
平成９年９月９日（火） 

食料・農業・農村基本問題調査会 第１回合同部会議事録 

１ 開会 

○会長 それでは、時間になりましたので、まだお見えにならない委員の方もお出ででご
ざいますが、只今から食料・農業・農村基本問題調査会第１回合同部会を開催いたしま
す。 

 本日の会議は、午後４時半まで予定いたしておりますので、何とぞよろしくお願いいた
します。ちょっと長丁場でございますが。 

  

２ 会議のあり方 

○会長 それでは、本日の議事に入ります前に、この合同部会のあり方につきまして皆様
に御説明させていただきたいと存じます。 

 各部会におきましては、６月下旬以降、これまで食料部会が４回、農業部会、農村部会
はそれぞれ３回開催されまして議論がなされてきたところでございます。調査会の検討項
目が多岐にわたりますので、便宜上三つの部会に分かれて議論をしていただいているとこ
ろでございますが、検討項目は相互に関連し合っておりますので、各委員、専門委員と
も、御自分の所属されておられる部会ばかりではなくて、他の部会についても御関心が高
いところでございます。また、項目によりましては複数の部会で議論を行っていただく方
が良いと思われる場合もございます。このようなことから、調査会の初めから合同部会の
開催につきまして各委員から御要望があったところでございますので、本日、第１回目と
いたしまして開催させていただくことにしたものでございます。 

 こういった趣旨ですので、議題や論議の中身については本日は特に制約を設けずに、幅
広く意見交換をしていただければと思っております。要するに部会相互の風通しを良くす
るということでございます。そしてまた、各部会での検討に当たりまして共通して重要と
なるような事項につきましては、特に重点的に意見交換を行いまして、できれば共通認識
というものを形成してまいりたいと考えております。 

 そこで、本日の会議の進め方でございますが、まず部会ごとに、各部会長から各回のテ
ーマと主要な意見について紹介していただきまして、その後、これに関しての質疑応答、
意見交換をしていただいてはどうかと考えております。そこではどしどし、ほかの部会か
ら御質問とか、こういうことも検討していただいてはどうかという御要望とか、お出しい
ただければと思いますが、一通り部会ごとの意見交換が終わった後、引き続きまして全体
としての意見交換を行っていきたいと思っております。 

 なお、各部会に提出した資料につきましては、本日、御参考までにお手元に配付してあ
りますので、適宜御参照いただきたいと思う次第でございます。また、本調査会あてに最
近たくさん要望書が参るようになってまいりましたが、この機会に、これまで参りました
要望書につきまして一括して席上に配付し、御紹介させていただいております。御参考に
していただければと存じます。 

  

３ 食料部会長報告及び意見交換等 



○会長 それでは、まず食料部会長から、食料部会の各回のテーマと主要な意見について
御紹介いただきまして、その上で質疑応答、意見交換をお願いしたいと存じます。 

 なお、議事進行の関係から、時間的な目安といたしまして、各部会長からそれぞれ10分
程度御報告をいただき、その後、その部会に関連いたしまして質疑応答、意見交換、御要
望等を30分程度、つまり１部会当たり40分程度、３部会ありますから２時間と、こうなる
わけです。今日は大変でございますね。合同部会でありますが、本委員と専門委員、両方
の方々が一堂に会しますのは今日が初めてでございまして、多少物々しい感じがいたしま
すが、どうぞ御自由に御発言いただければ幸いでございます。 

 それでは、食料部会長から、ひとつよろしくお願いいたします。 

○食料部会長 食料部会長でございます。それでは、食料部会におきますこれまでの議論
の概要等を御紹介いたします。 

 この調査会におきまして食料部会の検討項目として整理されておりますのは、(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安全保障のあり方、(4) 食料・農業分野において国際的に果た
すべき役割であります。第３点目の項目につきましては、さらに大きく分けまして①国内
農業生産の位置づけ、輸入及び備蓄の位置づけ・あり方等のいわゆる食料安全保障のあり
方と、②としまして食品産業政策のあり方、さらに③としまして消費者関連施策のあり
方、このようになっております。 

食料部会といたしましては、この検討項目につきまして一通りの議論を行うこととしまし
て、これまで７月４日、18日、24日、８月29日と、４回の部会を開催してまいりました。
各回ごとの議論のテーマを申し上げますと、第１回目の部会が、食料をめぐる情勢。第２
回目は、世界の食料需給についてでございます。第３回目は、我が国の食料安全保障のあ
り方でございます。第４回目は、食料・農業分野において国際的に日本が果たすべき役割
と、こういうようなことでございまして、それぞれの会議で事務局で作成しました資料を
参考にしながら議論を行いました。 

 今後の進め方といたしましては、９月19日に予定しております第５回目の部会で食品産
業政策のあり方、10月17日に予定しております第６回目の部会で品質、安全性等食料供給
の質的確保のあり方、10月31日に予定しております第７回目の部会でその他消費者関連施
策のあり方について議論を行うということにしております。 

 それでは、これまで行われました議論の概要につきまして御紹介いたしたいと思いま
す。 

 まず最初が、我が国の食料問題を考える上で前提となります世界全体の食料需給につい
てでございますけれども、短期的な需給変動の可能性ということにつきましては、「世界
の食料需給は、農産物貿易の特殊性から、そもそも不安定な側面が強いが、今後は生産構
造、貿易構造がより不安定な方向に変化するとみられることから、短期的な不安定性が増
大すると見込まれる。」、という点については特段の異論がありませんでした。世界の食
料需給は短期的には不安定性を持っているということでございます。 

 中長期的な世界の食料需給につきましては、「食料需要は開発途上国を中心に大幅に増
加すると見込まれる一方、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、生産拡大を図る上でのいろいろな制約要因が明らかになっていること
から、世界の食料需給は、中長期的には、今後不安定な局面が現れ、場合によってはひっ
迫することも懸念される。」という基本的な見解につきましては、おおむね委員の認識が
一致していたと思います。 



 ただ、個別的な意見としまして、一つは、「問題がより明確に現れてくると考えられる
もっと先の2020年とか2030年頃まで見通せないか」というような意見、もう一つは、「世
界の農業開発可能地、新技術の開発による単収向上の可能性、米国の生産力の見通し等各
種要因をさらに十分検討して、ただ不安定要因があるというようなことだけではなくて、
もう少し明確な見通しをすべきである。」と、このような意見もございました。 

 なお、世界の食料需給に関連しまして、遺伝子組換えによって作られました作物の問題
について議論が行われ、「遺伝子組換え技術の開発については、反対というわけではない
が、実用化には時期尚早である。」、「遺伝子組換えによって安い農産物が輸入され、我
が国の食料自給率が低下することが懸念される。」というような遺伝子組換え作物につい
ての不安が表明される一方、「今後の世界の食料需給を考えれば遺伝子組換えは必要であ
り、研究には前向きに取り組むべきである。」、「安全性が確保されさえすれば導入すれ
ば良いではないか。」というような意見もございまして、若干意見の分かれたところでご
ざいます。 

 次に、国、政府が果たすべき基本的な役割と考えられます食料安全保障のあり方につき
ましては、まず、短期的な需給変動への対応、次に長期的・構造的な需給のひっ迫への対
応と、二つの観点からの議論を行いましたが、まず総論としましては、「国がいかなる場
合においても国民が必要とする食料の安定供給を確保し、国民の生命と健康を守るという
食料安全保障の考え方が必要であること、その中で国内農業の果たす役割は重要であ
る。」というような点につきましては基本的に各委員の意見は一致していたと考えます。
なお、「食料安全保障問題への対応を考える際には、国際的にも通用する政策内容かどう
か、それに要するコストの負担について国民的な合意が得られるかどうか、こういうよう
なことについて十分に配慮すべきである。」という意見がございました。 

 次に、「現在のような豊かな食生活を前提とした短期的な需給変動への対応としては、
国内農業生産と輸入及び備蓄の適切な組み合わせが必要である。」という基本的な考え方
は一致しておりましたが、その場合に、多くの委員から、「国内農業生産を可能な限り維
持・拡大すべきである。」という意見が出されました一方で、「国際協調の時代への移行
を踏まえまして、食料外交を展開することによる輸入の安定確保・備蓄体制の整備等で対
応可能である。」という意見もございました。また、「短期的な需給変動への対応として
の備蓄の重要性」につきましては、委員の認識はおおむね一致しており、何人かの委員か
ら、「どういうものを、どれぐらい備蓄すべきか、あるいは場所や備蓄のコストなどにつ
いて十分具体的に検討すべきである。」というような意見がございました。 

 次に長期的・構造的な需給ひっ迫への対応につきましては、かなりの委員の方々から、
「いかなる不測の事態が生じても最低限必要な栄養水準は国内で供給できるような国内で
の食料供給力を確保する必要があり、そのために一定の農地や担い手の確保等が必要であ
る。」という意見が出されました。つまり、どんな緊急事態があっても最低の必要な栄養
量は国内生産で供給できるようにしておくべきだと、こういう意見でございます。これに
対し、「有事の際の食料確保は国家が行う危機管理対策の一環として位置づけ、必要最低
限の食料を確保する対策を検討すべきであるが、超長期的な見通しに基づく食料危機への
対応については、見通し自体に不確定な要素も多いので、状況が著しく変化した場合に改
めて対応策を検討すれば良い。」という意見もございました。つまり、長期的・構造的と
申しますけれども、有事の際の食料確保は危機管理の問題である。それに対して超長期、
30年、50年先というような問題につきましては、非常に不確定な要素も多いので、いろい
ろなことを考えるべきであると、こういうことでございます。 

食生活の多様化・高度化等により低下してきている食料自給率につきましては、まず、
「現在の42％という食料自給率の水準では安心とは言えないので、もっと高い目標を示す
べきである。」という意見が出されました一方で、「食料自給率は高い方が良いというこ
とについては異論はないにしても、現在日本で食料自給率を向上させるためには、食生活
そのものを政府が誘導して変えるというようなことが不可欠であるが、それは実際上困難
であるので、現在よりも高い自給率を政策上の目標として設定するということには賛成で



きない。」という意見もございました。なお、「農家自身が農地を守ったり、農地を有効
に利用するというような努力をしないでおいて自給率向上ということを言っているので
は、説得力がないのではないか。」という意見もございました。 

我が国の食生活に関してでございますけれども、「無駄が多い、栄養バランス面でも問題
が生じつつあるというようなことで、これについて見直す必要がある。」、「日本型食生
活をもっと宣伝すべきである。」というような意見がありました。また、「国民が何を食
べるかという需要面について、ある程度国が政策的に誘導すべきである。」という意見が
ありました一方で、「国が政策として需要なり消費をコントロールするということには限
界があって、なかなか難しい。」という意見もございました。 

次に、我が国が食料・農業の分野で国際的に果たすべき役割ということでございますけれ
ども、「その重要性を明確に位置づけた上で、開発途上国の持続的な農業生産の拡大や栄
養不足人口の解消に向けて、技術協力や資金協力、食糧援助等を積極的に推進していく必
要がある。」という考え方については、大方の委員の方の意見が一致していたと思いま
す。ただ、「国際協力を行う場合に、国際的に優位なものを提供するのでなくては理屈に
合わない。そういう意味では、例えば世界一価格が高い日本の備蓄米を援助に回すという
ようなことは非効率だ。また、そういうようなことをすると援助のために備蓄米が必要で
あるというような逆の議論にもなりかねない。」というようなことで、効率的な観点を明
確に出すべきであるというような意見もございました。 

 この他、「今までの我が国のＯＤＡの効果を適切に検証して国民に知らせることが必要
である。」、「食糧援助は、被援助国の食文化に対しても配慮する必要がある。」、「世
界各国から食料を輸入しなければならない我が国にとって、国際協力によって開発途上国
の自給率を上げることは我が国のためにもなるということを国民全体によく宣伝といいま
すか、知らせるべきである。」と、こういうような意見がございました。 

 以上が食料部会でこれまで行いました議論の骨子でございます。御質問や御意見がござ
いましたら、どうぞ御自由に御発言をお願いいたします。 

どうぞ。 

○委員 ただいま部会長から、それぞれの議論の内容、経過等について御説明いただきま
して、賛意を表する面が非常に多いわけでありますが、特に私は、国民がいかなる時期に
あっても食、いわゆる人権の尊重・確保というものが至上であろうと、このように思いま
す。そういう観点からしまして、食料の安全保障という面で考えてみたいと思います。 

 まず、基本的に国民の食料の安定供給は国の責任で行うということが最重要だろうとい
うように思っております。また、我が国の食料の安全保障の確保を図る場合には、今ほど
も話がありましたように、短期的にも長期的にも、それぞれの視点から考えていく必要が
ある。そういう中で食料の量ですね、自給率の問題もありましたが、供給と生産の関係も
あると思いますが、もう一点は質の問題だと思います。特に安全性の問題を確保する、国
民が安心して食せるということが基本であるのではないかというように思っておりますの
で、安全に対する基本政策を確立すべきだと思っているわけであります。従いまして、食
料安全保障計画というようなものを策定をすべきであろうと、こう思うわけであります。
言うなれば、今日、我が国におきましても政府の責任でエネルギー対策なり、あるいは防
衛大綱というものが策定されている。これに匹敵する食料の安全保障計画というものを早
急に、この機会に策定すべきであろうと、このように思っております。 

 次に食料の自給率でありますが、今も申しましたように、生産と消費との相関関係であ
る程度動くと思いますけれども、やはり政策目標としてこれをきちんと掲げておくことも
安全性という面で極めて重要な一面であるのではないかと思います。特に非常時の場合、
スイスの事例でもありますように、非常時は穀類にするとか、常時は肉食であるというよ



うに承っておりますけれども、そのような時期的な対応策というのも安全保障の一つでな
いかなと思います。もう一つは、食料政策の目標は国民にわかりやすい形で示すというこ
とで、平常時の、今言いましたような自給率の設定ということが望ましいと思います。い
ろいろ議論はあると思いますけれども、我が国のカロリーベースの自給率が42％という数
値は、先進国では最低であります。規制緩和、市場原理からいけば輸入という問題もあり
ますけれども、前段申しました安全の問題なり、今後におきましても、例えばイギリスが
過去とりました政策の反省から考えましても、やはりある程度の量、最低でも50％という
ものは確保する必要があろうと私は思います。 

そして、最後に言われましたように、今日は飽食の時代と言われるように、お互いがもっ
と食というものの大切さ、重要さ、あるいは生産されたものの心というものを大事にして
いく、そういう意味におきまして食べ方についても十分な検討が要るのではないか。最近
は日本型食生活の見直しというのは欧米諸国におきましても極めて重要視されております
し、我が国におきましても今、米による健康管理というものが大きく言われております。
私は、3000年、4000年の歴史を持った米というものが、農業に欠くことができない、その
ための諸々の条件整備は、この調査会で十分検討し、国民が安心して食し、また地域の中
に誇りを持てるような国づくりにしていくべきではないかというように思っております。
意見を申し上げたわけであります。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。 

食料の安全保障に対する国の責任ということと、食料の自給率についてどう考えるかとい
う点について御発言いただきました。これは食料部会の一番基本になる点でございます。
関連、またはその他の分野でも結構でございます。どなたからでもどうぞ御発言くださ
い。 

専門委員の方もどうぞ。 

○専門委員 私は環境問題、特に地球環境問題から食料・農業問題というものを見ている者
の一人でございます。そういう観点から、食料部会長からの御報告について一、二のコメ
ントを申し上げたいと存じます。 

 まず食料の長期的な需給見通しにつきまして、食料部会の方で、短期的には不安定、中
長期的には不安定、場合によってはひっ迫と、大方の意見はそういうところにあったとい
うように伺いました。私自身も全くそのとおりだと思っております。ただ、環境問題、特
に地球の温暖化とか、先ほど質の問題も出ましたけれども、質の不安ということ、その２
点から考えますと、私個人といたしましては、中長期的には場合によってはひっ迫という
より、ひっ迫する場合が極めて高いというように考えております。それは、皆様方も御承
知のとおり地球の温暖化はいろいろな対策にもかかわらず着々と進んでおりまして、それ
による影響というのは、もちろん単に農業だけではございませんけれども、農業の方にも
大きく出ております。特に現在の食料生産基地と思われているところに、いろいろな意味
で大きな影響を与えると。それに加えまして、例えば病虫害等によってせっかく作った食
料の汚損とか、そういったことも懸念されておりまして、食料をめぐる状況というのは、
21世紀にかけてはかなり厳しいと思います。しかもそれは、21世紀のかなり先のことでは
なくて、そう遠くない時ではないかと多くの人が考えております。私自身もそのように考
えておりまして、中長期的にかなりのリスクというものを考えなければいけないというよ
うに思っております。 

そういう意味で、これまたお話がございましたような国内農業の重要性、先ほどの御発言
の中にもございましたけれども、これは本当に重要になってくると思っております。仮に
20世紀を工業・商業の世紀だとすれば、21世紀は農業の世紀と言っても過言でないような
状況になるのではないかと思っておりまして、先ほどの御議論にもございましたが、自給
率とか、そういったものは恐らく相当真剣に考えなくてはいけない時期になるのではない



かというように存じております。 

それから、先ほどの御発言の中で質の問題にも触れられましたけれども、これも非常に重
要な問題だと思います。量的な問題もさることながら、質の問題もかなり重要で、御承知
かもしれませんが、1990年ぐらいから新しい環境問題というのが指摘されております。一
言で言えば「環境ホルモン」と言われまして、要するに男性・女性を問わず、人間、生
物、野性生物も含めて、農薬とか、その他のいろいろな化学物質によって生殖機能が相当
侵されてきているのではないかというレポートが相次いでおります。これは比較的最近の
問題でございまして、90年代に入って科学者の間でやっと出てきたような問題で、まだ不
確実な問題がたくさんございますけれども、非常に憂慮すべきレポートが相次いでおりま
す。そのようなことを考えますと、量的にも質的にも国内農業の基盤を強くしておく必要
があるということは、私は農業の専門家でなくて環境の専門家ではございますけれども、
強く言えるのではないかと存じます。基本的には食料部会の御見識は全くそのとおりだと
思いますが、あえて環境の立場からコメントを申し上げました。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、どうぞ。 

○専門委員 私は農業部会の専門委員という立場でございますけれども、どちらかという
と、私は料理番組を長年やっておりまして、生活者の視点でございます。１万回放送しま
したが、番組を作ります時に、テレビの人の発想というのは、数字というのは私たちが作
るものだ、数字は後から出てくるものだとということです。数字を見てからものを考えた
のでは間に合わないというのが発想の原点です。視聴率でもなんでも、みんな後から出て
くる。そういう意味で、食生活そのものをどうこうということではなくて、初めに食料自
給問題云々ということがあるのでしたら、数字が合おうと合うまいと、目標をきちんと掲
げるべきではないか。掲げないと、そっちの方向に進めないわけです。食料自給率が可能
か、不可能かということはあるのですが、どうやったら可能にするかという方が重要では
ないか。データを見ていきますと、このデータの中からは不可能なことばかり、駄目だと
いう答えの数字しか出てこない。この「駄目だ」という数字の中から、どうやって隙間を
作って可能にしていくかということが、この調査会の原点ではないかと思うのです。  

 そういう意味で、例えば戦後、大家族から核家族へと家族数が少なくなってしまいまし
た。これによって食生活がどのように変化していったかといいますと、家庭で料理を作る
魅力がなくなってしまったわけです。料理というのは、食べる人がいて作るわけです。自
分のために料理を作るということはない。恐らく、これからは食生活云々といいまして
も、家族が少なくなれば外部依存になっていく率は高いと思います。そういうような将来
的な展望というものを、2010年、または2020年、最低限度のシミュレーションを作って考
えていきますと、もう少し具体的な数字が出てくるのではないかなと私は痛感します。こ
のデータの中には遊びがなさ過ぎるような気がする。「遊び」というのは、遊ぶ「遊び」
ではなくて、プラスアルファの誤差、この誤差が究極的に大きな問題になってきますの
で、なるべく具体的に、食生活の分野は女性の方々に協力をいただいて解決していくとい
いのではないか。 

例えば、少し話がそれますけれど、今、食文化交流プラザを農水省でやっておりますけれ
ど、その中で「新たな食生活の提案」というコーナーがございます。そこの審査会の中
で、地方の方たちが地域活性化のために、奥様方が地場のものを製品化して売っていく、
または別なものを開発して交流を図るというようなことをやっているわけです。この間、
両極端な事例が二つ出てまいりました。一つは、指宿の方だったと思いますけれども、行
政は箱だけ作る。博物館だかなんだか知りませんけど、そういうものを作った。私達は、
そういうものを作って一体どうするのだろうと見ていたけれども、自分達でやらなくては
ならないということでレストランを始めてみた。おむすびのレストランで、いわゆるお年
寄りのお小遣い程度の500 円玉１個で食べられるというレストランですが、それがリピー



ターもついて、今年３年目ですけれども、主婦が自分達の余っている時間の中でやりくり
して地域の活性化を図っている。もう一方では、ＪＡが参加して、非常に商品が伸びて大
変な利益が上がってきた。この二つの話を伺いました時に、目的は何ですかと聞きました
ら、地域活性化だというんです。ＪＡが参加した商品については地域が活性化しましたか
と言いましたら、過疎化する一方だということです。自分達は利益があるけれど、町の活
性化にはなっていないというような答えが帰ってきた。 

 こういうような感じで、私は「食料・農業・農村」というときに、食料問題が一番大き
いのですが、農業を含めて、最後に農村の女性達を上手く利用して方向転換を図る。ずっ
と女性ばかりを頼れと言っているわけではなくて、女性の発想というもの、少し違った生
活者の視点でものを考えていくと、また新たな展開ができるのではないかなというのが、
今まで３回参加させていただいた結論でございます。以上です。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。 

 食料自給率ということにつきまして、３人の方が目標を設定すべきであるというような
御意見を述べられたわけでございますが、これに関連して、他に御意見がございました
ら。 

○委員 私は食料部会の一員でございまして、先ほど御披露いただいた議論に参画してい
る者ですけれども、自給率の問題については私も部会で発言をしましたので、ごく簡単に
フォローをしたいと思います。 

 先ほど食料部会長がおっしゃった、自給率の目標の設定というのは非常に難しいという
要約はそのとおりでございまして、繰り返しません。それ以外に、食料自給率の目標を設
定するについては、私は、もっと先にといいますか、あるいは並行してしなければいけな
い政策上の課題があると思いまして、そちらの方をむしろ先行して進めながら自給率のこ
とを考えていく必要があるのではないか。。それはどういうことかというと、自給力をつ
けるという問題、その方が先だと思うので申し上げますが、一つは、今、米はとにかくあ
ふれ返っているわけでありまして、米以外のものは主要食料も含めて極めて足りないとい
うことです。一体どうしてこういう結果になっているのか、農業現場の問題を含めて、な
ぜ米だけが余っているのかということについての構造的な検証がどうしても必要だろうと
思います。 

 それからもう一つは、先ほど部会長も少しお触れになりましたが、一方では農地がどん
どん減らされているわけでありまして、例えば全中などの新聞広告でも農地がどんどん減
って危ないというようなキャンペーンがございまして、そのキャンペーン自体はもちろん
結構なことなのですけれども、しかし、農業以外の要素が無理やり農地を減らしているわ
けではなくて、農業の中にも、何とか農業振興地域を外して転用させてほしいというよう
な要望が全国的にあるようなことからもわかるように、農業側だけが非常にストイックに
農地の問題を考えていて、他は非常に甘いというような問題ではないので、そこのところ
をきちんと検証した上で、農地というのは自給率に極めて密接に関係することですから、
それは大事なことだというように私は思います。 

 ３点目は、先ほどどなたかから出ておりますように、余りにも日本は飽食でありまし
て、しかも無駄が多い。これは食生活に介入するとかいったかいう以前の問題で、何とか
しなければいけないのではないか。さらに、敢えてつけ加えれば技術の問題ですが、日本
の農業技術というのは決して劣っているものではありませんが、一時の米増産の弊害を受
けまして、例えば大豆栽培の技術であるとか、小麦栽培の技術であるとか、あるいは国産
小麦の品種の開発であるとか、そういう点について余りにも遅れてしまった。そういうと
ころも併せてやっていった上で、その結果自給率、別の言葉で言えば「自給力」が上がる
ということを踏まえて率の問題を考えるということであれば、私はそれは結構だと思いま
すが、とにかく自給率だけ目標を設定してしまえば良いのだという考えには私はちょっと



賛成できませんので、食料部会の一員ではありますけれども、一言だけ申し上げたいと思
います。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。 

 自給率に関しましていろいろな問題がございますが、食料部会の中で何人か出されまし
た議論を、やや詳しく御説明いただきました。 

○委員 自給率について、今までの御意見では、特に食料安全保障という意味でも非常に
大事だとのこと。目標をどこへ設定すれば良いのかとか、そういう具体的なことは別とい
たしまして、非常に大事だという御意見は私は全く賛成でございますが、それを補強する
意味で、今まで出ていないことについて、若干私が考えていることを申し上げたいと思い
ます。 

 まず、国が責任を持って国民の命を預かるのですから、いついかなる時も食料を責任を
もって保障することは大前提であろうと思います。今、専門委員からもお話があった私の
専門とする環境の問題からみましても、餌という問題は別として、一つは国内の農地は環
境に対して、私どもが十分認識していないほどの役割を果たしているということがあるの
ですが、これは置いておきまして、国際関係のことだけを申し上げたいと思います。 

 まず第１に、地球環境全体から考えますと、自然と人間とのつき合い方はどうやるのが
一番理想的かという究極の目標を申し上げますと、可能な限り自己完結型、これは誰もが
異論のない大方の意見でございます。そうでないと大きな歪みが、どこかに必ず出てく
る。可能な限り自己完結型が理想ですが、過去の日本の伝統的な農業というのは、まさに
それをやってきた、世界に比類ない文化の創造主であったわけなのですが、今は滅茶苦茶
になってしまった。ごみ問題一つ考えましても、これほど大量に外国から持ってきます
と、どういう技術が開発されても余分が出てしまうわけでして、汚染の問題一つ考えまし
ても、これほどの大量な輸入をして自国の土壌を潰すというアンバランスな自然とのつき
合い方が良いのかと、地球環境規模で問われなければいけない。 

 そして同時に、21世紀の資源は水と土壌だと言われている。これもいろいろなところで
言われていることは、御承知だと思います。日本の場合は、単位面積当たりの生産量でい
いますと世界一豊かだったはずなのですが、それを潰しまして、他国の土壌を略奪してい
るというのが現在の図式でございます。可能な限りそれを改める方向へ持っていきません
と、地球環境、ことに食料問題、環境問題が厳しくなればなるほど、日本は世界から浮き
上がってくる。そういう存在に既になり始めておりますが、そういうことも頭へ入れてお
かなければならないと思います。 

 もう一つ、これはエピソードとしてお聞きいただいてもよろしいのですが、国際協力の
ことが話題になっていると伺っておりますので申し上げますと、例えばＮＧＯ等で中国と
かアジア諸国で指導している日本の技術者がございます。その人たちが折に触れて私など
にこぼしますのは、向こうの若い人達に日本から持っていった技術を指導する際に、「だ
って何ですか、おたくの国は」と言われるそうです。おたくの国は自給どころじゃない、
自分のところの農業を大事にしていないではないですかと。こちらが指導するのだけれど
も、権威がないというか、「だって、おたくの国は」と、そう言われることが最近多くな
って指導しにくいのだと。向こうの若い人達は見るところをちゃんと見ていると、そうこ
ぼされることがございます。外国の日本の協力に対する見方の中にもそんな風潮が出てき
ているということを心にとめておいていただきたいと思います。 

 食料安全保障ということでいいますと、現在でさえヨーロッパ諸国、大きな国は御承知
のとおり食料の輸出国ですけれども、例えばオランダのように、畜産の国で輸出してはい
るけれども飼料としての穀物は輸入しているというような国でも、調べますと、例えば経
済封鎖があって何カ月も輸入がストップされた時、１年目は家畜を全部つぶして国民の食



料にする。２年目は飼料としての穀物で補う。３年目はカロリーはどれだけ下げると。そ
の間に草地を何とか小麦畑に変えて出直すと、そのぐらいのことをぴしっとやっているの
です。それはオランダだけではない、それぞれの国で相当慎重な計画を立てているように
承っておりますけれども、そんなことを考えますと、とにかく穀物自給率というのは、数
字で出すかどうか、どこまで出すかということはわかりませんが、非常に大事にしていた
だかなければならない問題であろうと。環境の側面から申し上げました。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。 

 時間もなくなりましたので、できるだけ簡潔に御発言をいただきたいと思います。 

○委員 42％というカロリーベースの問題が出ているわけでございますが、米の消費減少
が自給率低下の大きな要因であると言われております。御案内のように、我が国の食文化
におきまして、米だけではなくて小麦や、肉や、油が相当含まれているわけであります。
いろいろなものの中に米だけが余っているという現象、これはやはり、生産目標を立てて
やってきているわけでありますが、御案内のように減反もずっと３割続けてきている。ミ
ニマムアクセス米も、ウルグァイ・ラウンドの合意によって輸入しなければならない状態
にある。５年前を思い出してもらいますと、非常に凶作でございました。作況指数74とい
うことで、急遽外国産米を輸入しなければならないことで、国民全体が食料について異常
な感心を持ったわけでありますが、その後、４年間の豊作が続きました。作況指数が 
106、102 、105 、本年もこの調子でいきますと 103か４になるのではないだろうか。とい
うことになりますと、それだけでも 200万トン近く米が余ってきている。そんなことで、
生産者も既に米価が低迷をいたしまして生産費を割ってきているという状態になっている
わけであります。 

これに対するいろいろな取組みについては、これからの大きな課題であると思うわけであ
りますが、そういう中にありまして、日本型の食料、そういうことも必要ではないかとい
う中にありまして、日本の場合、中山間地帯の農地というのが約４割もあるわけで、そう
いう地域において、どちらかといえば地域の特産品が生産をされている。気候と、その土
地柄、風土によりまして、適地・適産・適人といいますか、作る人、この３拍子がそろい
まして初めて特産品というものができる。多様な食料、農作物を生産していくには、多様
な担い手が必要であります。そのために我々は、持続的家族農業こそが日本の場合は必要
であるということを主張をいたしているわけであり、そういうところに住んで、農業を営
んでいただいていることが水資源なり、国土の保全に大きく貢献をされておる。そういう
方々が今後とも生産を継続していただくような政策といいますか、中山間地対策における
デカップリングというようなことが必要であろうという声がよく出るわけでありますが、
今後の日本の農業、そういうことからいっても、そうした施策、取り組みというものはぜ
ひ考える必要があると思います。 

 何にいたしましても、世界百六十数カ国のうち、自給率が 111番目であるということ、
そういう中から国内の自給力、特に米は全ての基本であるわけでございますので、米の国
内自給という政策は最も大切な政策であると、このように存じます。以上、申し上げま
す。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。 

大体時間がきているのでございますので、できる限り簡潔に、恐縮でございますが、お願
いいたします。 

○委員 私は食料部会ではございませんけれども、今までのお話を伺っておりまして、一
部の委員のお話以外では私の立場は全く逆でございます。特に委員からお話は、危機に対
しては国家が全ての責任を負うから42％の自給率は低過ぎるから上げていかなければいけ
ないと言う意見でしたが、その点に私は頭から反対するつもりはございません。しかし、



一方において、その問題を遂行するためにどれだけのコストがかかるかという意識が全く
抜けていると思います。コストの面を一切考えないで問題を進めていけば良いという発想
は、正しくないのではないかと思います。今度、農業基本法の改革という問題を当調査会
で取り上げましたのも、大きな世界的な流れの変化の中において改めて考えていくという
ことだと思います。ところが今の御発言の中には、そういう視点は全くと言っていいほど
入っていないと思います。 

私自身は、グローバル化が進んできた世界の中において、地域紛争はこれからも起こると
思いますけれども、大戦争が起こって１年も２年もの長い期間にわたって日本が食料危機
にぶつかるというような事態は、もちろん絶無とは言えないと思いますけれども、その可
能性は非常に小さいものだろうと思います。それに対して、今のような農業政策というも
のを進めていけば、現在大きな問題になっております日本の財政の面からも到底負担がで
きないような問題になる。言うなれば、自給率は上がったとしても、その結果として国民
の生活水準はどんどん低下していくというような問題にぶつかるわけであります。その意
味からいえば、問題はコストとベネフィットのバランスの中において考えていかなければ
いけないのではないか。その場合、やはり世界の大きな流れという大前提に立って問題を
考えるべきではなかろうかと思うわけでございます。 

 先ほど、委員が仰いましたように、米の問題につきましては、今の状態について、私は
意見が違うのでありますけれども、370 万トンという大変な在庫が出てきている。それを
保持していくというか、市場メカニズムというものを一切無視した形で進めていくとすれ
ば、財政面からの負担、あるいは国民の税金の負担というものは非常に大きなものになっ
ていく。そういう意味では今の事態というのは、新食糧法における方針に則った、いわゆ
る市場メカニズム的なものが機能していないというところに、私は基本的な問題があると
考えております。したがって、この問題自体も、もっと別の視点から解決するというよう
なことを考えれば、おっしゃることに頭から反対するわけではございませんけれども、一
方においてはそれに基づくマイナス面についても十分な検討をして、そのバランスの中か
ら一つの方策をとっていくと、こういった姿勢が必要ではなかろうかと考えます。以上で
ございます。 

○食料部会長 どうもありがとうございました。 

 最後に、これまで多くの方々から出されました食料自給率についての考え方を別の面か
ら考えるべきであるという御意見が出ましたので、また御反論もあろうかと思いますけれ
ども、最後に共通の時間もとってあるようでございますので、恐縮でございますが、食料
部会に関連しました議論はここで一応終わらせていただきたいと思います。どうもありが
とうございました。 

○会長 食料部会長、ありがとうございました。 

  

４ 農業部会長報告及び意見交換等 

○会長 それでは、続きまして農業部会、お願いいたします。 

○農業部会長 農業部会長でございます。それでは、農業部会のこれまでの議論の概要を
御紹介させていただきます。 

 農業部会は、７月３日、31日、９月４日と３回の部会を開催してまいりました。各回ご
との議論のテーマを申し上げますと、第１回は農業をめぐる情勢と農業施策の概要につい
て、第２回が農地及び担い手について、第３回が農業経営の安定のあり方について、とい
うテーマに従いまして議論を行ってまいりました。今後の進め方につきましては、次回の



９月25日の第４回目の部会で農業の生産性向上、環境と農業の関わりなど、農業生産に関
する議論を行いまして、10月からは、これまで議論が尽くせなかった点も含めまして、さ
らに踏み込んだ、いわば第２ラウンドの議論を行うことといたしております。 

 それでは、検討項目ごとの議論の概要につきまして御紹介をいたしたいと思います。 

 まず、農地につきましては、次の５項目、すなわち総農地面積についての考え方、農地
転用許可や農用地区域などの制度のあり方、株式会社の農地取得、土地利用計画のあり
方、農地の流動化のあり方などが議論されました。 

 まず、総農地面積につきましては、複数の委員の方から、「現在の 500万haの農地は食
料の安定供給のための国内資源として維持すべきだ。」という意見がありました一方で、
「現実には農地面積の減少は続いており、農地の制度や運用が現状のままであれば、農地
の減少はさらに進み、 500万haの農地面積の維持は難しい。」という意見がございまし
た。 

次に、農地の総量確保を図るための制度である、農地転用許可及び農業振興地域の整備に
関する法律に基づく農用地区域などの制度について議論がございました。農用地区域内の
農地については、制度上は転用を認められないということになっておりますけれども、
「実際上は農用地区域から除外することによって農地の転用が行われているなど、農振法
の運用に問題があるのではないか。」といった指摘がありました。また、「農振法による
ゾーニングと農地法に基づく転用規制については、両制度を一体化すべきだ。」という意
見や、「優良農地を確保するため、農振法によるゾーニングなどの規制を強化すべき。」
だという意見も出されました。その一方で、「実際問題として一気に規制を厳格化させる
のは困難であり、時間をかけて、計画的な土地利用制度になるように制度の改善を進める
ことが必要である。土地利用規制の制度を考えていく際には農業者の意向に配慮する必要
がある。」という意見がございました。 

また、第３の担い手の問題として株式会社を考えることとの関連で、株式会社の農地取得
についての議論も行いました。すなわち、「要件を厳しくして株式会社に農地の権利取得
を認めたとしても、株式の譲渡に伴って、その転用を防ぐことは難しいので、株式会社の
農地の権利取得には反対である。」という意見があります一方で、「転用規制を厳格化で
きるのであれば株式会社の農地の権利取得に賛成である。」という意見もございました。
また、「株式会社の農地取得に賛否両論あるけれども、転用期待を有しているのは農家も
株式会社も同じことであり、農地の転用期待を排除することのできる制度を作り得るのか
どうかを検討しながら株式会社の農地取得問題を考えるべきだ。」という意見もございま
した。さらには、耕作放棄地問題とも関連して、「現行の農地制度は権利移動や転用を規
制するだけで、利用の仕方については担保がないけれども、今後は、いかに農地の農業上
の有効利用を確保していくかということが重要である。」という意見もございました。 

 第４に、こうした議論の延長として、「我が国には真の意味での土地利用計画制度がな
いので、「計画なければ開発なし」という理念の実現に向けて、市町村がしっかりとした
土地利用計画をつくり、それに適合しない限り開発を認めないという制度が必要であ
る。」という意見もございました。 

 最後に、農地の流動化に関しましては、これまで貸借による流動化に重点を置いた法制
度の整備が進められてきましたけれども、「農地法と農地流動化を図るための農業経営基
盤強化促進法を一体化すべきではないか。」、あるいはまた、「大規模借地経営が安定的
に経営を継続していけるような仕組みを検討する必要があるのではないか。」などの意見
がございました。 

 次に、担い手に関する議論を御紹介いたします。まず総論として、「将来の農業や担い
手の姿を描いた上で担い手の確保や育成を考えるべきだ。」という意見、「農業経営の体



質強化のためには、生産だけではなく、流通・加工・販売など、川下部門との連携の強化
が重要である。」という意見、「多様な担い手の確保の観点から農地法の耕作者主義を見
直していくべきだ。」などの意見がございました。 

 農業経営基盤強化促進法による認定農業者につきましては、「産業としての農業の自立
を目指す観点から、認定農業者への施策を一層集中すべきだ。」、また、「認定農業者は
地域において孤立しがちなので、周囲の農家等と融和し得るような政策配慮を行うことが
必要である。」などの意見がございました。 

 担い手としての株式会社の農業への参入につきましては、農地のところで紹介をいたし
ました意見に加えまして、「将来の農業・農村を考えた場合、株式会社の農地の権利取得
を一切排除することが日本の農業にとって良いことなのか。営農の意思が確実であれば担
い手の一形態として株式会社を認めるべきではないか。また、外部からの株式会社の参入
ということに限らず、農業生産法人の発展形態もあるのではないか。」という意見があり
ました一方、「農業・農村は共同社会であり、株式会社の参入は農村社会に混乱を招く。
現在の農業生産法人が成長することにより担い手問題には十分対応可能なので、株式会社
の農業参入には反対である。」などの意見がございました。この辺の議論は、まだ十分集
約ができていない状況でございます。 

 また、新規就農者対策に関連しましては、「就業先として農業法人を活用できる面もあ
るので法人化を促進すべきである。」という意見、「これまで、農地に関する制度は相当
に整備が進んだけれども、今後は経営に着目した制度の強化が重要である。」などの意見
がございました。  

 次に、農業経営の安定のあり方についての議論を御紹介をいたします。経営安定のあり
方につきましては、農産物価格安定制度を中心に、現行の価格政策の評価、経営支援のあ
り方、直接所得補償という政策方向、国境措置、稲作の経営安定などが議論をされまし
た。まず現行の価格政策の評価につきましては、複数の委員から、「これまでの農政は安
易に価格政策に依存し、また価格の安定ということよりも価格の支持に傾斜し過ぎてきた
のではないか。」、また、「現行の価格安定制度については、ＷＴＯルールを前提とする
と限界にきており、そのことを前提に、価格はできるだけ市場に委ねながら経営安定方策
を考えるべきである。」などの認識が示されました。また、「現行の価格安定制度は、価
格を固定し市場原理が働かないところに問題があり、これを前提にしては国際化になかな
か対応できないし、農業に市場原理が働かなかったことが企業マインドを持った農業者の
育成を阻んだのではないか。」などの意見がありました。一方、「今までの農政は確かに
価格政策に傾斜していたが、今後とも価格安定制度は農家の経営安定上必要である。」、
また、「農産物の性格上、市場原理だけでは価格の乱高下を生じやすく、国民生活の安定
にも支障を来す可能性がある。」という意見もございました。 

 以上のような価格安定制度の評価を踏まえました上で、農業経営に対する支援のあり方
につきまして、「価格の安定ということより、経営の安定をどう図るかが重要だ。その際
には、価格支持政策が小規模経営を温存し、経営の規模拡大の妨げになってきたという反
省を踏まえて、全ての農家を対象とするのではなく、本当に育成すべき担い手の経営を安
定させるという視点が重要だ。」という意見がありました。また、「農業経営の発展のた
めには生産性の向上がまず必要であり、価格安定制度だけで議論するのではなく、生産性
向上を含めた全体像の中で所得補償の問題も併せて議論すべきである。」との意見もあり
ました。さらに、「先物市場の導入によるリスク回避、法人化による就職・雇用の場の創
出による経営への人材の確保、さらには経営対策として金融面、税制面の支援も検討する
ことが必要である。」などの意見がございました。 

 経営支援策としての直接所得補償という政策方向についての意見も多く出されました。
これにつきましては、「デカップリング、直接所得補償という言葉が安易に使われ過ぎて
いる。言葉の独り歩きでなく、政策内容としてどのような趣旨を持たせるかが重要であ



り、国際的な潮流であるとはいえ、慎重な検討が必要だ。」という意見がございました。
これに関連して、「経営安定政策の視点としては、第１に、施策を担い手に集中し、構造
政策を後押しすること、その際、農業者にも一定の拠出を求めて、拠出をあえて行うよう
な担い手、あるいはまた耕地利用率が高い農業経営などに限って所得補償や収入保険の対
象とするということも考えられるのではないか。また、第２に生産者が環境保全や食料供
給等の面で社会に貢献することへのインセンティブを付与するということを考えた政策立
案が必要である。」という意見がございました。また、直接所得補償の導入・検討を論議
するに当たって留意すべき点として、「米国、ＥＵと日本とでは農業の生産構造が異な
る。日本では構造政策が遅れており、先に直接所得補償を導入すると構造政策への努力が
中途半端なものになりはしないか。」。また、「米国、ＥＵでは対象農家の経営規模が大
きく、生産物の価格が低いこともあって所得補償の単価も低い。財源その他の面で日本へ
の導入にはかなりの国民的な議論が必要であろう。」という意見がございました。また、
「直接所得補償は長期的なものではなく、農業構造のスムーズな転換のために必要な一時
的な施策として考えるべきではないか。」、あるいは、「農村社会の中で担い手に施策が
集中した場合に、その担い手が周囲から浮き上がってしまうということについて懸念がな
いか。」という意見、また、「地域によって重点作物なり経営像が違うので、価格安定政
策などの実施について地方公共団体も参加することが必要ではないか。」等、さまざまな
指摘がございました。 

 国境措置につきましては、「価格政策や経営安定策とも密接に関連している。」という
指摘がありました上で、「持続的な国内生産の維持、食料の安定供給のためには、一定の
国境措置は不可欠である。世界の自由な貿易ルールだけでは日本農業は成立しないので、
ＷＴＯの国際ルールは尊重しつつも、国境措置は継続すべきである。」という意見の一方
で、「消費者の視点から我が国の制度を見直す必要があるのではないか。」、また、「食
品産業は原料である農産物価格が高いために、国際競争にさらされ、産業の体力が低下し
てきている。食品産業は国内農業の受け皿でもあり、その海外への移転が進めば、結局、
国内農業も需要が減少し、脆弱化するおそれがあるので、農業保護は、消費者負担型から
財政負担型、あるいは納税者負担型に移行させる必要がある。」という意見がございまし
た。これにつきましては、「消費者負担から財政負担へという問題は、単に負担を財政支
出の形にさえすれば済むものではない。現在の日本の財政状況からすると、その財源が問
題である。」という意見がございました。 

 なお、農家の経営安定についての差し迫った問題として、稲作の経営安定につきまし
て、「連年の豊作によりまして生産調整に対する不信感と経営の維持・安定に不安が生じ
ている。特に、米価の低下は大規模経営農家が真っ先に打撃を受ける。生産調整に真摯に
取り組む者が報われるような経営安定対策が必要である。」という意見も出されました。 

 以上が農業部会における議論の概要でございます。まだまだ議論が尽くせている状態に
ございませんけれども、御質問なり御意見がございましたら自由に御発言を願いたいと思
います。 

○専門委員 先ほどの食料部会にも若干関連するかと思いますが、二、三意見を申し上げ
たいと思います。 

 私は昭和９年の生まれでありまして、ちょうど私の地方では大変な凶作の年に生まれま
した。単収１石３斗５升、そういう記録があります。村によっては娘さんの身売りのため
の看板を立てながら、人の斡旋までやったと、このような問題があります。先ほど委員か
らも話がありましたとおり、食べ物に関しては、少し多くなりますと今のような状態、足
りなくなるとこの前のように緊急輸入と、こういうようなことで、今は間に合っています
が、私の友達の親父さんなんかは、やみ米で警察に泊められたこともあります。そんなこ
とで、非常に大切なものが、今、軽く論じられているのではないかなと、そんな感じがい
たします。 



 人が土地や自然を相手にしながらやっていかなければならん農業、今いろいろな御意見
をいただいたわけでありますが、その「人」が農村からだんだんいなくなるというような
ことにはならんのかなと、私などは心配をいたしております。価格政策等がきちっとあっ
て、例えば米の問題、どこまで下がってもというようなことでなくて、再生産が償われる
ような価格があって、そこを目標にしながら皆で努力をする、それを下回った場合には何
らかの形で皆で補償していくと、このような仕組みのようなものが出てこないと、安心し
て農業をやるというようなことには参らないだろうと思います。そして、今、米が余って
転作の問題が出てきているわけでありますが、農業団体がやるのではなくて、やはり国の
方針に従ってやらなければならないだろう。皆の知恵をお借りしながらこれらの解決をや
っていかなければならないだろうとは思いますが、根幹は国民の食料の問題でありますの
で、やはり国できちっとやってもらわなければならないだろうと、このように思います。 

 それから、今出ておりました株式会社の農地取得の関係でありますが、私は率直に申し
上げて反対であります。それは、農地そのものは個人の財産ではありますが、非常に公共
財的な性格があるということと、一旦農地を転用しますとなかなか復元が難しい。そして
また、日本は非常に農地が少ない。既に 500万haを割るような状況であります。しかも伝
統的に家族農業でずっとやってきた。そのような長年の歴史的な背景というものがあるわ
けで、ただ機械的にどんどん物を生産すればいいと、こういうようなことではなくて、や
はり大事に、質の良いものを、安心して食べられるような食物を作っていくようなシステ
ムを作っていかなければならないだろう。 

私の管内に、山の方に農村で要らなくなった農家の家屋を都会の人が買って、そのまま放
置しているものがあります。非常にみんな迷惑しておりますが、何とかならんかというこ
とですが、財産として買っておく、そして都合がよければ利用すると、このような投機的
なことに利用されたのでは大変傍迷惑な面も出てくるわけであります。従って農地に関し
ても公共的に皆のために利用していくと、こういうシステムを作ってもらわなければなら
ないし、今、私どもの社会の中から心の問題というのが欠落しているのではないか。何
か、経済的に、合理的に、コストさえかからなければ良いというようなことで、大事にす
る、心を込めて物を育てるというようなことが非常に欠落しているのではないか。私は
今、都市と農村との交流の中でそういうものを大事にしながら、交流を図り、それを育て
ていく良い時期ではないのかなと、こんなことも考えているものであります。 

そして、外国との比較論でありますが、私どもは、もともと土地も狭いし、資材も高い
し、賃金も高い。物財費でもなんでも全て高いわけで、外国と比較して日本の物がこれだ
け高いというようなことには当たらないだろう。元がどれぐらい差があるのか、その辺も
しっかり見きわめながら比較をしていかないと、ただ単に出ていったものが高い、安いと
いうような論評にはならないだろうと思うわけです。そして国際的にも日本の姿が認めら
れるような、そんな農業基本法を作っていかなければならないのかなと、こんなことを考
えておりますので、敢えて一言申し上げさせていただきます。 

○農業部会長 ありがとうございました。 

米の問題は、今の非常に深刻な需給状態の中で、二、三の委員の方から部会でも問題の提
起がありましたが、そのことをめぐっての具体的な議論をいたす段階になっておりませ
ん。これから年末にかけての議論の中でその問題にも触れていかなければいけないのかな
と思っております。 

○専門委員 食料部会に参加しております。私どもは消費者として、農作物が高いか、安
いかという問題は重要な関心事でございます。それで、消費者は安ければいいだろうとい
うように皆さん思われているようでございますが、必ずしもそうではないということを申
し上げたいと思っております。 

 今、食品流通局で遺伝子組換え食品の表示問題をめぐって検討しておりますが、その中



で見えてきたことというのは、消費者の70％以上の方は、遺伝子組換え食品は今のところ
不安である、だから食べたくないのだという気持ちを持っているわけなのですが、食べた
くないといっても、大豆は今２％しか自給しておりません。外国に依存しなければならな
い。そういう時に消費者の選択というのは非常に幅が狭くなっていく。そういった意味で
は、自給率を上げていかなければならないのではないかと消費者の方は考えております。 

 自給率の低さを是正するためにはどうするかということですけれども、国際的な競争原
理、市場原理に農作物はなじむのかどうか、そこのところを、農業部会で論議して、きち
んとした方向を出さないと、正確な方向が出てこないのではないかというように考えてお
ります。私は国際的な競争原理、市場原理に農作物というものは必ずしもなじむものでは
ない、やはりそこには限界があるのではないかというように思っております。アメリカ
に、遺伝子組換え大豆、トウモロコシの問題で行きました。アメリカの農業は、皆さん見
られていると思うのですが、あの広さ、そして日本の狭さとを比べてみた時に、果たして
日本が普通の市場原理でいって太刀打ちできるのかどうか、私は不可能に近いのではない
かと考えております。そういう時に、ではどうすればいいか。やはり国民の合意のもと
に、今でいえば価格支持制度というものもございますが、財政負担の道も考えていく必要
があると思います。そのためには、国民に十分な理解と納得がいかないと、そこは無理だ
というように思っています。 

 今、国民が何を考えているかというと、食料部会でも少し申し上げたのですけれども、
米が大量に余っているということではないでしょうか。400 万トンもの在庫を抱えて、財
政負担を上積みしていく。そういう農業政策のあり方を続けていると、国民の税金を使う
ことに皆さん納得がいかないというように思います。例えば他の作物、特に今私どもが気
にしております大豆などに、お米にかかる費用を少しバランスをとっていくべきではない
かと思っています。先ほど、自給率にはコスト意識を持たなければいけないと委員の御発
言がございました。もちろん農業は、他の工業製品と同じようにコスト意識を持つのは重
要であると思いますけれども、やはりそこには工業製品とは違った限界があるということ
も配慮する必要があると思っております。以上でございます。 

○農業部会長 ありがとうございました。 

○専門委員 やはり消費者に一番近いところで農産物を扱っている立場から、農業を営んで
いる皆さん方にお願いしたいといいましょうか、申し上げたいことがあります。 

いくら農産物でも、基本的には市場原理で作ってもらわなければいけませんし、そうでな
ければ本当の意味での農業の自立はできないと思うわけです。難しい問題を挙げていけば
市場原理は無理だということになりますけれども、そんなことはないのではないかという
ことを少し申し上げてみたいわけです。 

今、主として都会における食生活というのは非常に変化しておりまして、食を外部化す
る、つまり自分で作らないで、出来合いのものを食べていこうとする動きが依然として進
んでいるわけでして、データ的には正確にはわかりませんけれども、恐らく40％を超えて
いるであろうと想定されておりますし、実感もしております。ではどういうところが供給
しているかといいますと、コンビニエンス・ストアのお弁当やお惣菜のようなもの、ある
いはそれに類する形でスーパーマーケットで出しているような調理済みの食品、デパート
でも同じような形が最近非常に売り場を増やしております。そして私どものような外食が
非常に普及をしておりまして、これもかなりのパーセンテージで利用されております。 

これはどういうことを意味するかといいますと、一人一人のお客さんが農産物を買ってい
たのを、少数のユーザーがまとめて買って、それを消費者が消費していくというような形
に大きく変化をしているわけです。これは農業から見ますと相手が見やすくなってきてい
るはずなのです。そこにパイプができれば、何をどう作っていったら良いかが今までより
わかってくるはずだと思いますし、実は、そういう動きが今、始まってきております。 



例えばどんなことがあるかといいますと、お米の問題なのですが、私どもの会社のグルー
プで年間約２万トンのお米を使っております。ファミリーレストランといいますと何とな
く、洋食ですからパンを食べているように多くの方が認識されていますが、圧倒的に御飯
を食べております。そして御飯をどのようにもっとたくさん食べてもらおうかということ
を常に考えております。別にそれは国策を考えているわけではなくて、日本人はお米が好
きですから、もっとおいしく食べてもらおうということで、そのお米を有機米にしようと
私どもでは考えて、今年の買付けは終わりましたけれども、８割近く有機米で手当てをい
たしました。２万トンのうち８割が有機米になるわけです。有機米といっても定義が難し
いですから、こういう言い方をしていいかどうかわかりませんが、低農薬の場合も若干含
まれてそういう言い方になると思いますが、その問題は少し置きまして、いずれにして
も、そういう動きをしますと、経済連と県単位で組んでお米を作ってもらっているわけで
す。当然その先は農家の皆さん方が、それではやってみようかという形で有機米を作るわ
けです。そのようにして経済連単位で対応をしてもらわないと大口の有機米はとても買え
ないわけですけれども、それを買うことができるようになった。価格もそんなに高くはな
いわけです。 

 同じようなことが野菜などでももう始まっておりまして、有機野菜を欲しいという我々
の要望に対しまして、それぞれの経済連を通して一定の農家に作ってもらっております。
これについて言いますと、大体10％ぐらい価格が高くても、消費者の皆さんは喜んでそれ
を消費して下さるということがわかってきております。このように、今までの農産物をど
う作って、どこへどのように売っていくのかということがわからなかった時代から、はっ
きりとわかるようになってきた時代に入っているわけですから、私は、そういう取組みを
することで農産物の自給率のアップも可能になると思いますし、それから競争原理も働い
ていいと思うのです。例えば経済連同士で、こういう米をここへ入れたいというような考
え方で競争ができることも考えられるわけです。 

これから先もさらにそういうことを進めていくことによって、自給率の問題を解決してい
けるのではないか。実は外食関係は特に輸入が多いのではないかという心配を多くの方が
されていますが、確かに牛肉、豚肉のようなものについては圧倒的に輸入が多いのですけ
れども、その他の農産物はまだまだ日本の物が良いと思いますし、これからもそういう物
を使っていくべきだと考えています。その方が質的にも優れているというようにも思って
おります。細かいことは触れておりませんけれども、農業の皆さん方は、川下の問題も一
緒に考えながらタフな農業をやってほしいなと。そういう考え方を申し上げました。以上
です。 

○農業部会長 ありがとうございました。 

○専門委員 専門委員から、農業は市場原理だけではいけないというお話をちょうだいしま
して、我々農村にあっては大変力強いお話だなと、ありがたく思いますが、今のお話も、
これももっともだなと思うのです。なぜそういうお話になるのかというと、こういう場で
議論すると、農業はすべて全国画一的だとこのようになるわけで、やはり地域の特性が育
つような農業をどうやってこれから政策的に導入していくか。基本的には、耕地の広い外
国と日本と同時に考えても無理だと思うわけですが、地域によっては、例えば高原野菜を
やっているところは、今お話があったように、直接、あるいは経済連からお米が直接入る
というようなことができるのですが、雪国の中で、あるいは北海道のような寒冷地帯で、
一体そういう上手い方法があるのかとなると、相当工夫しないとできないし、やはり応援
をしてもらわないとできないのではなかろうかと。 

担い手ということを考えますと、今までの農業は家族労働中心でありましたが、これから
も個別の農業に取り組んでいただく優れた家族労働力は、当然育成されなければならない
と思うのですが、それだけで将来の農業というのは保ってていかれない可能性もあるので
はないか。そうなると、お年寄りでも、御婦人でも、あるいは兼業農家でも安心して農地
というものをどうやって守っていくか、いざという場合の国民の食料を満たすために一体
どんな努力が必要なのかとなると、第三セクターとか協業経営というものが当然育成され



なければならないのではなかろうか。地域それぞれの特性の担い手、担い手ということは
逆に、特性の農産物をどうやって生産をさせていくかということが大変大事なポイントに
なるのではなかろうかと、こう思います。 

 今、現場で、米中心の農業をやってきましたから、今の転作というのは大変不安である
し、豊作を喜べないという農業のあり方というのはどういう方法で断ち切ることができる
かという悩みは、現場の我々がいつも抱えていることでありますが、適地適産がうまく機
能すればこの解決になるのではなかろうかと、このように考えます。具体的に一体どうす
ればいいかとなると、なかなかそこまで踏み込んでというのは難しいことですが、基本的
には適産適地、そういうことを具体的に、構造的にも進めていただける、そして担い手も
そういう形で応援していただけるようなことが大事であるし、また、我々にいただいた資
料から見ますと、新規に農業に参画したいという都市の方々もおるようでありますが、そ
ういう方々が入れるように、あるいは受け入れるような応援の体制というのがまだ十分に
無いのではないか。年金とか社会保険という一連の仕組みの上からいっても、もう少し整
備をしなければ、外から農業に入っていただくということは大変無理があるのではない
か。これからの時代としては、ぜひ直していただけるような形で振興してもらえればあり
がたい。そうすると担い手は相当変わってくるのではなかろうかと、こう思います。 

○農業部会長 ありがとうございました。 

 割当の時間を超過しているんですが、専門委員が手を挙げておられるんですが、よろし
ゅうございましょうか。 

○会長 どうぞ。 

○専門委員 少ない生産者の代表者ということで、一言発言させていただきます。先ほど
食料部会の話の中でも、委員から「自給力」という話が出たわけなんですけど、私も自給
率を語るよりも自給力という考え方の方が良いかと思います。というのは、自給力を確保
するには農地、担い手、技術の確保・普及、４番目には市場価格と量の安定と情報力が大
事かと思います。私がなぜ職業に農業を選んだのかということになりますと、自分がたと
え小さいながらも経営努力によってある一定の成果とか収入が得られるということで農業
を選んだと思うのです。農業経営の安定とか、農業価格の確保というように国民の皆様の
財政に負担をかけて所得を補償されるとなると、一生懸命働いて、なおかつだんだん経営
が斜陽になっていくような仕事に就いた覚えはありませんし、所得補償されて儲かったた
金でベンツを乗り回すこともできないと思うのです。やはり自分なりに企画・生産・販
売・加工等を通して魅力のある仕事で初めて人が育ち、産業が活性化されると私自身は思
うわけす。私は米を20ha余り作っておりますが、2,000 俵余りとれます。今から３年ほど
前、ガット合意の前は２万3,500 円仮渡金があったかと思いますが、それから３年間、毎
年2,000 円落ち、2,000 円落ちというような形で粗収益がなくなっていくわけなのです。
価格を保護するための生産調整をして価格が下がらないようにしているにも関わらず価格
が落ちていく現状を踏まえるならば、作る人間が明らかに多いとしか考えられないので
す。市場原理を用いた場合には当然淘汰をしなくてはいけない。 

淘汰するにもいろいろ問題があるかと思いますが、農業の基本的な問題を語る時に、全て
の農家を生かすということをすれば、我々みたいに専業で生きている人間は経営を非常に
圧迫されているという現状があります。私も経営者ですので、いたずらに2,000 円ずつ低
下していく現状を見過ごしていたわけではなくて、途中、施設等に投資する予定でありま
したけれども、それを見送ったり、修理費を浮かすために自分で機械等を修理したりと、
コストがかからないように自己努力でなるべく利益が下がらないように努力しているわけ
ですけれども、なおかつ今のような政策をとりますと、自己努力にもかかわらずコスト割
れという懸念が出るわけです。米の政策に関しては、今までどおりの生産調整だけではな
くて、何かしら手段を講じないと、米生産農家が全て倒れかねないような危険性をはらん
だ政策のように思うので、その辺をよく考えた上で、農家が本当に農業という仕事を選ん



で良かったと思われるような周辺の整備等をよろしくお願いいたします。 

○農業部会長 専門委員、ごく簡単にお願いいたします。 

○専門委員 先ほど、外食産業からのお話がありましたので、もう一方の家庭で食べる方
の食べ方の問題が大事だと私は思っているものですので発言させていただきます。 

 確かに農産物が今多く消費されているのは外食産業であるかと思いますけれども、外食
産業向けの流通の原理と、家庭で使う農産物の流通の原理は違って良いのではないかと思
います。それを考えますと、大規模な生産と、もっと小さな形で生産する農業というのが
あって良いと思うのですね。特に私は、その地域で生産された農産物は、まずその地域の
人達が食べられるような流通機構が出来上がっていて欲しいと思います。私は野菜の成分
などを分析している中で非常に感じるのですけれど、栄養価とか、おいしさとかは変化し
やすいわけです。例えばその地域の子供達が、自分のところでできた野菜はこんなにおい
しいんだということがわかるような食べ方ができる状況を、ぜひ流通の中で作って欲しい
し、家庭でも、そういう食べ方ができるような取組みというのはできるはずなのです。そ
れはまた別な角度から考えていかないとならない問題、例えば、男性と女性の労働の分担
の問題などを含めていろいろあろうかと思いますけれど、外食産業だけではない方の見方
をぜひ忘れないでほしいと思いました。一言申し上げました。 

○農業部会長 ありがとうございました。 

 大幅に超過しておりますので、この辺で農村部会の方にバトンタッチをさせていただき
ます。 

○委員 すみません、一言だけお願いします。 

 農業部会で取り上げている項目の中で抜けているなと思うことが一つあるのですが、そ
れは農地の相続について、例えば農業を受け継ぐ者に譲られる農地とかありますが、少し
わかりにくいかと思いますが、生前贈与とかいろいろな方法があろうかと思いますが、こ
の検討項目の中に相続についての検討がなされていないので、できますれば一括して農業
をする方に相続させる方法についての検討も加えていただきたいということをお願いした
いのです。 

○農業部会長 考えさせていただきます。しかし、相続で細分化しているという実態は余
りないんじゃないかと思いますが。 

○委員 私どもの暮らしている農村では随分都市化が進みまして、もとは長男が農業をす
る場合は一括して相続し、他の兄弟は権利を放棄をしていたのですが、最近は都市化し
て、農家の考え方が国民全般にある考え方に同じようになってきていますので、優良農地
を確保する必要があるのならば、相続についてのことも入れていただければと思うのです
が。 

○農業部会長 考えさせていただきます。 

○委員 お願いいたします。 

○会長 農業部会長、ありがとうございました。 

  

５ 農村部会長報告及び意見交換等 



○会長 それでは、続きまして農村部会長、お願いします。 

○農村部会長 農村部会長でございます。それでは、農村部会のこれまでの開催概要等を
紹介させていただきます。 

 農村部会では、当初与えられましたテーマにつきまして一通り議論を行うことといたし
まして、これまで３回の部会を開催してまいりました。各回のテーマは、第１回、６月27
日、農村地域をめぐる情勢、第２回、７月25日、我が国における農村地域の位置づけ、第
３回、９月５日、農村地域の定住条件と土地利用ということでございまして、テーマに従
って事務局から資料説明をいただきました後、各委員から意見を表明していただき、議論
を行ってまいりました。今後の進め方につきましては、大変注目され、また重要な項目で
ございます。中山間地域の位置づけと中山間地域農業のあり方についての議論が残されて
おります。 

 これまでの議論の概要でございますが、まず第１に農村地域のとらえ方につきまして、
検討の対象となる農村地域をどのようにとらえるべきかということでございますけれど
も、ここでは、「農村地域の現状や問題点については、都市へのアクセス、農地価格、所
得、土地利用の問題点等のどれをとっても都市近郊、平地、中山間地域それぞれに異なり
まして、一概に「農村地域」としてとらえて一律に論ずるということは困難である。」と
いったことが共通して認識されたように思います。このような認識を踏まえまして、一部
の委員から、「平場は経済効率性を重視して生産性を上げていく一方、中山間地域は別の
役割を期待して、都市近郊の農村と中山間地域の農村と区分しながら政策を考えるべきで
ある。」といった意見がございました。 

 第２に、我が国における農村地域の位置づけについてでございますが、農村がどのよう
な位置づけを受けるべきか、この点について、まず農村の現状をどのようにとらえるの
か、農村の果たす役割をどう評価するのか、また、それと関連しまして、いわゆる農村の
多面的・公益的機能をどのように考えるのかといったことが議論されました。 

 まず農村の現状につきましては、都市と比較して農村に固有の問題が何であるのかとい
った議論がございました。特に農村地域の人口減少や所得の低さ等に関する資料の説明に
関連しまして次のような意見が出されました。「農村地域には、自然環境が豊かであるこ
と、女性と男性が同等に働くことができ、また、女性による起業の取り組みも見られるな
ど、女性にとっての活躍の場が多いことなどのメリットがある。これらのメリットをもっ
と評価し、アピールしていくことが大切ではないか。」、第２に、「農村地域には、住民
自らが消防団を組織する必要があったり、医療体制が不備であったり、公益的機能がボラ
ンティアで守られたりするなど、数字で把握することができないような不利な面がつきま
とっている。」、次に、「単に都市に追いつけという観点ではなくて、地域の間でどうし
ても存在している地域条件の差というものをクローズアップすることにより、必要となる
農村固有の政策とは何であるかということを明確にすべきである。」等々の意見がござい
ました。 

 次に、農村の果たす役割につきましては、第１に、「農村を食料生産の場としてだけと
らえるのではなくて、文化的あるいは文明論的な見方をしていくことも必要ではない
か。」、２番目に、「農村の持つ機能、果たしている役割につきまして、経済効率だけで
はとらえ切れない面がある。例えば、食料生産の確保はもちろんでございますが、環境等
の公益的機能の保全、また、都市住民が農村の良さを共有し、リフレッシュできるような
場や山村留学といったことも含めまして人間らしい生活の場としての、生産・環境・生活
といった３つの役割を維持することが必要ではないか。」、３番目に、以上のようないろ
いろな意見がありましたが、全体としまして、「農村の有する多様な機能を維持・発揮さ
せ、21世紀に向け国民共有の財産として持続的な農村社会の形成を図ることが必要であ
る。」、こういった点につきましては、ほぼ共通の認識が得られつつあるものと感じてお
ります。 



 農村の有する公益的機能につきましては、事務局より国土保全などの公益的機能の説
明、その評価に関する各種の試算等について説明を受けました後、議論いたしました。そ
して、「農村の有する公益的機能に対する国民の評価はそれなりに高く、これを維持・発
揮するための政策的対応を考えるべきではないか。」、また、「公益的機能に対する国民
の評価は現在の所得状況を前提としたものであり、経済的に困難な時代がきた時にはまた
議論が変わってくる。どこまでが公共的なものとしてやり得ることなのか、全体のバラン
スをもって考えていくことが必要だ。」などの意見もございました。 

 ３番目に、農村地域の定住条件と土地利用について議論いたしましたけれども、農村の
定住条件の整備のあり方につきましては、委員から、「21世紀の農村のビジョン、例えば
農業構造のあり方、農村の構成員としてどのような人々を想定するのか、あるいは都市と
農村の関係といった点を念頭に置いて議論する必要があるのではないか。」といった基本
的な問題提起がございました。これを受けまして、「農業所得の確保、魅力ある農業の確
立といった面がまず重要であり、それによって農業そして農村の担い手の定着が図られる
のではないか。」、また、「農業外から農業に参入してくる人々、情報化の進展に伴って
都市から移住して農村で在宅勤務するようになる人々、あるいは定期的に農村を訪れる都
市の住民なども農村を支える存在として考えていく必要があり、このための条件整備も必
要ではないか。特に、若い人たちが好んで居住できるような農村の整備が必要であろ
う。」、また、「都市に追いつき、すべてを都市と同等にするというのではなく、農村ら
しさを維持することと、そのための政策の独自性を考える必要がある。また、自助努力も
重要であり、このため、政策としてできることと、できないことがあることを明確に示す
必要がある。」、さらに、「農村に居住することの社会的評価を高めることが重要ではな
いか。」等々の様々な意見が表明されました。 

 土地利用のあり方につきましては、まず、「土地利用の整序化に当たっては、現場の判
断を尊重する観点から、市町村長へのある程度の権限委譲が必要である。」、次に、「食
料生産の確保、農地の公共財的性格等を考えれば、国として農地の確保を図っていく必要
があるのではないか。特に、耕作放棄対策の強化や農地転用の厳格化が必要ではない
か。」、また、「農村の土地利用については、農業的観点からの優良農地の確保だけが重
要なわけではなくて、非農用地も含めて、全体の土地利用について総合的に適正化を図っ
ていくことが必要である。」等の意見も出されました。 

 全体を通じまして、農村のあるべき将来像を明確に描き得るというところまで至ってい
るとは言えませんけれども、こうした問題提起や意見の交換を積み重ねまして、また、他
の部会での御議論、特に農村社会の経済的な問題が基盤になりますので、そういった御議
論の経過を踏まえながら、当部会におきまして農村の将来像及びその実現のために必要な
ことは何かということを深めてまいりたいと考えております。 

 以上が農村部会におきます検討状況でございますが、これにつきまして御質問、御意見
等がございましたらどうぞ御遠慮なくおっしゃっていただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○委員 農村部会と食料部会に参加させていただいておりますが、食料部会で私が一番感
じますのは、今、日本の国民には余り食料に対して危機感がない、ということです。将来
についてそういうことが起こるかも知れないというのは、先ほど環境の問題を御提案なさ
れた委員の方がいらっしゃいましたけれど、私も大変、天候や地球環境の問題で心配いた
しております。それは農産物だけでなくて、これからの世の中は工業生産品もいろいろと
考えていかなければならない状態になっておりますので、今日、サラリーマンは気楽な稼
業ではなくなってきている都市の方の問題も大きくある中で、食べ方の見直しというのが
やはり大事だと、食料の方では思っております。 

 食べ方の見直しという中には、健康を保つための食べ方、それと、表示を頼って私ども



は買うしかないわけですので、食品を正しく選択できる情報を与えていただくことが大事
だと思います。結局、作られましたものも食べなければ意味がないので、このたび消費者
の視点を入れさせていただいたことは、食べる人たちの意識改革も含めて、食べる人の意
見を反映しようという御趣旨があったかと思いますので、このことは国民的な共有のもの
として、教育の場でも取り上げてやっていただきたいと思っております。 

 そして私は、日本の農業を守る最低の条件は、危機管理として国民の最低カロリーを生
み出す農地の確保、これが原則ではないかと思っております。ですから、農村の活性化と
いうのが、農村の都市化みたいな傾向に走っては全く意味がないと思います。先ほど、専
門委員が仰いましたように、企業家として魅力があるから農業をやっているのだと仰いま
した。そういう意味合いの農業になっていかなければいけないと思いますが、まだそこが
低迷しているところに株式会社参入ということになりますと、私もそこら辺は、農業部会
の結論を大変心配しております。今まででも農業法人としてやろうと思えばできたところ
が、できてこなかったというところにもいろいろ悩みがあると思います。良い指導者がい
なかったというか、農協関係の方たちがもう少し一生懸命いろいろ考えていただけたらと
思います。過去のことを言ってもしょうがないので、今一生懸命脱皮なさっているような
ので、期待いたします。 

 今度の農業基本法に関する研究会報告を、私も原点に帰って見直させていただいては部
会に出ておりますが、「食品産業の活性化」と「消費者の視点の重視」という項目が、両
方入っています。先ほど御提案があったように、確かに食べ方が変わってきておりますの
で、食品産業の活性化のところで農業を考えていただく視点が必要です。吉田先生の言っ
てくださった食べるところで地場産業を育成しましょうという意味も、大変良くわかるの
ですけれども、食品産業、消費者の両方で国産のものを育てていくというか、そういう意
識がないとやっていけないのではないかなと思います。 

 経済コストだけを考えたら、私も世界には絶対太刀打ちできないし、日本の地形を考え
ますと、日本は日本なりの農業を考えてやっていく、その中で何パーセント自給できるか
わかりませんけれども、できるだけ自給率は上げたいのですけれども、自給率を上げるに
は、やはり生産者が作ってくださって私達が買うということで成立するのです。まず一番
最初の土地の確保というところで、優良農地がどんどん流れていってしまうような転用が
近郊では始まっているようですので、その辺を専門の先生方に、どう抑えていったらいい
か考えていただきたいと思っております。 

○農村部会長 ありがとうございました。 

○委員 土地のお話が出ました。今、大変良いことを仰ってくださいまして、ありがとう
ございます。私も全く同じ意見です。農地の株式会社参入の件につきまして、私は心から
憂えております。そういうようなことが今までなかったから、これほど農業が厳しい立場
に置かれていながらも辛うじて持ちこたえてきたのではないかと、そのように私は思って
おります。 

 先ほどからいろいろな委員の方が、日本の農業は共同体が、あるいは家族農業で今日ま
でやってきたと仰いましたけど、本当にそのとおりだと思います。例えば、私はカレンダ
ーを作っていますので、良い写真を集めていますと、東北だけではなくどこでも、耕地整
理をしたような大きな農地であっても、自分の田んぼに小さなものですけれど、ちゃんと
お宮を祭って、先祖代々、近所の人も一緒に、田んぼの中にそういうものを祭りながらお
米を作っている。そういう姿を見ますと、日本の農地というのは本当に、労働の集積の場
であり、祈りの集積の場だと、そういう思いがしております。それを、例えば農地の宅地
並み課税みたいに一律にスペースとしてしかとらえない。そういうことを言い出したのは
誰だ、この大地への祈りの言葉が聞こえないのかと、私のカレンダーは外国でもかなりフ
ァンがいてくださるのですが、そういうコメントまでつけたこともございました。 



 その農地が、市場開放以来、目に見えてすさんできている。私は地方へ出張しますと毎
年毎年心が痛むのですが、例えば昨年などは、西日本のどこへ行きましても、ことに山陰
とか、九州もそうでしたが、都市近郊ではなくて、平場の優良農地であろうと思うような
ところでもセイタカアワダチソウの黄色いのが秋の季節に目立つのですね。そういう景色
を見ますと、私のような都会の人間でも心がすさんでくるのです。ちょうど、山を見たと
きにマツクイムシの赤茶けたのが一面だったりすると心がすさむ。これはもう日本人の血
になってしまった本能的な感覚なんだろう、感性なんだろうと私は思うのですが、セイタ
カアワダチソウの姿を見るとたまらなく心がすさんだ思いがいたします。都会の私ですら
そうなのだから、地元の方々は毎日この姿を見てどんな思いだろうと、昨年は西日本に何
度も出張しながらそういう思いをいたしました。 

 祈りとかなんとかではなくて物理的なことで申し上げますと、例えば兵庫県には、ため
池が５万4,000 ございます。大体さら池で、周りを土で、堤防で囲んだため池があって、
そこから川へ水が通じて、川からまた次のため池と、順々に送っていって、下流へ行って
川の水になるという水の精巧なネットワークになっています。ダム形式のため池などと違
って、谷川を堰き止めるため池の場合は１カ所堰き止めれば良いのですが、さら池なの場
合は、一つの池のぐるりを農民がそれぞれに守っているわけですね。１カ所の農地の担い
手がいなくなったら、そこの堤防を守る人がいない。そうするとそこからため池の決壊が
始まり、ネットワークで順々に川を通してため池へと送っていますから、下手をすれば災
害の連鎖反応になる。これは一番わかりやすい例ですが、そんな具合に、その地域の人間
が代々そこで持続的に農業をやりながら、水の施設を土地ぐるみ守っているという不可分
な関係にあるわけです。そういう意味でも、誰かわからない不特定多数の人達が来て、株
式会社という営利事業でそういうところの一角がやられ出したりすると、地域のネットワ
ーク、水のネットワークがおかしくなってしまう。それほど日本列島というのは自然と人
間と土地との関係がシステム化されておりまして、よほど慎重に考えませんと、土地とい
うのは、迂闊にただのスペースとして扱うと、国土保全の役割なんて言いましたけど、国
土全体のバランスが滅茶苦茶になってしまう。そういう危険を思わざるを得ないので、株
式会社参入の問題は、その問題一つとっても私は非常に慎重にしなければならないと思っ
ております。以上でございます。 

○農村部会長 ありがとうございました。 

○委員 それぞれ農村の多面的な機能については我々も同感であります。それと同時に、
農村の持つものを青少年の健全育成といいますか、教育の現場というサイドで考えていく
必要があるのではないかと、このように思っております。それと同時に、生産の現場であ
る。国民の食料を賄い、さらには衣なり住の一部も担っておるという供給意識を大事にし
ていくべきだと、このようにも思っております。さらに、環境問題では、広範多岐にわた
る環境の維持・保全に資しておる。特に空気なり水、土地、緑というものを大事にする、
また根源でもあろうかと思うのであります。そういった面で国民に大きく貢献できる。 

 高齢者が、伝統、あるいは伝承される文化というものを子弟に自ら教示をしていく、継
承させていくというような機能が、農村の地域に非常に大きく展開をしているわけであり
ます。勤労を尊び、あるいは生物、生き物を育む、そういったような崇高な理念というも
の、また勤労に親しんで汗を流す感性豊かな人間性というものが培われるんじゃないかな
と思います。そういうことがお互いの尊厳と自主性を尊重し、ゆとりある豊かさというも
のを追求している青年期、少年期を形成できるのではないか。そういう意味におきまし
て、教育過程の中に体験農園等々が成立してくるのではないかと思っております。こうい
ったような観点からすれば、将来の農業の担い手というものも、なりわいと同時に、大き
く我が国に貢献できるという自負というものが、より一層の経営努力、あるいは効率的な
農業経営というものも指向できるのではないかなと、こう思います。そのことが国民に理
解、合意を得る基本的な条件だろう。こういうことを満たしていくのも農村の大きな責務
だろうと思っております。 

○農村部会長 ありがとうございました。 



○委員 地域の活性化ということ、それはやはり、人が住む、人口が増えるということが
必要ではないだろうか。私はかねてから、農村基盤整備と住宅地の造成とをセットにし
た、そういう地域はないものだろうかというように思っておりました。福井県の宮崎村と
いうところが見事にそういうことをおやりになっておる。土地改良で基盤整備をやり、片
や区画整理を適用して住宅地域を作っておられる。集落の全体のまちづくりのあり方、つ
まり計画を立てて地域の人が一緒になってまちづくりを行っておられる姿を拝見いたしま
した。 

 村を作り、みんなが実践していくことができるということ、それは何といってもコミュ
ニティがうまくいっておる。連帯と参加の中に一つの地域づくりをやろうという、それが
やっぱり原点だなということを感じたわけであります。米もさることながら、一体になっ
てキュウリとか、ピーマンとか、トマト、あるいはスイカであるとか、少なくとも生産量
５億円以上を目指しておるんですよということで、生産から出荷、販売までやっておられ
るということ、しかも宅地の１区画というのは 150坪平均。住宅も、都市部とは違って少
なくとも四、五十坪の家を建てる人が多いと。そういう中で家庭菜園を作り、皆さんが申
し合わせによって景観の保持をやっておられる。それから、一つのロットの中で 150坪ほ
どは、宮崎村出身の次男、三男のために土地を確保して、このロットの中にお住まいにな
ってくる人の隣組長をやってもらうんだと。そのことにおいて引き続いて住民が同じ心で
一つのコミュニティを実現していき、助け合い、将来お互いが老齢化した時等の対策を考
えておるんだというようなお話を承り、現地も見てきたわけでございますが、そういう立
派なまちづくりも、だんだんと行われている。 

 それにはやっぱり、私利私欲の無いリーダーがいて、皆がコミュニティの中でリーダー
を支え、リーダーは地域の方々の意見を取り入れながらそうしたまちづくりをやっておる
ということがございまして、農村地域のこれからの土地の有効利用、あるいはまちづくり
の参考になればいいかなと思いまして敢えて申し上げたような次第でございます。終わり
ます。 

○農村部会長 ありがとうございました。 

○委員 正直に申しまして全部出席できているわけではないのですが、この調査会に出さ
せていただいて、何を中心に議論がなされているのか、だんだん混迷してまいりまして、
焦点が何かということをもっとはっきり決めて議論をしていく方が実りが多いのではない
かという気がしております。これは要らぬことかもわかりませんが、感想でございます。 

 ３点ほど、農村部会以外のことにも触れると思いますけれども、申し上げさせていただ
きたいと思います。 

 基本的に私がわかりませんのは、農業というのは何のためにあるかというところが問い
直されないと議論が進まないと思います。私は、農業というのは、その結果、果実を購入
する消費者というものが存在するということでない限り成り立たないということを基本に
持っておく必要があると思います。そういたしますと、確かに日本の農業というのは悩ま
しい問題を抱えております。しかし消費者というものは日本の製品を求めるだけでなく、
国際的に同じ製品があるわけであります。そこのところを農業の非常に大きな部分で高い
壁を作っているというのが現状であります。この壁がいつまで保つか、保たすことが日本
の国際的地位として、21世紀、日本が国際的に孤児にならない道に通じるのかどうか、も
っと大きな視野で農業問題を見ていきませんと、世界の中の日本という視点が、経済とい
う見方から見まして、できにくくなってくる。 

その中で日本の特殊性ということを考えますと、日本の農業を大きく二つに分けて、一つ
は国際競争力の持てるような形の農業を追求すること。もう一つは、産業でなく、社会政
策として何らかの手だてを必要とするという部分とに分けないといけないのではないかと
いうのが私の感じでございます。国際社会に通じるような形の農業については、今までの



やり方ではとても太刀打ちできませんから、大規模に集約していくという道しかないのだ
ろうと思います。担い手につきましても、お年寄りにお任せするよりも、企業家精神を持
った人を入れていくということだと思いますし、その中には、株式会社といいますか、企
業が入ってくるのも当然だと思います。 

 株式会社というものについて非常に偏見を持たれている方が多いので、私は驚いたわけ
でありますけれども、戦後、まさに株式会社という組織が日本の経済をここまで持ってき
たと思っています。我々全員がその恩恵を得てこういう生活をしているという原点をお忘
れいただきまして、株式会社罪悪論みたいなのが農政の社会だけにあるというのはまこと
に不思議でございます。農村だけでなく、たくさんの工場にお稲荷さんかなんか祭ってい
まして、祈りの場もございます。農村の持っているそういう独善的な考え方というのは排
除しないと、国際的な農業というのは作られないだろうと思います。水のネットワークに
いたしましても、株式会社が来たら潰すなんて、そんな馬鹿なことはあり得ないわけであ
りまして、それが経済合理性があればもっと立派なものにしていくということは十分考え
られる。 

 そういう意味で、担い手につきましては、やはり大規模化、そして経営のわかる人に任
すという方向性があって然るべきであり、それでない部分につきましては、社会政策とし
て何か考えても良いのではないかと思っております。そうでない限り、日本の農政という
ものはいつまでも莫大な補助金、価格補償、税金、そういうものが降ってくる上で成り立
つという情けない社会になってしまうのではないかと思います。 

 二つ目は、自給率とか国産というものを非常に尊ぶお考えがあるようでございますけれ
ども、私は、これからの世界というのは、前にも申し上げましたけれども、国際協調の世
界だと思うのです。日本は農産物が少なくて輸入しないといけないけれども、世界に冠た
る工業製品を輸出いたします。知恵も輸出いたします。いろいろなサービス業も輸出いた
します。そういう中で国際協調を進めていって、国境の壁を取り払っていくというのが21
世紀のあるべき姿であって、その中で日本の農業だけをものすごい高い壁で囲むというこ
とは許されないことだと思います。物を買ってあげるということも交易条件上非常に重要
なことであります。我々は売るばかりでは食べていけないわけでありますから、売る物も
ある、買う物もあるということは良いことだと、国際的にお互いに依存し合うということ
は良いことだと思います。防衛力も依存する、エネルギーも依存する、食料も依存する、
工業製品も依存する、サービスも依存する、そういう社会を農政の中でも作っていくとい
うことだと思います。海外の物は危ないというのは、とんでもない話でありまして、日本
の物も危ないかも知れない。国際的な基準というものを国際協力によって作って、その基
準を高めていくということが必要なのです。環境問題等も、日本一国だけでやれば環境問
題はいいんだというような、そういう独善の議論は少しおかしいという気がいたします。 

 これ以上はやめまして第３点でございますけど、第３点は、農村文化とかそういうもの
でございますけれど、農村というのは、一番最初の問題に帰りますけど、何のためにある
のかということです。農村は農村のためにあるのでなく、農村もやはり時代とともに変化
し、伝統も変化するのです。伝統を守るべきというのは、一体いつの伝統を守るのか。
1950年の伝統なのか、1850年の伝統なのか、この100 年の間に滅茶苦茶変わっているわけ
ですね。そういう意味では、農村文化も重要でございますけれど、都市文化も重要なので
す。これは時代とともに移るものであって、もし今のままのものを保存しようということ
になりますと、戦後農村に非常に大きなコストが国としてかかったが、それを引き続きか
け続けろということでございますから、引き続き非効率、そして農村文化というものに国
の富を傾けていいかということになりますと、国民的な合意として、非常に難しい問題に
なると思います。伝統的な農村とか、農村文化というものを考える時も、これは変化する
のであり、日本の全体の生活環境も変化するものであるという中で農村のあるべき立場と
いうことを考えませんと、都市住民からいうと、そんな馬鹿なことはないということにな
って、農村に対するサポート、都市と農村との交流ということでなく、断絶という方向に
行きかねないという気がいたします。 



ちょっと過激なことを申し上げましたけど、以上３点でございます。 

○農村部会長 ありがとうございました。 

○専門委員 都市と農村の交流のあり方という項目がございますけれども、基本的には農
産物を中心に、都会の消費者と農村の方と交流していくのが良いのではないかなと思って
います。例えば１億円もらって温泉ランドを作って都市の人を誘導するのではなくて、農
産物を通して交流をしていくのが望ましい。かつて私どもは産直という行為をしておりま
した。今でもしておりますけれども、情勢を見ていますと、だんだん産直ということが難
しくなってきた。今までは産直して、どこかのお家に来て、それを分けてみんなで消費す
るというようなことを通して農業を見たり農産物を見たりしていたわけなんですが、よく
言われる女性の社会的進出、労働の問題、高齢化の問題がありまして、最近それがだんだ
ん停滞してきているように私は思っております。私ぐらいの年齢の人は昔一生懸命やった
のですけど、今の若い人は、そういうことは面倒くさいという風潮になってきている。 

 昔もう亡くなりましたが、うちの会長が公設市場復活運動みたいなことを行っていまし
た。私自身は公設市場というのは知りませんが、例えば農村で農産物を作って、どこかの
運動場とか、出来れば公的な施設で常設ではない、今で言う朝市の大規模なものを開催
し、都市の人は週に何回か車で来て買うというように、農産物を通して、買う人と作った
人が交流していくという取組みがまたできないものかなと考えております。産直の難しさ
を他のことに転換していって、公設市場の創設というようなことを考えたらいかがかと。
農村部会で検討していただけたらと思っています。 

 それから、先ほど株式会社の話が出ておりますが、私も株式会社に参入して農業経営の
株を持ちたいわと言いましたら、経済学者の方が、株式会社というのがどういうものか理
論的に考えれば、それはいけないよというようなことを言われたのですが、皆が株式会社
に対して持っているイメージが違うのです。私がかつて持っていました株式会社のイメー
ジというのは、私も農村株を買いたいというようなことですが、もともと資本の論理とい
うものがあってというふうに説明されれば、ああそうかな、まずいのかなというように思
ったりしております。とにかく国民の間で、男性はわかっているのかも知れませんけれ
ど、株式会社というのを勝手にイメージして、良い、悪いというような論議にならないよ
うに、イメージを統一しておく必要があるというように思っております。 

○農村部会長 ありがとうございました。 

 それでは、もう40分になり、与えられた時間を経過いたしましたので、後のこともござ
いますので、もう一方にお願いします。 

○委員 農村部会で、農村のいろいろな価値、役割、機能、そういうものの保全という観
点を強く皆さんが意識しておられるということを伺いましたけれども、それはもちろんロ
マンとして理解しなければいけないことだろうと思います。また、国民的にもそういうこ
とはかなりの共感を呼ぶ考え方であろうと思うのですが、しかし食料・農業を合わせて農
村問題全体について、これからの政策・施策というものをどのように展開をするのかとい
うことを考えますと、恐らくは、理念の確立ということだけで足りる分野は極めて限られ
たものであり、結局財政負担、あるいは国民負担と言い換えてもいいんですが、そういう
負担を含めて、行政施策としていろいろなことを打ち出していかなければもたない世界で
はないかと思うわけです。 

 そう考えますと、毎度申し上げていることで恐縮なんですけれども、国・地方合わせま
して今日の状況を考えますと、プラスアルファの負担ということを前提としてものを考え
ることがなかなか難しくなっていると。可能性絶無ではないと思いますけれども、非常に
厳しい状況になる。特に21世紀を踏まえた議論を我々はしなければいけないということに
なりますと、21世紀というのは少子高齢化でとんでもない状況になるように思われますの



で、そこまで考えていくと二つのことを考えていただく必要がある。 

 一つは、何人かの委員の皆さんが言っておられる効率化の観念というものを、今までの
政策の中でも一生懸命考えてはこられたわけですけれども、格段に重視していろいろ考え
ていただけないかということ。もう一つは、これは農村部会へのお願いでもあるのですけ
れども、地方公共団体、あるいは地方行政というものが、それぞれの地域の問題として、
農村地域政策という形として極めて力を入れてこれから考えていっていただくというこ
と。今まで地方にきれいな箱物の導入とか、いろいろなことをやってこられたと思うし、
それなりに地方の生活というものもレベルアップをしておられるわけですけれども、これ
だけ農村地域の重要性というものが言われているわけですから、地方行政というものがど
うしたら本格的にそういうものに取り組まれるのか。もちろん、全くそういうことをさぼ
っておられるとは思いませんし、私の方がむしろ不勉強なのでしょうから、各地域でいろ
いろお考えなのだろうと思いますが、例えば、今我々がやっているような、これほどの規
模にならないにしても、地域の農業施策なり農村施策に関して、どこかの県、あるいはど
こかのブロックで検討会議みたいなものを設けて先導的にやっておられるというような例
があるのか、あれば大変ハッピーだと思いますし、そういう成果を我々も活用して議論を
すべきだと思います。また、なければ、どうしたら行っていただけるようになるのか、地
方行政の貢献というものに対して、この会議がどれだけはっきりと、強くいろいろなお願
いを打ち出せるのか、そういった観点の検討を農村部会でやっていただければ大変ありが
たい。もう既に進めておられるのであれば、私の不勉強ということでお許しいただきたい
と思います。 

 それから、食料部会の関係で一つだけ、余計なことかも知れないのですが、お願いを申
し上げたいのは、学校給食という施策についてですが、保利政務次官も昔文部大臣をやっ
ておられて、よく御存じでいらっしゃるわけでありますけれども、日本の食文化とか、米
の消費とか、いろいろなことに影響を持っているのではないか。給食米を政府から売ると
いうような技術的部分は別としまして、学校給食というものの位置づけなどが、食料部会
の方でどのように見ておられるのか出していただけると、何がしかの有用性があるのでは
ないかと思います。以上申し上げました。 

○農村部会長 ありがとうございました。 

 まだ多々御意見もあろうかと思いますが、時間が大分過ぎましたので、農村部会につき
ましてはこれで議論を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○会長 農村部会長、ありがとうございました。 

  

６ 全体意見交換 

○会長 ３部会の御報告と意見交換が行われましたが、これから全体討議になるはずでご
ざいますが、時間が余り残っておりませんので、やむを得ませんから、全体討議の方は次
回以降に繰り延べさせていただきまして、余った二、三分の時間で私と、政務次官と、何
も打ち合わせてないのですが、今まで伺った中で、ぜひこれから御検討いただきたいとい
う点を申し述べさせていただきたいと思います。 

 21世紀はどういう時代かということでございます。技術文明が成熟して、全世界的に景
気の低迷の状況下にあります。新しい買いたい工業製品はほとんど見当たらないという時
代の中で、全体の産業のうち農業をどう位置づけていくのか、これは日本だけの問題では
なくて全世界的問題でございますが、産業社会の中でどのように位置づけたらいいのか、
産業社会と横並びで、ほかの産業と同じように位置づけるべきか、あるいは、産業社会の
基底、底にあるものだというように位置づけるべきか、あるいは、その両方でもなくて、



ある意味では底にあるけれども、ある意味では自由競争原理にさらすべきであると。いろ
いろな考え方がありますけれども、農業をどういう位置づけにしたらいいのか、これがお
教えいただきたい第１点でございます。 

 第２点は、食べ物というのは「安心」という問題がありまして、同じ食い物でも、おい
しく食べられる時もあれば腹を壊してしまう時もあるわけで、フランス料理なんて、ナイ
フとフォークでちゃかちゃかちゃかちゃかとやっていて、後ろでボーイかなんかにへます
るのではないかと見られたりしていますと胃の途中でステーキが引っかかってしまって下
へおりなくて、家に帰ってすとんと落ちて「腹が減った、お茶漬を食おう」となるわけで
ありまして、同じ食べ物でも、おいしく食べられたり、おなかを壊す場合もありますし、
同じビールでも、うまく飲める時もあるし、非常に苦い時もございます。これからの時
代、確かに全世界的に大きな戦争はないんですが、それは間違いないので、技術文明が成
熟している限り大きな戦争ができる国はないのです。しかし、いらいらは高じているわけ
で、不安感もまた増えております。安心のある暮らしと命が欲しい。これは全国民の願い
ではないかと思います。その「安心」という時に、国産の物と外国の物とで区別がないの
か、あるのか、ぜひそれはお教えいただきたいと思います。遺伝子組換え農産物が良い
か、悪いかという問題も先ほど出ましたが、「安心」、心の安らぎですね、その観点から
ぜひお教えいただきたい。日本で洋食が普及しているように見えていますが、夕食をナイ
フとフォークで召し上がっている御家庭というのは珍しいのではないか。箸で食べている
のが普通ではないかと思います。意外に文化というのは根強くて、しつこくて、そう簡単
には変わらないものでございまして、「安心」のある食生活というのは一体どういうこと
なのか、そこをぜひお教えいただきたいと思います。 

 同時に、同じく二つ目ですが、余り美しさについて御発言がございませんが、1972年に
国連のユネスコ総会は世界遺産条約というのを満場一致で採択いたしました。まさに近代
化から見捨てられているような農村とか自然が、今、遺産として、その土地だけの宝では
なくて全人類の宝であるということです。したがって、その保全に全人類が義務を負うと
いうことで、日本でも岐阜の白川郷とか、富山の五箇山とか、こういったものはまさに美
しさによって評価されていますね。同じように屋久杉、あるいは白神山地もそうでありま
すが、そのような昔のいい形ですね、これが今、宝になってきているのは事実です。その
点からしますと、棚田などは確かに生産性はものすごく悪くて非効率なんですが、でも私
たちの宝であるという面があって、そういうものを持っているとほっとする面があります
ね。美しい農業、あるいは美しい農村というのは、美しい命と暮らしの生き方と結び合う
わけであります。先祖がみんな持っていた美意識の観点については、機能性、経済性、効
率性とは必ずしも結び合わないもので、ぜひ美意識の点をお教えいただければと思いま
す。 

 三つ目は、これは皆様から出ておりますが、都市民による農業へのアクセスをどのよう
にしたら容易にできるだろうか。農村あるいは農業をいかにして活性化できるだろうか。
その点もぜひお教えいただきたい。これは会長としての私の勝手なお願いでございます。 

 私なりの要望を申し述べさせていただきましたが、政務次官もたぶん仰りたいことが山
ほどおありになって、しかし時間の制約もございますので、お一言かお二言おっしゃって
いただければと思います。 

○政務次官 御指名をいただいてありがとうございます。 

 本当に、委員の先生方には４月以来ずっと、各部会に分かれて、また総会の形でこの会
議を長時間にわたってやっていただきまして、本当にありがたく思っております。大変貴
重な御意見もたくさん頂戴いたしておりまして、私ども事務局の方でもいろいろ議論をす
るのでありますけれども、私ども伺っていると、先生方の御意見というのは非常に有意義
に感じており、お礼を申し上げたいと思います。 



 私、冒頭遅れて参りましたが、実は、今日自民党の本部で行革推進本部の総会が行われ
まして、橋本総理が御出席になられまして、約40分橋本さんがおられまして、その後ずっ
と引き続き会議がございました。先だってある部会で、国家の行政組織の中に農とか食と
かいう字が消えてしまうということは極めて残念であるという御意見がありましたけれど
も、同じような意見が総会で表明されておりましたことを御報告を申し上げたいと思いま
す。これは、ただ「食」とか「農」とかいう字が消えてしまうというセンチメンタルな面
だけではなくて、食料政策というのは国家の基本政策の一つであると思っておりますの
で、気持ちの上だけの問題ではなくて、重要施策であるという位置づけをしてもらいた
い。それを国家行政組織の中にはっきり表してもらいたいという希望を、私自身は持って
いるわけでございます。 

 それから、御承知のように11日に内閣改造、あるいは党人事が予定をされておりまし
て、今後私はどうなるのかな、寂しいなと思いながら、あるいは今日が最後になってしま
うのかななんて思いながら、御世話になりましたことを心から感謝を申し上げたいと思い
ますし、私もこの会議の行方については大変関心を持っておりますので、どこの部署にお
りましょうとも、農林水産省の方々との御連絡を通じてこの会議の行方というのを見守っ
てまいりたいと思っております。もちろん、ずっと継続してやれればそれにこしたことは
ないと、このように思っているわけでございます。 

各部会、あるいは総会等で要らざる発言をたくさんしておりまして、本来お伺いをする立
場の者がいろいろな発言をしておりますことについて、お詫びを申し上げたいと思います
が、どうしても口の方が開いてしまいまして、申し訳ないことだと思っておりますけれど
も、随分いろいろ発言をさせていただきました。実は、私も長いこと農林水産の問題に携
わってまいりましたけれども、農林水産という問題、あるいは農業・水産業という問題を
どうやったら国民的課題にすることができるかということについて、随分悩みもし、考え
もしてまいったわけでありますが、今回「食料」という字を冠したこの調査会が発足をす
ることによって、日本の食料政策ができるのではないか。それには全国民が関心を持って
これを見ていただきたい。いろいろなお立場からのいろいろな御意見があるだろうと思い
ますけれども、食料問題というのが非常に大事なんだということが日本の国内で広まって
まいりますことを、私は大変期待をいたしているわけでございます。 

その食料の供給のあり方については、いろいろな御意見がありますので、この場でどうこ
うということはございません。ただ、私が今、食料・農業、あるいは水産業という問題で
考えておりますのは、国内問題としての産業問題と同時に、対外的なスタンスをどうとっ
ていくか。つまり2000年問題と言っておりますが、次期農業交渉において日本はこういう
スタンスで交渉をするんだという立場が、まだ明確にはできていないように思っておりま
す。この立場をある程度、余りかちかちなものをつくるというわけにもまいりませんが、
こうだと世界に向かって言えるようになりまして、つまり食料に対する日本としての哲学
あるいは理念というものができることによって、それが新農業基本法に結びついてくるの
ではないかと、このように考えているわけでございます。世界の中、いろいろな国々がご
ざいまして、日本もまた肉や、小麦や、飼料作物等についてはほとんど輸入という形にな
っておりまして、世界経済の中で生きていっているというように考えていいのではないか
と思います。そういうようなことを考えながら、新農業基本法、あるいは農業そのもの、
水産業そのものがどうあるべきかということをこれからも御検討をいただきたいと思って
いるわけでございます。 

 大変、御世話になりましたというご挨拶を申し上げてはいけないのでありますが、いろ
いろ貴重な御意見を聞かせていただきましたことを心から感謝を申し上げ、今日、皆様に
お集まりいただきましたことに重ねて御礼を申し上げましてご挨拶といたします。ありが
とうございます。 

○会長 ありがとうございました。今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます。 



  

７ 今後の進め方 

○会長 それでは、本日の合同部会の意見交換は終わりにいたしまして、最後にこれから
の調査会の進め方につきまして御相談させていただきたいと存じます。 

 各部会の今後の予定に関して申し上げますと、食料部会につきましては９月19日に第５
回、10月17日に第６回、10月31日に第７回が予定されております。農業部会につきまして
は、９月25日に第４回、10月16日に第５回が予定されております。農村部会につきまして
は、９月26日に第４回、10月24日に第５回が予定されているところでございます。各部会
におきます議論がほぼ一巡いたします11月の上旬頃に、第２回の合同部会を開催いたしま
して、改めて部会相互の風通し、同時に共通認識の形成を行いまして、第１次答申の作成
に入っていきたいと、そのように考えております。 

 調査会の進め方につきまして、私の方から一つ提案させていただきたいと存じます。我
が国の農業、農村の実態は、先ほどもお話がありましたが、多様でございますので、全国
の主要な地域におきまして調査会の委員、専門委員が何名か出向いてまいりまして、地域
ごとに、現場に近いところで公聴会といったような形でいろいろと地元の意見を聞いては
どうかと存じます。これにつきまして、具体的には事務局の方から説明するということで
ございますので、よろしくお願いいたします。 

○企画室長 企画室長でございますが、お手元の資料５、地方公聴会の開催についてでご
ざいます。 

 趣旨は、ただいま会長が申されましたけれども、全国各地域におきまして国民の意見を
広く聴取し、国民的合意の形成に資するということで、開催してはどうかということでご
ざいます。 

 日時と場所を２番目に書いておりますが、10月13日、21日、27日ということで、場所は
札幌、仙台、岡山、熊本ということでございます。会長並びに各部会長に座長ということ
で出ていただきますほか、各委員並びに専門委員に御出席をということでございます。 

 議事といたしましては、座長から調査会におきます検討状況を御紹介していただきまし
て、その後、地域の関係者による意見陳述ということで、一般公募が５名程度、それから
地域の各界各層の代表者ということで５名程度、合計10名程度の方から意見を陳述してい
ただきまして、その後、出席されております委員と意見陳述人との間で意見交換をしてい
ただいたらというように考えております。 

また、議事はすべて公開ということで、マスコミ、一般市民の方々に自由に参加していた
だくような格好でどうかということでございます。 

 ２枚目につけておりますような紙を、もし御賛同いただけましたらクラブ等に配付いた
しまして広く募りまして、10月、こういった地域において開くということで陳述人の公募
等を行うということと、一番下には、あらかじめどういったことを言うのかというポイン
トを募集したいということでございます。以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

ただいまの説明のような形で地方公聴会を開催してはどうかと思いますが、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、そういうことにさせていただきますので、このことを本日の会議終了後の記者
会見で公表したいと考えております。何とぞ御了承のほどをお願いいたします。 

委員、専門委員の皆様方には、大変お忙しいところ恐縮でございますが、できるだけいず
れかの公聴会には御参加いただきたいと考えております。参加していただく場所等につき
ましては、皆様の御都合等について御希望をお聞かせいただきたいと思いますので、事務
局から連絡が行きました時はよろしくお願い申し上げます。 

  

８ 閉会 

 本日の合同部会は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。 


