
○会長 農地の公益的機能ですね。 
○委員 これは林野庁が出した森林の評価だと思うのですが、これに対応して農地の方です。そ
れが一つです。 
 それから、先ほどの政務次官のお話にもございましたし、過疎の山村の問題、中山間地域は大
変大事なテーマだと思っております。そこで、現在の山村にかかわる、例えば国土の何割ぐらいを
どれだけ人口で支えているか、その人口がどういうような動き方をしているかとか、そういう類の資
料を若干でも見せていただけたらと思います。 
 もう一つは、国家予算に占める農業の比較が出ておりましたけれども、それに関連して、農家の
一戸当たり、あるいは農業者一人当たりでもいいのですが、要するに農民がどれだけの所得を得
ているかという各国間の比較のデータがあれば、それもお示しいただきたいと思います。 
 追加のお願いでございます。 
○会長 事務局、よろしくお願いいたします。 
○委員 これはちょっと無理な資料のお願いかもしれませんが、今、国際間の比較ということが常
に出てくるわけです。私は、農業というのは生命産業だと思っておるのですが、先般「農力」指数
と、言葉がわかりませんので、そういう表現をしたのですが、国土の広さとか、気候とか、文化とか
を、これは難しい意見かもしれませんが、各国を調整していただいた上での比較のデータをいただ
きたいわけでございます。端的に見せていただきましても、その国の事情というのがありましょう、
風土もありましょうから、その辺大変無理なお願いかもしれませんが、できるだけ多くの項目を調
整していただいて、国家間の比較というものが出せるのか出せないのか、出せたらそういうデータ
をいただきたいと思います。 
○会長 何かございますか。 
○事務局 例えば全体的な経営規模と申しますか、農地面積ですとか、一戸当たりという数字で
したら比較的容易にお示しできるのではないかと思いますけれども、気象条件の変化とか、そうい
った点につきましてどの程度客観性があるような資料ができるかということは、できる限りお出しで
きるように工夫させていただきたいと思います。 
○会長 よろしくお願いします。 
○委員 農業予算に関連して資料のお願いですが、一つは、農業予算の国際比較という関係で、
農業保護について、国際比較の一つのめどとして、ＯＥＣＤが財政負担と消費者負担を指数化し
たものを出していると思うのです。それを出していただけないだろうか。農水省はああいうやり方は



ピンとこないという異論もあるやに聞いたことがあるような気がしますけれども、それをひとつ出し
ていただきたいと思います。 
 もう一つは、国内の農業予算そのものですけれども、ＵＲ予算ですか、これは日本の予算の無駄
遣いの典型であるという世論がありますが、私は本当に農業のために必要な予算ならそれは必
要であろうというスタンスですけれども、財政構造改革会議ですか、あそこでも実施期間を２年延
長するとか、補正予算の計上は先送りするとかということで、依然として国民の関心は非常に強い
と思いますので、ＵＲ予算の、これまで計上した推移、それから、それぞれの予算がどのように執
行されているのか、実効されて有効に使われているのか、そこら辺の数字を出していただきたい。
 以上の２点です。 
○会長 ありがとうございました。 
○事務局 ＯＥＣＤでは今、委員からお話のあった二つの数字がございます。ただし、これにつきま
しては、それぞれ計算の基礎が国別に違っておるという状態がありまして、国の間の比較がこれ
ではできないという問題があります。ただ、時系列的に同じ数字で見ますので、例えば日本はどう
いう傾向をたどってきているかということはわかります。この数字が間違って各国間の比較に使わ
れるので、その点を御注意いただきたいということが一つでございます。 
 もう一つは、この数字が通貨の変動を計算していない、基本年を比較してないので、通貨変動で
非常に大きく違ってきてしまうという二つの大きな欠陥をこの数字は持っているということだけを今
申し上げておいて、資料の方は後ほどお出ししたいと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
○委員 世界食料の需給見通しというのは非常に難しいと思うのですが、お話しいただいた資料
で、例えば東南アジア、中国の経済発展と、食料というか、エネルギー消費量なり食料の需要が
どのようにリンクするというような資料があれば知りたいということが一つでございます。 
 あと、バイオ、遺伝子組換えというのは非常に難しい問題を含んでいるのですが、本当に食料が
なくなったら、そういうものを食べるしかないのかなという気もしているのですが、科学技術と今後
の食料需給の見通し、多分世界食料会議あたりでたたき台になった数字があると思うのです。ど
ういう科学技術があって、それに基づいてやればどのくらいの食料増産が見込めて、将来的にど
うなるのかみたいな試算があれば知りたいと思います。 
 あと、これは質問ですが、日本の予算の資料を出していただいて、公共事業とか施設といったハ
ードに関する支出が多いのですが、ヨーロッパあたりを見ているとそういう支出は余り見られない
のですが、これは予算のとり方に起因するのか、日本に独特な要因があるのか、そのあたりはど
うなのかということを伺いたいと思います。 
○事務局 予算の関係について私の方からお答えしておきます。ヨーロッパの場合と日本の場合
で予算の構成費目がかなり違っております。日本の場合、７ページにありますように、価格関係の
割合が11％ですけれども、それ以外に、先ほど来ありましたように、公共事業関係のものが結構
多うございます。それから非公共ですけれども、施設ものが若干あります。外国の場合はそういう
ものが比較的少なくて、ＥＵの予算のように、９割が価格、所得関係の支出となっているわけです。
 この違いは、ヨーロッパと日本の農業を比較していただければいいと思います。まず一つは、日
本の場合とヨーロッパの場合の規模の違い。要するに構造政策が進んでいるかそうでないかとい
うことが非常に大きいと思います。日本の場合アメリカの150分の１の経営規模、イギリスと比べま
すと、70～60分の１、ドイツやフランスと比べましても30分の１程度の規模しかないということで、欧
米につきましては構造政策的な面が進んでいるということで、その違いが大きいということが一つ
言えると思います。 
 もう一つは、農業のあり方として、日本の場合には、アジアモンスーン地帯の中にあって、水田を
ベースにして農業が営まれてきているということで、農業をする場合には、水を引っ張ってこなけ
ればいけないという意味でのかんがい施設が必要でございます。地形的にも傾斜が非常に強うご
ざいますので、そういう意味で小規模な分散した農地を大規模化していかなければならないという
意味での公共事業がかなり大きなウエイトを占めざるを得ないという面があると思います。 
 ヨーロッパ、アメリカの場合は、一面見渡す限り平坦な地域で、かつ麦作ですので、天水利用と
いうことで、大規模な工事をして水を引っ張ってくる必要はございませんで、そのままのところに植
えられている。乾燥地帯ですから、そういう状況があります。 
 この日本とヨーロッパ、アメリカと農業の置かれた状況と、構造政策の大幅な立ち遅れ、この面
におきまして土地をいじっていかなければいけない。土地を集団化していかなければならない、土
地を大規模化していかなければならない、そういったハード面のウエイトが大きいということで、今
の農業予算の大きな違いが出てきているのではないかと思っております。 



○会長 私の方からちょっと申し上げますと、ヨーロッパは中世以来、都市と農村とどちらが技術
が進んでいたかというと、それは農村なんです。修道院が農村にあって、修道院は古代ローマか
ら都市文明を受け継いできたわけです。ですから、干拓事業であるとか、三圃農法という一番先
進的な農業によって収穫率を上げるとか、あるいはいいワインづくりの技術とか、すべて農村にあ
って、農村に修道院が点々とあって、ここが最先進地帯で、都市の方が遅れていたわけです。そこ
が日本とは全く逆なんです。 
 ですから、今でも首都と地方の農村との間に文化的に落差がないというのは、もともと農村にロ
ーマの都市文明の中心が移っていったということです。ですから、大規模な土地改良というのは修
道院がみんなやってきたので、その前提があるわけです。日本は、篤農家とか藩がやったことは
やったのですが、今の、特に戦後の近代化の中で、国や県が指導権を握らなければいけなくて、
そのためにお金が要って、同時に、農村の方が都市に対して文化的に非常に遅れている状況に
あるということになっているのではないかと思います。 
 最初に、バイオでどのくらいできるかという御質問がありましたが、何かお答えございますか。 
○事務局 国際的なバイオの技術ということですが、バイオ自身の技術というのは、今実用化され
ているものは非常に少のうございます。遺伝子組換えによって除草剤抵抗性を持たせたものがや
っと出てきている程度でございまして、バイオテクノロジーを、畜産の場合の双子生産その他ま
で、どこまで広げるかという問題もあるのですが、今バイオの発展がどう見込まれるかというの
は、国際的な議論はほとんどございません。我々もこんな技術があります、あんな技術があります
と、そういうものが研究されているというところはわかっていても、それがどのように量的につなが
るかということは、今数字的なものは不可能だと思います。 
 もう一つ、東南アジアの経済発展と食料消費の問題ですが、経済発展そのものと食料消費が、
要するに相関関係をつくってという資料は残念ながらございません。ただ、今の経済成長のもとに
おいて食生活が変化しておって、それが消費の変化をもたらし、増大をもたらしているという統計
はございます。それは準備ができると思います。 
○会長 ありがとうございました。 
○委員 バイオだけではなくて、食料増産に関わるいろいろな科学技術があると思うのです。そう
いったものが議論されているのではないかと思うのです。 
○事務局 そういう試算につきまして、例えば小麦ですと、ヨーロッパの単収が最高だということ
で、それが全小麦産地に敷衍された場合とか、そういったかなりマクロな予測で生産力を予測した
ものはありますが、科学技術について、個々を正確に進歩の度合いを予測し、それに応じた生産
力といったもので、確固たるモデルになる資料はございません。多分オリジナルな工夫をしたもの
になりますが、資料を準備したいと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
○委員 農業の持つ多面的な効果についてでございます。これの評価とコストということは一番わ
かりにくい部分だと思うのです。そこで、３の資料の８に森林の有する公益的機能の評価という表
が右下にあるわけですが、こういう評価というのは非常に難しいことだろうと思いますが、これはど
のようにしてできたものなのでしょうかということをお伺いしたいと思います。 
○事務局 39兆円というのは、いわゆる代替法というもので計算しております。例えば酸素供給と
いう数字が出ておりますが、それだけの酸素を工業的に供給するのにどれだけコストがかかる
か。国土保全であれば、それを代替するダムを建設するのにどれだけかかるか、そういうもので計
算して、それのトータルの数字でございます。 
○委員 先般は所用で失礼しましたので、若干意見も交じえて述べさせていただきたいと思いま
す。 
 今もお話がありましたように、食料の中長期的な地球規模での確保の問題でありますが、資料
の中で人口なりそれぞれの環境の問題が提起されております。まず自給率の向上ということは私
も極めて大事だと思います。そういう指標をどのように求めていけばいいのか、そういうことによっ
て今後の方向づけもなされるのではないかと思います。 
 もう一つ、食料というのは安全保障が必要であって、安心と安全が必要だと思います。 
先般私が行きましたＪＩＣＡの方で、コナジラミの問題がトマトにあるということを聞いたわけです。そ
のときに考えましたのは、最近の口蹄疫の問題、狂牛病の問題、こういった事柄につきまして、今
後の輸入等を考えるときに、これらの植物防疫のチェックなり規制をどうするのか、ここら辺が我
が国の食料安全の観点から大きな関心事であるのではないかと思った次第です。 
 さらにもう一点は、食料生産の基盤となります農地ですが、総量確保をどのようにしていくのか、
先般の議論の提起の中にもあったようでありますが、ここら辺の兼ね合いというものが今後非常



に重要な意義があると思うのです。今後規制の問題あるいは規制緩和の問題とか、いろいろ提起
がありますけれども、生産農民も安心してやっていける、そして、安定確保できるという中での価
格政策も必然的に出てくるのではないかと思うわけであります。 
 なお、企業マインドといいますか、農業生産についてはいろいろな観点があると思います。また、
世界の市場原理の中にさらされるわけですが、農業に占める自然の影響というのは極めて大きい
わけであります。そういったものをすべて企業マインドで割り切るわけにはいかないのではない
か。そういったような保障と期待を持てるようにやっていかなければ今後の高齢化社会なり若者の
後継という問題にも大きく影響してくると思います。 
 そういう観点からしますと、地域政策、適地適産というまではいきませんが、ある程度そういった
ことも考える必要があるのではないかと思うわけであります。私どもは、地域の伝統と地域の特色
を生かした安全で個性ある商品づくり、ということは、米づくり、農産物づくりということを一つのス
ローガンに考えておるわけであります。 
 さらに、経営安定のための措置でありますが、我が国は農耕民族でありますし、一方、国外の遊
牧民とでは、地域に対する愛着なり、地域文化、そういったものについての感覚的なものに相当
開きがあると思うのです。そういう意味では、農業の占める役割というものを大きく認識する必要
があり、また、第１回のときにもありましたように、学校教育の中にそういった関心なり、教育という
ものを重視していく必要があるのではないか。そういう面ではもっともっと教育の中に農業の基本
的な役割、日本民族の文化の発祥というものをきちんと位置づけることも極めて重要であるので
はないかと思っております。 
 今、ちょうど梅雨時期になりまして用水の氾濫があるのですが、従前は、水田等に全部吸収され
ましたけれども、都市化をしてくると、鉄砲水のようにどんどん排水が出るわけです。そうしますと、
河川では追いつかない、非常に溢水が大きくなってくるという問題が出てきます。先般話を聞きま
すと、こういう問題があります。過去ですと、そういう水が出ると、沼とか湖から逆に魚が上がって
きてほ場の中に入った。最近は都市排水というか、そういう汚水であるがために、逆に小魚が全
部沼なり湖に逃げていくということを言われました。 
 ですから、21世紀の農業というのはやはり魅力あるように、地域環境を含めた政策転換という
か、ある程度やらなければ農業というのは衰退するのではないか。農業が衰退するということは
日本の国が衰退するのではないか。過去の先進国の事例は、いろいろな調整を経済的にやって
こられましたけれども、そういう事例も多いのではないかと、我々の地域でも言われておるわけで
あります。そういう面で、今後十分にその点も考えていかなければならないのではないかと思って
おるわけであります。 
 まだまだありますけれども、時間もとりますので、もう一点は、やる気のある農業者、そして、意
欲を持って取り組む農業づくりということも考えなければならないと思うわけであります。 
 最後に、農村の持っている役割というのは教育の場であろうと思っておりますので、我々も誇り
を持って住める村づくり、そして、今日の経済発展のおかげでそれぞれが非常に高度な生活を営
んでおりますけれども、残念ながら、農村は疎外というか、朝日が上がって、夕日が落ちるのは見
られますけれども、都市に来ると画一的になりまして、機械的で、非常に冷めたい感じで、空間、
ゆとりというものがなくなったのではないか。いずれにしても、人生なり、あらゆる環境については
ゆとりというか、そういうものが考えられるように、この基本法の制定に当たりましても検討が必要
だと思っております。 
 ちょっと駄弁でございましたが、お許しいただきたいと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
 話が次第に論点の方に入っておりますので、一応次の段階に進ませていただきたいと思いま
す。 

５、調査会の検討項目について 
○会長 お手元に食料・農業・農村基本問題調査会における検討項目の案というのがございま
す。これは前回及び前々回の皆様方の御意見をもとに、これからこの調査会で何を検討していく
かという項目について私なりに整理したものでございます。今日これを検討して、これで決めてし
まって、あとはそれ以外に検討しないということではなくて、一応の方向性をここで示せればという
ことですから、後で３部会に分かれて御議論いただく中で、こういう項目が必要だということがあれ
ば、それは積極的にお出しいただきたいと思います。また、そのために新しい資料が必要というこ
とも起こってくるだろうと思います。それを含んだ上で、まず事務局から検討項目の案について読
み上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 



○事務局 それでは、「食料・農業・農村基本問題調査会における検討項目（案）」を読み上げさせ
ていただきます。 

      食料・農業・農村基本問題調査会における検討項目（案） 
Ⅰ 検討に当たっての視点 
 ・ 国民、消費者の視点 
 ・ 食料の安定供給の視点 
 ・ 経済合理性、効率性の追求の視点 
 ・ 地域社会振興の視点 
 ・ 国土・環境保全の視点 
 ・ 景観・文化の視点 
 ・ 国際的な視点 
 ・ 財政、国・地方の役割分担の視点 

Ⅱ 食料政策 
１ 世界の食料需給の中長期的な見通し 
２ 我が国の食料需給の中長期的な見通し 
３ 国民的見地に立った我が国の食料供給のあり方 
 ・ 食料供給に占める国内農業生産の位置づけ 
  （我が国農業の食料供給力のあり方） 
 ・ 食料の輸入及び備蓄の位置づけ、あり方、 
 ・ 食料供給の担い手としての食品産業の位置づけ 
  （内外価格差と国内農産物の利用者としての位置づけ） 
 ・ 農業生産と結びついた食品の流通、加工のあり方、 
 ・ 品質、安全性等食料供給の質的確保のあり方 
 ・ 品質表示等消費者への情報提供のあり方 
 ・ 国民の食生活のあり方 
４ 食料・農業分野において国際的に果たすべき役割 
 ・ 食料・農業に関する我が国の国際貢献のあり方 

Ⅲ 農業政策 
１ 農地、担い手等の基礎的な生産条件 
 ・ 農業生産の基本的資源である農地の確保・利用のあり方 
 ・ 望ましい経営及びその育成のための制度のあり方 
 ・ 次代の農業生産を担う意欲ある農業者の確保のあり方 
 ・ 農業の担い手としての女性、高齢者の位置づけ 
２ 農業経営の安定のあり方 
 ・ 農産物の価格安定制度のあり方 
 ・ 農業経営安定方策のあり方 
３ 国内農業の生産性向上のあり方 
 ・ 経済効率の追求についての考え方 
 ・ 経営規模の拡大のための条件 
 ・ 農産物の生産コストの低減のあり方 
 ・ 農業生産基盤の整備のあり方 
 ・ 農業技術の開発・普及のあり方 
４ 環境と農業生産の関わりのあり方 
 ・ 土、水の保全等の環境面・生産力面からみた水田及び農業の果すた役割 
 ・ 環境に配慮した農業生産のあり方 

Ⅳ 農村政策 
１ 我が国における農村地域の位置づけ 
 ・ 国土空間・経済社会における農村地域の位置づけ 
 ・ 農業・農村の有する公益的機能の評価 
 ・ 公益的機能の維持のための方策のあり方 



２ 農村地域の振興・活性化 
 ・ 快適な農村地域社会の形成のあり方 
 ・ 農村地域における生活環境等の条件整備のあり方 
 ・ 農村地域における計画的な土地利用のあり方 
 ・ 都市と農村の交流のあり方 
３ 中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり方 
 ・ 我が国における中山間地域の位置づけ 
 ・ 中山間地域における農業の役割と今後のあり方 
 以上でございます。 
○会長 ありがとうございました。 

６、質疑討論 
○委員 農村政策のところですが、２番の農村地域の振興・活性化の二つ目のところに「農村地
域における生活環境の条件整備」とありますが、そこへ、できましたら「伝統文化」ということを、食
文化もありますし、芸能文化もありますし、そういうものを忘れてはならないのではないかと思いま
して、ここへ入れていただきたいと思います。 
○会長 それは必要です。要するに、過去の知恵を生かしながら、これからの農村を形づくってい
くということですよね。過去の知恵も、自然との共生も大事ですし、人間と人間との共生も大事です
し、それは不可欠だと思います。ありがとうございました。 
○委員 実は、指導農業士をやっておりますが、山梨県では120名ぐらいの指導農業士がおりま
す。一応農業後継者のことを調べてみたのですが、120名いる指導農業士の中で後継者が育って
いるおたくはたったの３人しかありません。本当に農業をやる気をなくしております。今、農繁期で
毎日ラジオを聞きながら農作業をしておりますが、毎日ニュースの中でウルグァイ・ラウンドの補助
金の問題を取り上げております。そして、皆さんはもう農業政策は信じられない、やる気をなくした
と言っている人がたくさんおります。 
 私どもは生産する喜びとか、物が育つ喜びとかというのを子供たちに教えて、誇りを持ってやっ
てきたので、わずかな農業ですが、子供たち３人とも農業をやろうと言っております。今まで効率
性ばかり、所得を上げることばかりに重点をおいた結果、道路も大変よくなりました、生活も豊か
になりました。しかし、本当に効率性ばかりを追求したために、我が家では、あるとき、このままで
は子供たちがだめになってしまうということを考えまして、逆戻りしたんです。そのおかげで子供た
ちは、娘はすぐ近くに嫁いだわけですが、そちらの両親は水産庁を卒業した方たちですが、農地も
あるわけです。小さいときから娘を農業の中で育ててきたので、ここで農業を始めたいと言ってい
ます。 
 そういう人たちへの支援、やろうという人たちへの支援を、普及センターなどにお願いしまして、
手取り、足取りやってくれております。農家の人たちを育ててくれる普及センターの役割は、これか
ら女性農業者がたくさんになりますので生活面等において、これからもっとたくさんになるだろうと
思います。これから機械化が進むにつれてもっともっと女性の農業者が多くなると思うのですが、
その人たちを支援してくださる普及センターの方たちの採用が少なくて、私たちがいろいろ相談に
行ってもお忙しいのです。その辺を検討していただきたいということが一つです。今、農業をやって
いる人たちはやる気をなくしているということを皆さんに知っていただきたいと思います。誇りを持
ってやっている人たちもたくさんいますが、大半の方はやる気をなくしております。 
○会長 今のお話は、農業政策の三つ目に「次代の農業生産を担う意欲ある農業者の確保のあ
り方」とありますが、それに関係してきます。ありがとうございました。 
○委員 大変網羅しておりますので、こういうことはと言えば、それは何番目に入っていると言わ
れるだろうと思いますので、表現だと思うのですが、私は別の表現として欲しいなと思うことが二、
三点あります。 
 一つは、Ⅱの食料政策の中で「我が国の食料供給のあり方」と書いてありますが、もちろんこう
いうことなのですが、つまり日本のような国の食料の安全保障をどのようにするかという表現の方
が強くて、もちろん輸入とか何かも全部入れての話で、何も全部国内で作れなんていう議論をする
のではなくて、要するに安全保障の観点というのはどうなんだろうかという表現の方がいいのでは
ないかということが一つです。 
 それから、Ⅲの農業政策の中だと思いますけれども、既に50年たった食管法が廃止されて食糧
法になったのですが、もう既に食糧法についての議論がいろいろあって、これは施行して２年も経
ってないわけですが、どうするかという話があるわけです。大きく言えば、日本の米政策ではない



かと思うのです。ですから、農業政策の中で農産物ということでやってしまって、もちろん農産物だ
から入るわけですが、これだけ基幹的な食糧と言われてきて、これが極端なことを言えば日本の
農政を貫いてきたものだと思うのですが、米の構造問題をどのようにするかということを表現として
欲しいという気がします。 
○会長 米の構造問題ですか。 
○委員 はい、米生産の構造です、というような表現の方がいいのではないか、そういうのを入れ
ていただくといいのではないかという気がします。 
 それから、Ⅳで、これはⅢとⅣに共通するのですが、「我が国における」という「我が国」というの
は、まさに先進工業国の一つだと思うのですが、そういう国で農業や農村というのはどういう意味
を持つんだということを、これは実は世界的に見ても非常に重要な問いかけではないかと思うので
す。しかも、余り資源はない、人口はそこそこ多い、しかも、工業化は非常に進んでいる、そういう
国において農業・農村というのはどういう意味があるんだということを、これは大きなくくりとして位
置づける必要があるのではないかという気がずっとしているので、そのことを表現として入れてい
ただくとありがたいと思います。 
 今のはお願いで、お考えいただければいいのですが、これに関連してちょっと御質問したいと思
います。実は第１回目のときに、この検討が一体どのくらいのスパンで行われるのかと質問して、
これは会長から、大体こういったものは20年ちょっととか、そんなものだよということをおっしゃられ
て、それはいいのですが、そんなところまでわかろうとは思わないのですが、とりあえずは直近の
2000年問題というのがあると思うのです。これはどのようになるのかもちろんわかりませんが、20
年程度先のことを考えると、私個人としては、さっき御説明いただいたウルグァイ・ラウンドの特例
措置というのは恐らくなくなっているのではないかという気がするわけです。そうすると、国際化と
いう観点で言えば、そこのところは今とはちょっと次元が違うステージに入るのではないかというが
気がします。 
 それから、今の関税化猶予が仮にそこまで続いているとすれば、代償としてミニマム・アクセスの
拡大ということになれば、また日本の食料の需給の上で大きな影響もあるし、そのことを、恐らく行
政当局の方がこの場で、現状の考え方を説明することはできないというのは重々わかっておりま
すけれども、今の時点で農政の事務当局の方が、この問題を、この基本問題調査会の議論の下
地として考えておられるのかという御見解を伺っておきたいと思います。今、米ということを言いま
したが、米も含めてどのようにお考えになっているかということを伺いたいと思います。 
○会長 これは私個人の考えですが、この次に国際的にどういう取り決めをなされるのか、確かに
2000年というのは一つのポイントだと思います。それから、2010年ごろ世界的食料危機が来たとき
に、日本なりにどう対応できるのか、これは一つのポイントだと思います。もう一つ、2020年ないし
2025年ぐらい、あるいは金がなくなるかもしれないので、それは技術文明の成熟ということでは、
そんなに簡単には克服できないと思います。 
一つの土俵で成功していられる期間というのは、一番先輩は長いのですが、例えばヨーロッパは
19世紀の半ばから20世紀の第一次世界大戦の終わりぐらいまで、70年ぐらい成功したんです。そ
の後、今度アメリカがやってきて、1918年、シュペングラーが「西洋の没落」を書いたころから、科
学技術の母体はヨーロッパからアメリカに移ったわけです。ここから1973年のベトナム戦争の失
敗、第一次オイルショック、これがアメリカの世紀で大体55年間です。最初が70年、次が55年ぐら
い、その後を受け継いだのが日本ですから、また短くなって、せいぜい30年ぐらいじゃないか。 
そうすると、金がなくなってというのは当然やってくるわけです。これは私個人の考えですが、金は
ない、食料もないというときに、極限状況というのはどうなるのだろうか。暗いことばかり言うなとい
う意見もありましたけれども、日本だけで食っていったら、何がどれだけ食えるのか。これも計算し
ていただきたいと思うのです。米は何とか大丈夫だとか、何とか鶏ぐらいは食えるんじゃないかと
か、よくわかりませんが、その図を描いてもらえると、最小限どこまで覚悟したらいいのか、それが
わかると少し安心するのではないかという気がします。 
 それから、今、委員のおっしゃったことで大事だと思うのは、「農業と文明」という項目をぜひ入れ
たいと思っております。来年１月末にパリで、向こうにポンデショセーというフランスで一番古いエリ
ート工科大学がありますが、ここと日本とで「日仏農業シンポジウム」をやることになっております。
その基本テーマが「農業と文明」です。私も行きますけれども、それは非常に大事なポイントだと思
います。技術文明が成熟状況にあって、またその問題を考えるときが来ていると思います。それは
検討項目の最初の方に入れたいと思います。 
○事務局 長期的な問題については別にお答えがあると思いますが、今、会長からお話があった
のは相当長い期間のことを基本的にお考えいただくとして、2000年の交渉というのが目の前にあ



るわけです。ただ、世界の農政の流れというのは、一つの流れとして市場の機能を生かしていく。
ところが、それだけではいけないというので、農業エコノミックといいますか、経済以外の要素をど
う絡めるかという間との攻めぎ合いという形で世界的な農政論議が動いていると思います。 
 ウルグァイ・ラウンドの中では、その中での一つの決着がありまして、交渉というのはそれぞれの
国の利害のぶつかり合いでございます。そうしますと、それぞれの国がどのように動いているか。
ＥＵにつきましては、いわゆる通貨統合との関係で財政的に大変難しい状態にいるとか、アメリカ
の状態がどうだとか、今の穀物の状態がどうだとか、そういう総合的な中で交渉が発展されていく
ことになります。 
 従いまして、交渉の枠組みがどうなる、ああなるということを考えるのは非常に難しいことでござ
いまして、一つの流れの中でどのように考えていくかということを頭に置いていろいろ御議論いた
だいておけばいいことであって、交渉をどうする、ああするということは難しい問題をはらんでくるこ
とになると思います。特に私たち交渉の場に立つ者といたしましては、国内の状況を踏まえて、そ
れを背負って交渉するということをやらなければならない立場でございます。そういうことで余り突
っ込んだ議論は難し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。 
○委員 一番目の検討に当たっての視点で、国土、環境保全、文化、今「文明」という言葉が出ま
したが、そういう広く深い視点がここに打ち出されているのは大変結構なのですが、それであるな
らば、農業政策の４番「環境と農業生産の関わりのあり方」というところですが、「土、水の保全等
の環境面・生産力面からみた農業の果たす役割」というので終わってしまっている。例えばこういう
ことがあるのです。文化庁の町並み保存なら私たちは目が向けられるし、それは保存しようという
ことになるけれども、農業の場合、3000年の歴史がありまして、土木事業の遺跡で、しかも、今日
まで連綿として続いているみたいなものがあるわけです。特に水の関係で水路とか、農道とか、
3000年でなくても、ともかく大和朝廷が成立したころから連綿として続いている、つまり条里制が今
でも生きているのではないかと思うようなところもあるわけです。 
 それから、有明海のアオ取水のように今年はもうやめてしまいましたけれども、今も生きている
技術ですよね、これは大変な伝統であり、文化であり、しかも環境に関わっているというものがあ
るのですが、それは、例えば建設省で川の場合には、今河川法が改正されて環境という視点が打
ち出されて、税金で川を作りかえていく、あるいは守っていくことができるのですが、農業の場合
は、農民が自分たちで、自腹で守る、しかし、人手もない、お金もないということで、結局、由緒あ
る農業用水がパイプラインになって、地元の人たちから惜しまれながら、しかし、つぶしていかなけ
ればならないとか、そういうのが日本中にあるわけです。 
 そうすると、水路の一つ、石垣の一つ、堰の一つ、大変な文化財だと思うようなものがみすみす
消えていってしまう。役割とか評価があっても、法律の上でどうすべきだという何の保障もなけれ
ば予算の保障もないということでは、ただ、役割はあるぞ、高く評価しますよと言っても、具体的に
どうしたらいいかというあたりが一番大事なことではないかと思っております。 
 農業用水は、これだけ環境に役割を果たすのだといっても、実際問題として、農業者ができない
わけです。ですから、「環境と農業生産の関わりのあり方」というところでよろしいと思うのですが、
「果たす役割」という表現ではなくて、果たす役割はもちろんですが、そういう評価の上でどうする
かということを研究する大きな課題があるのではないかと思います。単なる役割の評価でなくて、
積極的な、予算的にどうなのか、法律的にどうなのか、農業者は積極的に地域社会とどうかかわ
っていかなければならないか、そのための保障をどうするかというような視点を強く打ち出した、何
か１行加えるか、文章を変えていただくか、その辺大事なのではないかと思います。 
○会長 要するに、「土、水の保全等の環境面・生産力面からみた水田及び農業の創造」みたい
なものですか。 
○委員 そうですね。 
○会長 ただ役割というのではなくて、これをどうつくり上げていくかという話ですね。 
○委員 はい、そうです。 
○会長 わかりました。 
○委員 もう一つ、この会の第１回でも申し上げたのですが、ここは農業、農業と書いてあります
が、当然林業と漁業は関連して考えてよろしいと思うのですが、農業といった場合「農林漁業」とい
うふうに読みかえてよろしいのか、それともそのように読みかえられる場所もあるけれども、そうで
ないとしたら、例えば中山間地域など場合、Ⅳの農村政策の３番、中山間地域の位置づけの下の
ところですが、「中山間地域における農業の役割と今後のあり方」とあります。こういう場合にも「農
林漁業」とあえて言ってしまった方がいいのか、それとも農業で全部を含んでいるというように最初



から考えてよろしいのか、その辺お伺いしたいと思います。 
○会長 ぜひ森林と海も入れてください。海と山は同じ神様ですから、畑だけだったら海が怒っち
ゃいますよね。そういう議論をしてきたわけですから。委員、それでよろしいですか。 
○委員 はい。 
○会長 ありがとうございました。 
○委員 今まで出たものとかなり関連し、また重なる面もあるかと思いますが、幾つか申し上げさ
せていただきたいと思います。 
 会長も言われましたように、現代の工業文明、都市文明というものの中での農村あるいは農業と
いった視点が21世紀に向かって必要ではないか、こういった点をぜひ入れていただきたいと思い
ます。 
 それとかかわって経済効率ももちろん大事ですが、現代の悩みというのは、経済効率とともに出
ているような環境の問題とか人間の生活の問題、こういうことの中で我々の21世紀の苦しみが始
まるだろうと思っておりますので、そういった調和的な視点を入れる必要があるのではないかとい
うことが第１点でございます。 
 それから、世界の流れの一つとしまして、価格政策からデカップリングによる所得政策ということ
が、先ほどの資料の御紹介からも読み取れたのではないかと思います。そういったことが具体化
される必要があるのではないか。私ども農業の多面的価値ということは言いますし、また、お互い
にわかり合っているように思っていますけれども、実際にどうなんだろうか。例えばヨーロッパでは
どういったことを具体的に評価しているのか。あるいは日本との違いはどうなのかということを具体
的に比較していく必要があるのではないかと思います。 
 もう既にヨーロッパでは点数制をとりまして、こういった機能に対しては何点、これに対しては何
点ということで農家の所得補償をやっている、それが日本の国民にも理解可能なものであれば取
り入れることができますし、そういったやや具体的な検討が必要ではないかと思っております。 
 その際に、ヨーロッパとの比較ということがしばしば出るわけですが、先ほどから出ておりますよ
うに、かなり綿密な比較が必要ではないか。予算一つとりましても、表面だけ比較しますとどちらも
同じということが出ますし、見方によっては貧困対策ではないかという面も出てきます。 
 それと関連して申し上げさせていただきますと、ヨーロッパ、特にイギリス、フランス、アメリカ等
の場合は、農業予算というのは純粋に農家向けの予算ではないかと思うのです。日本の場合は、
中山間地域は別としまして、農村地域は非農家というものを非常にたくさん含んでいる。例えば公
民館一つ建てるのでも、そこを使うのは農家ももちろんですが、非農家群もかなり大きいということ
で、多分日本の農業予算の中には非農家向けの要素も相当あるのではないか、こういったような
ややきめの細かい予算についての検討なども必要ではないかと思いました。 
○会長 今、おっしゃったことはどういうところに入れたらよろしいでしょうか。 
○委員 例えば農村政策に公益的機能の評価という項目がありますが、こういった点を考える場
合の視点を申し上げたつもりです。 
 もう一つは、農業政策の３番目のところですが、地域経済政策というものがどこにも入っていな
い。農村政策というのは地域政策ですが、地域経済政策という視点がⅢの中に必要なのではな
いかと思います。農村というのは農業だけで成り立っているのではなくて、工業がありますし、観光
業もありますし、ちりめん産業というような、地場産業もありますし、そういった多産業複合体として
の農村地域といいますか、こういう視点から見ますと、地域経済政策的な視点というものが５あた
りに必要ではないかと思います。兼業というのが多いわけですが、兼業問題と絡んでくるかもしれ
ませんが、兼業のいい悪いは別にいたしまして、そういったやや広い意味での地域経済的な視点
もⅢに必要なのではないかと思います。 
○会長 それは１項目立てた方がよろしいということですね。 
○委員 含んでいるということもあるかもしれませんが、できれば立てた方がいいかなという気が
いたしております。 
○会長 以前、会長代理が地域の特性を重視せよとおっしゃっておりましたよね。よろしいです
か。 
○会長代理 結構です。 
○会長 ありがとうございました。 
○委員 都市と農村との均衡ある発展ということが言われながら、もう随分時間がたっております
けれども、なかなか実現されていない。そして、消費社会であるとか高齢化社会であるということ
がよく言われておりますが、団塊の社会、昭和23年、25年に生まれた方々もやがて定年を迎えら
れるわけです。こういう方々というのはかなり農村出身者が多い。高学歴でサラリーマンとして各



分野で活躍した方もいらっしゃるでしょうし、あるいは健康で良質な労働力を提供された方々もい
らっしゃる。そういう方々が今日の日本をつくってこられた原動力の役割を果たされたきたのでは
ないかと思います。 
 そういう方々の定年後です。今でも盆とか正月とかというのはふるさと指向でそれぞれお帰りに
なっておられる。そういう日本を作られた方々の知識なり知恵なり経験なりを生かせるような、緑の
環境の中で、新鮮な空気と水、そうしたやすらぎの中で生活をされ、また新たな視点に立ってお考
えをいただく、そのための農村へ定住しやすいような土地区分のあり方といいますか、住宅の提
供のあり方をお考えいただいて、そういう方々がやがて新たな視点に立って農村の再生といいま
すか、先ほど来いろいろお話のありました農村文化ですか、そういうものを創成していただくという
ようなことも国全体の施策として必要なのではないかと思います。そういうことも検討の中に含め
ていただけたらという気がいたしております。 
○会長 農水省も就農準備校というのをやっておりまして、今36名、都市の人間で農業をやろう
と、就農した人が出てきました。全国で10カ所ありますが、どんどん増えていくような感じがありま
す。それは定年の人でなくて30代、40代、50代が多いのですが、都市と農村と交流していく。 
○委員 必ずしも農業に従事されなくても、そういう人に定住していただくということが農村の活性
化に随分役立つのではないでしょうか。 
○会長 おっしゃるとおりです。ありがとうございました。 
○委員 私もこの検討項目は非常に網羅されておりまして、あえて独立した項目ということではご
ざいませんが、表現の問題かもしれませんが、２点ほどお願いしたいと思います。 
 農業政策の２の項目に農業経営安定のあり方という項目があります。私たち30年農業の現場
で、専業農家として法人経営で守ってきたのですが、どんどん兼業化し、専業農家を撤退していく
仲間を見ながら、平成４年６月に新政策ができまして、「経営体」という言葉、それから「経営政策」
という言葉を非常に新鮮に受けとめておるわけです。その意味で、この中に網羅されておると思い
ますが、小項目でもよろしゅうございますので、「経営体」、「経営政策」というものについてぜひ検
討項目の中に、小項目でよろしゅうございますから、議論をお願いしたいということが１点です。 
 もう一つは、農村政策の１に該当するかと思いますが、私たち、文化も含めまして集落というもの
が根底にあると思うのです。ところが、その集落機能というのが非常に大きな変革の中で衰退して
おります。この集落営農が機能しておれば方針とか経営体という言葉は要らなかった。それが経
営体だったと思います。村を守ってきた、水、風土、すべてを守ってきた、その集落というものが
我々現場で苦労しておるわけです。ですから、農村政策の中で、集落の今後の位置づけ、あるべ
き姿、役割というものをぜひ検討項目に入れていただきたいと思います。 
 以上でございます。 
○会長 ありがとうございました。 
 都市については一生懸命言われますが、「農村づくり」とは確かに言われないですよね。集落を
21世紀に向けてどうやって作っていくかということだと思います。 
○委員 食品産業の立場からお伺いしたいと思います。先ほども出ておったのですが、日本の農
政というのはほとんどお米中心ということになろうかと思います。ところが、食品産業の立場から見
ますと、お米を原料にした製品というのは非常に少ない。最近私どもがやっております米飯調理パ
ンとか和菓子とか、最近はパックされたご飯があるのですが、大体は原料になっております。そう
いう意味で、農業と食品産業を結びつけるには、お米の政策ばかりではちょっと厳しいのです。し
たがって、お米中心の政策だけではなくて、もう少し幅広い政策が考えられないものかという思い
がするわけでございます。その辺のところをお考えいただければ大変ありがたいと思います。 
○会長 食品生産の材料のお話ですか。 
○委員 そうですね。原材料として、例えば麦もそうですし、いろいろなものがあると思いますけれ
ども、お米というのはそのままで食べる形態が多くて、加工に適してこないと申しますか、そういう
ような感じがあります。私ども香港で仕事をしているのですが、我々が行く前は、お米を主体にし
たおかゆとか飲茶が主体だったのが、パンが入って、広がっていきますと、肉製品だとか乳製品だ
とか、ずっと広がりが出てくるわけです。そういう意味で文化形態が若干変わってくるといいます
か、そういうようなことがあるわけでございまして、農政もそういうところに目を向けていただけると
大変ありがたいと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
○委員 これは強い主張という意味ではないのですが、この検討項目を拝見しておりまして、農協
の農村における影響力というのは非常に強い。お隣に中央会の会長がおられるわけですが、単
にお金だけの問題ではなくて、農村の生活に農協というのはいい意味でも悪い意味でも非常に大



きな影響力を与えている。そういう意味では、この問題も、どこですべきか私よくわからないのです
が、検討する必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 
○会長 当事者の問題もありますが、農協と、ほかの商工会議所関係とか、ＪＣとか、もう少し交
流をすべきではないかという感じはしております。 
○委員 もちろん農協のことも大事だと思いますけれども、つまり農業関連団体というか、会議所
もあるし、農業委員会もあるし、そういうもののあり方を一つの項目として入れる方がいいのでは
ないかと思います。農協については去年農政審の農協部会でさんざん議論はしましたけれども、
これから何年も続いていくわけですから、去年は、会議所とか農業委員会のことはほとんど何もや
っておりませんので、そういうことも含めたらどうかと思います。 
○会長 わかりました。ありがとうございます。 
○委員 農協の話が出ましたので、長話はいたしません。既に農協合併なり組織事業二段という
ことに取り組んでおりまして、昨年は農協改革二法が成立いたしました。いよいよ今年から実践段
階に入っておるわけでございます。21世紀を展望して、本当に地域に役立つ、皆さんのためにな
る農協に脱皮していくように、真剣、真摯に取り組んでおります。 
 先ほど集落の問題がありましたけれども、過疎問題が集落の崩壊寸前まで来ておるというところ
が大変多いということであります。例えば高齢者が住んでおられる。そういうところの葬儀を出す
のはもう農協が出さざるを得ない。そして、葬祭事業を何とか農協でやってほしいというようなこと
で既に取り組まざるを得ない地域もかなりあります。 
 あわせて、食事を高齢者のところへ宅配しておる。これはかなり喜ばれております。ところが、そ
れを持っていく人が高齢者になっておる。要するに、今申し上げたような問題、これはまさに社会
的問題が起こりつつあるということなのです。そういう農村の実態を十分把握していただいて、私
どもも一生懸命やっておりますので、また御支援をお願いいたしたいと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
○委員 本日の御議論で、経済効率の話一辺倒という話がありましたが、一辺倒ということではな
いと思いますが、とにかく経済効率重視という話と、そうではなくて、例えば安心の拠点であると
か、人間の原点である自然とのふれあいとか、文明の起点とか、経済外的な要素の重視と、両方
の御意見があるわけです。先ほど委員が言われたように、調和を考えながら議論をしていかなけ
ればならないということ、それはそのとおりだろうと思いますし、視点には両方書かれていると思い
ます。 
 今度の場合は、昭和36年に基本法の議論がなされましたときに比べると、経済全体の吸収力が
違ってきている。昔は、これから自分で吸収力を作りながら発展していくというときに基本法の議
論がなされた。財政一つとっても、あのときは公債残高はゼロであるし、自然増収で毎年減税がで
きるという年だったのに対して、今は御承知のようになっておるわけです。 
 したがって、別に財政だけではありませんが、結局、最後に施策として何をやっていけるかという
ことを考えるときに、吸収力が余りにも違ってきているということを考えますと、ある程度経済効率
という、視点に書いてありますが、合理性、効率性の視点というのは、農民・農村の皆さんの感情
を逆なでする部分があると思うのですが、調和を考えながらの中でも、効率性の重視というのは今
日避けられない話だろうなという感想を持って聞いておったわけであります。 
 今のは議論の感想ですけれども、いただきました検討項目のⅡ、Ⅲ、Ⅳはそれぞれの部会で主
として議論するということであろうかと思いますけれども、当然それぞれ相互に関連が非常に強い
と思いますので、これはたしか第１回の会合で会長がおっしゃったと思いますけれども、部会間の
相互交流というか、同時にどう走っているかということができるだけよくわかるようにお計らいいた
だきたいと思います。 
 私は農業という部会にノミネートされているようですが、例えば農村政策の中山間地域というの
は大事な要素だと思います。しかし、農業生産額とか農家人口とか耕地面積とか、いろいろなとこ
ろから見ますと、中山間地域といっても、結局全国の４割ぐらい占めているわけですから、いわば
３番で議論されておられることというのは、Ⅲの農業政策全体にも影響してくるということもありまし
て、相当程度よく相互交流を、農水省の方に努力していただきたいと思います。 
○会長 わかりました。その点はしっかりさせていただきたいと思っています。 
○委員 検討に当たっての視点の１番目ですが、国民と消費者の視点と分けて二つ並べておられ
ますが、今まで言われておりました消費者ニーズというのは、必ずしも最終的に食べる人のニー
ズだけではなかったと思っていますので、消費者ニーズを十分点検していただきたいということを
申し上げたかったのですが、分けてある意味は何かあるのでしょうか。 
○会長 中黒（「・」）だと思います。 



○事務局 前回の御議論の際に、消費者の視点が大事であるという御意見の後に、単に消費者
だけではなくて広く一般国民ではないかという御意見もあったということで、並べて書いた次第で
す。 
○会長 中黒でいいんですよね。 
○事務局 そういったことかもしれません。 
○委員 やはり作っても食べてもらわなければ意味のないことですから、食べる人の意見は確か
に大事なので入れていただくのは結構ですが、消費者ニーズという言葉の中には、今食べ方が変
わってきていますので、加工食品とか、流通も変わってきておりますので、大型にお買い求めにな
る方も、生産者から見れば買う人が消費者なので、そこら辺ははっきり論議したいと思います。 
○委員 どこの項目に入るのかわかりませんが、恐らくⅠに入るのだろうと思いますが、日本経済
の中で農業をどのように位置づけるかという視点をテーマの一つに加えたらどうかと思います。と
いうのは、Ⅱの３あたりを見ますと、食料供給に占める国内農業生産の位置づけというのがありま
すけれども、もう少し広い視野で考えるべきではないかと思います。農業総生産額は名目ＧＤＰの
２％ぐらいということですが、その比率を反映して、農業というものを日本経済の中に位置づけて
いいということにはならないだろうと思うので、どのように位置づけるかという議論の過程の中で、
国民は農業のためにコストをどこまで負担すべきかという話に発展し、つながっていくであろうとい
うことで、日本経済に占める農業の地位をどう考えるかという視点を加えてはいかがでしょうかと
いうことです。 
○会長 これからの私たちにとっての農業ということですね、その視点が一番基本だと思います。
先ほど「農業と文明」と申しましたが、結局、そういうようなことを含めているつもりです。「これから
の私たちにとっての農業」というタイトルにかえても結構です。全くそのとおりです。教育の問題も
非常に深く関係しているわけで、農業と教育の問題も入れていかなければいけないかなと思って
おります。ありがとうございました。 
○委員 先ほどの2000年問題で補足的に一つだけ伺いたいのですが、事務局からＥＵを初めスタ
ンスがはっきりしていないし、突っ込んで議論はできないというお話を承ったのですが、いずれにし
ても、議論の結果が新しい基本法になっていくわけですから、そうすると、今の基本法でも貿易に
ついての項目があるわけです。そこで伺いたいのは、例えば2000年の交渉の結果がどのように転
んでも通用するような、それが可能かどうかは別として、建前的には通用するような議論と法律を
考えるのか、それとも2000年の転び方によっては、その時点で何らかの修正をするということなの
か、その辺のお考えをもう少し伺いたかったのです。 
 なぜそうかというと、私は、転び方によっては、今皆さんいろいろな意見をおっしゃっておりますけ
れども、総関税化になって、しかも、関税率をどんどん下げていくということになれば、より所得補
償とか、そういう方面へ議論の加速をしていかなければならないということにもなるし、水が大事と
かいろいろおっしゃっていますけれども、ミニマム・アクセスで100万トン以上毎年買わなければな
らないということになったときに、水田が果たして今のままで維持されるかどうかということにもなる
し、ですから、一つの区切りというのは意外に大事だと思うので、今日は農林水産事務次官もいら
っしゃるし、食糧庁長官もいらっしゃるし、官房長もいらっしゃいますから、もう少し補足的に、今私
が申し上げたようなことを、どういうように考えたらいいのか御見解を伺いたいと思います。 
○会長 それでは、政務次官、お願いいたします。 
○政務次官 大変難しい御質問なので、これは役所の皆さんの御判断というよりもむしろ政治の
問題だと考えるわけです。それでは、どういうことを考えているのかということですが、正直に言っ
て、ここのところはまだわかりません。私が努力している方向というのは、今世界的な自由貿易原
則を崩すということは、ＷＴＯを樹立した、それに賛成して条約を結んだという建前からいって、自
由貿易原則というのは崩せないだろうということが第一であります。 
 私は、去年の年末から今年の初めにかけて何回かＷＴＯのルジェロ事務局長にお目にかかりま
して、そこのところをいろいろ御相談申し上げました。そうしたら、ルジェロ事務局長は、日本が食
料安全保障について大変大きな懸念を持っているということはよくわかると。しかし、自分の立場
からいって自由貿易原則を崩すというわけにはいかない。したがって、そこは非常に微妙な言葉な
のですが、彼自身の発言の中の非常に重要なキーワードになっているのは、「ルールの中の自由
貿易」ということを彼は言われたわけです。 
 それが何を意味するのかということの具体的な詰めがまだできておりません。しかし、私の憶測
するところでは、日本の食料安保に対する考え方はわかったと。その上で「ルールの中の自由貿
易だな」ということをおっしゃっているということは、自由貿易が原則であるけれども、例外というの
があり得るなというふうに私は受け取っているわけです。したがって、今後の政治家としての行動



目標というのは、そこを明確にさせていかなければならないということを考えておるわけでございま
す。 
 同時に、委員も御存じのように、フィッシュラーというＥＵの農業の最高責任者が参りまして、私も
長野へ案内したり何かして、個人的に大変深くつき合ったのですが、彼が言うには、日本の立場と
いうのはよくわかる。自分はＥＵ15カ国の中の農業問題の最高責任者であるが、実は出身はオー
ストリアのチロル地方である。そのオーストリアのチロル地方から見ると、フランスの農業は巨大
農業に見えて、あの農業が攻めてこられたら、我々はたまらんと思っている。同時に、ヨーロッパ
から見て、アメリカの農業というのは巨大農業であって、彼らが怒濤のごとく押し寄せてきたときに
は、我々はかなわないなあという感触を持っている。だから、同じような、似たよう感触を、日本が
他の国々を見て思うのは当然であると、したがって、あなた方の気持ちはよくわかると言ってくれま
した。そういうようないわゆる食料安保に対して理解を示してくれている国が少しずつ増えてきてい
るように思います。ヨーロッパの中でも、例えばフィンランドは、農民はＥＵに加盟すること自体を反
対しました。それはなぜならば、フランス、イギリスの巨大農業に押しつぶされて、フィンランドでは
農業を維持することができないだろうと考えたからだと、私はそう思っております。これは、この夏
にフィンランドに行って確認をしてきたいと思っております。 
 そういうことで日本の考え方を理解してくれる人を一人でも多く世界中に作っていくということが、
いわゆる「ルールの中の自由貿易」というのはこういうものだという輪郭を描いていくために必要な
ことだと思っております。政治家としての行動目標はそこへ置いていきたいと思っているわけで
す。 
 少々長くなりますが、私はここでせっかく調査会の皆様方にお集まりをいただいて、御論議をい
ただいているのですが、頭の中を真っ白にして日本の食料問題を考えていきたいと考えておりま
す。先ほど委員からも御指摘があったのですが、生産性の問題についてお話がございました。こ
れも悩みであります。日本の中でも均一な農業形態でやられておりませんから、コスト的にいって
も大きな差が日本の中にも存在する、生産性の差も存在する、それをどう調整していくかというの
は非常に大きな問題なので、そう簡単ではありません。 
 それと同時に、私自身、精密機械工業の分野で生産性の追求ばかりやってきて21年過ごしてま
いりまして、そして、政治家になってから農業という分野に入り込んでまいりましたから、その対比
というのが非常によくわかるわけであります。農業の持っている、いわゆるハンディキャップという
のもよくわかる。そういうような状態の中で、これをどう調整していくか、農業という一つの特徴ある
産業をどう残していくのか、あるいは残していかないのか、そういう判断をこの調査会でしていただ
かなければならないと思っているので、非常に大きな意義をこの調査会に感じております。 
 2000年問題からちょっとしゃべり過ぎましたけれども、2000年問題についてはそういうふうに考え
ておりまして、今、勝負がかかっているところだという認識を私自身としては持っておりますので、
今後いろいろ御相談に乗っていただいて、その中で我々行動し、そして、政治家として決めていか
なければならないと思っております。ここは農林水産省ですが、党の農林部会でやりますと、農業
の代弁をする方々がお集まりになって論議をいたしますから、どうしても農業を大事に、大事にと
いうところの視点だけで論議をされていく傾向が強いと思います。しかしながら、農業でできた製品
というのは消費者の皆さんに買っていただくのですから、安全性の問題、コスト、価格の問題もあ
るでしょう。ですから、先ほど御論議いただきましたような御意見というのは私は非常に大事な意
見だと思っておりまして、そういう中でどうコンセンサスを得ていくかということがこの調査会にかか
っていると思っております。ちょっと余計なことですが、申し上げさせていただきました。 
○会長 ありがとうございました。 
 そろそろ時間ですが、もう一つ、３部会の話があるのです。そちらの方に移ってよろしいでしょう
か。 

 
７、部会の設置等について 
○会長 それでは、３部会に分かれて、先ほど御要求がありましたように、風通しは限りなくよくし
ていくということでございます。今の検討項目は、今出ました皆様方の御意見を参考にさせていた
だいて、追加、修正してまたお出ししたいと思っております。 
 ところで、部会の設置でありますが、それぞれ三つの部会に分かれて、専門委員の方にも加わ
っていただいて次回以降御議論をしていただきたいということであります。その三つの部会という
のは「食料部会」、「農業部会」、「農村部会」ということでございます。そこで、部会ごとの委員及び
専門委員の構成を決めるということにしたいのですが、お手元にお配りしておりますので、既に皆



様方御覧いただいているかもしれませんが、部会構成（案）というのがございます。これにつきまし
ては、委員の皆様方の御希望なども踏まえた上で調整させていただいたものでございます。ただ、
部会によりましては本委員の方が少ないということもありましたので、特にお願いいたしまして、二
つの部会に所属していただいたという方もおいででございます。まことに御苦労さまでございます
が、よろしくお願いいたします。 
 また、会長代理と私は各部会に随時参加するということにさせていただきたいと思っております。
 今日の課題は部会長を決めなければいけないということでありまして、食料・農業・農村基本問
題調査会令第４条で「部会に属する委員の互選によってこれを定める」ということでございます。こ
の互選をこれからさせていただきたいと思います。食料部会、農業部会、農村部会の順で部会長
を決めていただきたいと思います。 
 まず、食料部会長の互選でございますが、何か御提案がございましたら、お願いいたします。 
○委員 食料問題について専門家として活躍されている荏開津先生に部会長をお願いしたらいか
がかなと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
 ただいま荏開津先生に部会長をいかがかという御提案がございましたが、いかがでございましょ
うか。 
              〔「異議なし」の声あり〕 
○会長 ありがとうございます。 
 それでは、荏開津先生、よろしくお願いいたします。 
 次に、農業部会長の互選でございますが、御提案ございましたらお願いいたします。 
○委員 農業部会長は、これまで農政にも長らく御経験があって、農業問題について幅広い御見
識をお持ちの後藤委員にお願いしてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。 
○会長 ありがとうございます。 
 ただいま後藤委員という御提案がございましたが、いかがでございましょうか。 
              〔「異議なし」の声あり〕 
○会長 ありがとうございます。 
 それでは、後藤委員、ひとつよろしくお願いいたします。 
 最後になりましたが、農村部会長につきまして、委員、お願いいたします 
○委員 農村部会長は、農村問題の御専門でいらっしゃる祖田委員にお願いしたらいかがでござ
いましょうか。 
○会長 祖田委員はいかがかという御提案がございましたが、いかがでしょうか。 
              〔「異議なし」の声あり〕 
○会長 ありがとうございます。 
 それでは、祖田委員、ひとつよろしくお願いいたします。 
 それでは、こういうことで３部会が設置されまして、各部会長が選出されましたところで、三つの
部会についての検討のスケジュールについてお諮りしたいと思います。 
 第１回調査会で説明がございましたとおり、年内に第一次答申を目指すということになっておりま
す。検討の項目も広範に及びますので、部会での検討をかなりの回数にわたって行う必要があろ
うかと存じますが、スケジュールについて事務局の方ではどのように考えておりますでしょうか、お
願いいたします。 
○事務局 事務局としての考え方を申し上げます。 
 調査会におきまして、年内を目途に食料・農業・農村政策についての基本的な考え方につきまし
て第一次答申をお取りまとめいただきたいと考えております。これに向けまして、食料部会、農業
部会、農村部会におきまして検討を深めていっていただくため、一応６月下旬または７月上旬ごろ
から部会での論議を開始していただければありがたいと考えております。 
 各部会のスケジュールにつきましては、部会長とも相談いたしましてなるべく早く御連絡したいと
思いますが、各部会とも月に１回ないし２回、場合によりましては３回程度のペースで論議を進め
ていっていただければと考えております。 
 また、３部会の意思疎通を図るため、合同部会を開催することも必要となってくるものと考えてお
ります。各部会において一通り論議がなされましたところで本調査会において集約を図り、本年末
には第一次答申を取りまとめていただければありがたいと考えております。 
○会長 ありがとうございました。 
 各部会ごとの、その都度の御議論はできるだけ早くほかの部会の方々にも事務局の方から知ら
せていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 



 今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。 
 よろしゅうございますか。 
 それでは、そのようにさせていただきます。 
 ということで、次回は食料・農業・農村の各部会を開催することになりますが、その日程などにつ
きましては、本日選出されました３部会長と相談の上、事務局から連絡するということにしたいと存
じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 
○委員 今日申し上げるつもりはなかったのですが、これから３部会に分かれてやるということに
なりますと、３部会にそれぞれ関係があると思いますので、資料要求みたいなことになりますが、
今日お答えいただく必要はございません。たしか今年の２月に閣議決定されました「新総合土地
対策推進要綱」という要綱がございます。これは国土庁が主管されていると思いますが、この中に
「市町村レベルにおける土地利用計画により、土地の利用の姿を明らかにする。住民の参加も得
て、地区レベルで詳細な計画の策定を推推する。」というような趣旨のことが閣議決定の中に盛り
込まれているわけでございます。 
 これが一体どういう手順で、いつごろまでに制度化に向けての検討が進められるのか。食料部
会のことでいえば、農地の確保の問題、農業部会でいえば農業の担い手とか、株式会社論という
ような問題、また、農村部会の方でも、農村計画の中の一つのベース、あるいは農村経済計画と
いうもののベースになるということで、全部に絡まってくる問題でございますので、国土庁が今お考
えになっていることを資料としてそれぞれの部会にお出しいただけると、それぞれの部会での議論
がやりやすくなるのではないかという気がいたしますので、追加で申しわけございませんが、お願
いしたいと思います。 
○会長 ありがとうございます。 
 今の資料はよろしいですか。 
○事務局 御趣旨のような資料について、できるだけ取りまとめてお出しいたしたいと思います。 
○会長 よろしくお願いいたします。 
 ほかに資料の御要求等ございますか。 

８、閉  会 
○会長 それでは、本日は、また大変貴重な御意見をちょうだいしまして、まことにありがとうござ
いました。 
 これで閉会とさせていただきます。 
 ありがとうございました。 


