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１．開  会 

○部会長 時間がまいりましたので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会農業部会の
第１回会合を始めさせていただきます。 
 部会長を仰せつかりました後藤でございます。皆様の御協力をいただきながら、できるだけ円滑
な、そしてまた能率的な部会運営を行ってまいりたいと存じておりますので、何分よろしく御協力の
ほどをお願い申し上げたいと思います。 

２．委員紹介 

○部会長 本日は農業部会の初めての会合でございますので、初めに事務局から委員及び専門
委員の方々を御紹介いただきたいと存じます。 
○事務局 農林水産省の官房企画室長でございます。よろしくお願いいたします。 
 それでは委員の方々を御紹介させていただきたいと思います。（以下、略） 
 なお、今日は一部の委員が遅れて出席されますが、全員御出席ということでございます。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

３．政務次官挨拶 

○部会長 それでは、農林水産政務次官に御出席いただいておりますので、一言御挨拶をちょう
だいいたしたいと存じます。 
○農林水産政務次官 本日は大変お暑い中をこうしておいでいただきまして、まことにありがとう
ございました。 
 食料・農業・農村基本問題調査会が４月に発足をいたしまして、既に調査会といたしましては３
回の会議を経ておりますが、今日は農業部会の第１回会合が開かれ、後藤部会長のもとで御論
議をいただくことになっております。まことにありがたい次第でございまして、心から厚く御礼を申し
上げたいと存じます。今日は専門委員の皆様方にも御参加をいただいて専門的な分野からいろ
いろと御意見を賜るわけでございまして、大変ありがたく存じております。いろいろな御意見等をお
聞かせいただければ大変ありがたいと思っております。役所の方から若干の資料等も準備をいた
しておりますので、これを御説明申し上げ、御論議の御参考にしていただければと、このように思
うわけでございます。 
 さて、農業部会におきましては、農業のあり方、これからどのような形で農業を進めていくかとい
うことについて一定の御議論をちょうだいし、結論をいただき、農業基本法の改正等を含む諸改革
に取り組んでいただくわけでございます。 
 私は農業というものに大変長い間、関わってまいりましたけれども、土地と人とそして技術、この
３要素によって農業が営まれているというふうに考えております。また、最近は国際化の時代を迎
えまして、どうしても海外からのいろいろな波、圧力、そういうものが日本の国内産業にも影響をし



てくるということでありまして、こういったことも無視することができないわけでございます。さらには
また、生産性を向上させていきます過程におきまして――この生産性の向上は、内外価格差がい
ろいろ言われている中で日本の農産物もそれに対応できる力を養わなければならないという意味
で生産性を追求していくわけでありますけれども、生産性を追求していきますとどうしても地域的
にいろいろな格差が生じてくる、この格差をどのように調整していくかということも非常に大きな問
題ではなかろうかと、生産性についてそんなことを考えております。 
 また同時に、大変突っ込んだ話になりますけれども、農業の世界にも株式会社を導入してはどう
かというような御意見もあります。こういう点については我々は十分に論議をしていかなければな
らないと思います。産業でございますから、株式会社も一つの形態かなと思いますが、同時に、株
式会社は性質上、利潤の追求という資本の論理が働くわけでありまして、ここのところを農業とい
う特別な伝統的な産業でどのようにこなしていくのか、あるいはこなしていけないのか、こういった
問題が含まれていると思っております。 
 大変難しい問題が横たわっている当部会でありますが、後藤部会長のもとでいろいろ御論議を
いただきまして、長い目で見た農業の再構築へ向けて御結論を賜りますように心からお願いを申
し上げ、私の御挨拶とさせていただきます。 
 本日はありがとうございました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 

４．経過説明、部会の進め方 

○部会長 本日は、第１回の会合ということで、専門委員の方々には初めて御出席をいただいて
おりますので、これまでの調査会における審議経過などにつきまして事務局から簡単に説明をお
願いしたいと思います。 
○事務局 それでは、第１回目から第３回目までの本調査会における議論の経過を簡略に御説
明申し上げます。お手元の資料３から資料５をご覧いただきたいと思います。 
 まず第１回目の調査会は４月18日に開催されまして、その際、総理から諮問がございました。こ
れが資料３の諮問文でございまして、「食料、農業及び農村に係る基本的な政策に関し、必要な
改革を図るための方策に関する基本的事項について、貴調査会の意見を求める。」こういった趣
旨の諮問をいただき、この諮問をもとにこの調査会をどのように進めるかということの議論がなさ
れました。 
 資料４にスケジュールをお示ししておりますが、当調査会は平成９年度と10年度の限時的な調
査会として設置されているわけでございます。しかし、農政改革と申しますか、基本法関係をめぐ
る改革につきましては２年間をかけて悠長にやるわけにはいかないという趣旨で、できるだけ早く
審議結果をお取りまとめいただく必要があることから、資料４にございますように６月以降各部会
における検討を精力的にやっていただきまして、年内の12月までには食料・農業・農村政策につ
いての基本的な考え方につきましておまとめをいただき、第１次答申という形でお願いした次第で
ございます。また、その下に書いてありますが、その後、具体的な施策について御検討いただくと
いうことで、資料４上は特に時限を区切ってありませんけれども、その際の話では最終的な答申に
ついても来年の夏ごろをめどにお願いするというふうにされたところでございます。 
 なお、私どもといたしましては、このスケジュールに基づき来年の夏に最終答申をいただきました
ならば、法案作成等の諸準備を行いまして、できれば来年の秋の臨時国会、遅くとも再来年の通
常国会には法案等を出せるように進めていきたいと考えておりまして、そういった進め方について
了承されたところでございます。 
 それから、その際、調査会における情報公開について申し合わせが行われました。資料５の記
の１にございますが、「食料・農業・農村基本問題調査会（部会を含む。）においては、審議の透明
性を確保する観点から、原則として議事録を公開するものとする」ということになっております。な
お、２にありますように、公開する議事録におきましては発言者の名は伏すものとするということに
なっております。速記をとっておりますが、大体２～３週間後には議事録ができ上がりますので、
我が方の文書閲覧窓口に出しましたり、あるいはインターネットのホームページに掲載するなどに
より、議事の中身につきましては逐一全国の皆さんに紹介するようになっている次第でございま
す。 
 以上が第１回調査会で決定された主だった事項ですが、その後、第２回、第３回の調査会がそ
れぞれ５月13日と６月13日に開かれました。ここでは当調査会において検討すべき事項について
フリートーキングの形で意見交換がなされたところでございます。その結果、お手元の資料６のよ



うな検討項目が整理されました。資料６の検討項目につきましては、食料政策、農業政策、農村
政策に分けて整理されておりますが、これに対応する格好で食料、農業、農村という三つの部会
を設けて議論を深めることとされまして、部会の構成あるいは部会長が決定されました。 
 なお、この検討項目は調査会における一応の整理ということでありまして、今後、各部会におけ
る議論により、適宜、項目等の追加はあり得るというふうに整理されております。 以上が経過で
ございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
 ただいまの説明につきまして、何か御質問等はございますでしょうか。 
 それでは、以上のようなこれまでの経緯を踏まえまして、今後の農業部会の取り進め方について
協議をいたしたいと存じます。事務局の方で何かお考えがありますでしょうか。 
○事務局 先ほど調査会全体の大まかなスケジュールとして年内に第１次答申をと申し上げまし
たけれども、年内に第１次答申をまとめていただくことになりますと、当農業部会におきましては、
一応今年の秋の10月いっぱいぐらいまでの間に検討項目を中心として御議論をいただきまして、
農業政策についての基本的な考え方の取りまとめに向けた御議論をお願いできたらと考えている
次第でございます。 
 なお、部会が三つ設置されておりますので、他の部会との開催日程の調整の必要がございま
す。したがいまして、部会の開催のペースはおおむね月１回程度、場合によって２回程度になるの
ではないかというふうに考えている次第でございます。 
 また、前回あるいは前々回の調査会におきまして何人かの委員の方々から、合同部会と申しま
すか、合同会議と申しますか、そういったものを設けてはどうかという御提案がございました。この
点については、会長とも御相談しながら、各部会の審議の状況も見ながら、適宜合同会議という
形で開催させていただきたいと考えている次第でございます。 
 以上でございます。 
○部会長 ただいまの事務局の説明によりますと、農業部会としてはおおむね月１回程度のペー
スでの審議ということでございます。我々に与えられました検討項目はなかなか盛りだくさんでご
ざいますので、月１回で10月ぐらいまでに論議が尽くせるかどうか、私も多少不安な点がないでは
ございませんが、三つ部会がありまして、それぞれ月に一回ということになると事務局としては10
日に一回ずつ付き合っていくことにもなりますので、この辺はまずは調査会で整理をされました検
討項目を踏まえて一通りの議論を行いまして、行っていく過程で議事についての御意見あるいは
また会議のペースについての御議論があれば御相談させていただくことにいたしたいと思います
が、よろしゅうございましょうか。 
 また、各会合ごとの議論のテーマ等につきましては、委員の皆様方の御意見も伺いながら、私
が事務局と相談して決めてまいりたいと思います。 
 なお、今日は第１回会合でございますから、この部会の全体につきましての御意見あるいは資
料要求をやっていただきまして、２回目からは少し項目を絞ってやっていった方が能率的かと考え
ておりますが、そのようなことでよろしゅうございましょうか。 
 それでは、そのようにさせていただきます。 

５．資料説明 

○部会長 本日は第１回の会合でございますので、あらかじめ事務局に本部会における今後の検
討の参考になる資料を用意していただいておりますので、これを説明していただきまして、その
後、委員の皆様方と意見交換等を行ってまいりたいと思います。 
 それでは説明をお願いします。 
○事務局 お手元に横長の資料７として「農業をめぐる情勢について」という資料がございます
が、説明をさせていただきたいと思います。 
 まず１ページですが、１．農業生産ということでまとめております。（１）が農業生産指数でござい
ます。35年間という長期的な動きで見ますと、生産自体は増加しておりますが、昭和50年代以降
は国内需要の停滞等を背景として国内農業生産指数は横ばい傾向となっております。他方、輸入
数量指数は急激に伸びておりまして、昭和35年を100とした現在の水準は11倍強となっておりま
す。 
 （２）は品目別構成ですが、従来の米中心の生産から、畜産、野菜等多岐にわたっておりまして、
右の中のグラフをご覧いただくとお分かりただけますように、昭和35年時点において米が47％を占
めていましたが、平成７年は約３割に減じ、その分が他作目に広がっているということでございま



す。 
 それから、（３）は我が国経済に占める農業の地位ということでＧＤＰに占める農業生産の割合等
でみておりますが、右下の表にありますように昭和35年度は９％を占めておりましたのが平成７年
度は1.4％ということで、シェアはほぼ一貫して低下しております。 ２ページですが、（４）食料自給
率でございます。食料自給率は、米消費の減少、油脂、畜産物消費の増加により逐年低下してお
りまして、42％まで低下しております。この中でも小麦、豆類等が著しく低下しているということでご
ざいます。右上に１人当たりの供給熱量の推移をとっておりますが、米が低下し、その分を油脂、
畜産で補っているという状況です。また、各品目の自給率の推移を右下にお示しております。 
 ３ページは農業の生産性についてですが、労働生産性でみております。農業の労働生産性自体
は、特に農業就業人口が大幅に減少したこと、あるいは農業生産も増加したことにより、生産性の
推移自体は製造業とほぼ同じような伸びを示しているということでございます。ただ、（２）で比較生
産性について記述しておりますけれども、他産業の生産性も高度成長等により著しく向上したた
め、現在においても農業の生産性は製造業の３分の１程度であります。すなわち、右下の表にあ
りますように、製造業に対する農業の生産性は昭和35年度は20％水準だったわけで、これが30％
程度に上がっておりますが、絶対的な差は存在するということでございます。 
 ４ページ以降が農業生産構造でございまして、まず農地の関係でございます。左上に文章でつ
けておりますが、昭和35年には全国600万haの農地面積が、この35年間のうちに100万haの拡張
が行われた一方、かい廃が200万ha以上行われたということで、現在は500万haを切るような水準
になっているということでございます。 
 それから、従事者の減少・高齢化、あるいは農村部における過疎化等が進み、耕作放棄が増加
傾向にあります。右下のグラフにありますが、特に中山間地域等を中心として、この比率が高いと
いう状況でございます。 
 ５ページですが、耕地利用率でございます。最近は稲や麦を中心として作付面積が大きく減少し
たこと等から、耕地利用率は100％を切るような状況になっております。 
 また、農地の整備水準について載せております。現在、水田は30ａ区画ということで整備しており
ますが、この整備面積が５割以上という水準に達しております。このような農地の整備及び機械化
の導入等が相まって、後ほども出てまいりますが、稲作の労働時間は10ａ当たり40時間を切るよう
な状況になってきております。 
 ６ページにまいりまして、（２）は担い手の関係ですが、まず農家戸数でございます。農家戸数は
一貫して減少をしておりまして、その中で専業農家のシェアが大きく低下し、一方、第二種兼業農
家の比率が大きくなり、７割程度が二種兼業農家となっているわけでございます。また、兼業農家
におきましても、いわゆる出稼ぎ等の不安定な兼業から、恒常的勤務である安定的な兼業農家の
割合が高まっております。 
 ７ページは農業労働力の関係でございます。農業就業人口は高度経済成長により農業部門か
ら他産業へと大きく移動したため、一貫して減少しています。したがいまして、総就業人口に占め
る農業就業者の比率も昭和35年度の26％強から現在は５％程度になっているということでござい
ます。 
 また、現在、農業就業人口の６割はいわゆる昭和一桁世代となっておりまして、こういった方々
がリタイアする時期が近づきつつあることから、近い将来、農業就業人口全体の減少が一段と進
む可能性が強いのではないかと見込んでおります。 
 ８ページですが、新規就農者の状況を上の方にお示ししております。右上の表は新規就農青年
等の推移でございます。これは39歳以下の方、新規学卒者とＵターン就農者の両方でございます
けれども、統計の関係で昭和60年以降ということになっております。ごく最近年の傾向をとりますと
若干の増加傾向も見られますが、60年程度の水準から比べればまだかなり低いということでござ
います。 
 それから、40歳以上の中高年のＵターン就農者の方々も最近少し増加傾向にあるということでご
ざいます。 
 ９ページに女性の就業者について触れております。女性は農業就業人口の６割を占め、農業生
産面において重要な役割を担っておられるわけでございますけれども、地域社会での方針決定過
程等への参画状況が低い水準にあります。具体的には、右下に農業委員あるいは農協の正組合
員に占める割合、農協役員に占める割合をお示ししております。 
 10ページが農業経営の状況で、まず経営規模でございます。我が国は、国土面積に占める農用
地の割合が極端に低いこと等を背景として、１戸当たりの農用地面積が欧米と比べると非常に低
いということを上の表にお示しております。 



 その中で、国内における経営規模の拡大の状況でございますけれども、右下の表でおわかりい
ただけますように、地域別に見れば、北海道の場合はそれなりに規模拡大が進展しております
が、都府県においてはほとんどその進展が見られません。また、経営部門別で見ても、稲作等は
ほとんど変わらないわけですが、畜産や施設園芸といった部門についてはそれなりの規模拡大が
見られるという状況をお示ししております。 
 11ページですが、（２）は農地の流動化の状況についてでございます。農地の流動化につきまし
ては、農地価格の上昇等により、いわゆる土地の資産的保有傾向が強まり、昭和50年以降、制度
的にも従来の売買による所有権移転から貸借による利用権の設定による流動化に重点を移して
きております。また、実態もそういうふうに変わってきているということでございます。さらに、農作
業の受委託も増加しておりまして、右の上から二つ目の表をご覧いただきますとおわかりいただ
けますように、稲作において何らかの形で作業を委託している割合が６割に達しているという状況
でございます。 
 こういった中で、左下にありますが、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、効率的かつ安定
的な農業経営を目指した認定農業者制度を平成５年の法律改正により実施しておりますけれど
も、現在、約10万経営体が認定されているという状況になっております。 
 12ページですが、左の文章にありますように、農業労働力の減少や高齢化が進行する中で、全
体に占める割合は小さいわけですが、法人形態で農業経営を行う経営体が少しずつ出てきており
ます。また、自ら農業経営は行わないまでも、農家から作業受委託等を受けるようないわゆる農
業サービス事業体の出現、さらには中山間地域等を中心として第三セクターなど、地域の実情に
応じて多様な形態で地域農業を担っている主体が出現しているという状況をお示ししております。
 13ページが農産物価格問題でございます。右上に工業製品とは異なる農産物の特性を記してあ
りますが、生産面におきましては気象等自然条件の影響を受けやすいことによる生産の変動性、
あるいは生産に一定期間を要すること、需要面における消費の変動が小さいといった特徴を紹介
しております。左の文章にありますが、このような農産物の特徴等を踏まえて、農産物価格の過度
の変動を防止し、農業経営及び消費者家計の安定を図るため、価格安定制度が設けられており
ます。 
 近年の農畜産物の行政価格の推移が右下にありますが、これでおわかりいただけますように、
昭和60年を境にして最近は行政価格は抑制的に設定されているという状況でございます。 
 14ページが具体的な農産物の内外価格差についてですが、食料品について主だった都市との
内外価格差をとっております。大まかに申し上げますと、東京の場合、海外の都市に比べ平均し
て２～３割程度割高になっている面があります。この要因といたしましては、右下の表に整理して
おりますように、我が国の国土条件、あるいは地価、人件費、エネルギー価格等、全体的なコスト
高の構造、こういったいろいろなものが要因となっているのではないかと考えております。 
 15ページ、農家経済の状況でございます。左上に書いておりますように、農家総所得に占める
農業所得の割合は逐年低下してきております。経営部門別に若干違いがございますが、稲作に
おいては農業所得の占める割合が低く、他方、酪農、施設野菜関係においては農家総所得に占
める農業所得の割合は高いという状況になっております。 
 また、下の方に世帯員１人当たりの所得の状況をお示ししておりますけれども、昭和47年度以降
は農家の方が勤労者世帯を上回る所得となっておりまして、農家平均の所得という面におきまし
ては、農外所得の伸び等を背景として所得の均衡は達成されたのではないか。ただし、これは兼
業所得の増大によるものでありまして、専業農家の所得水準については依然として勤労者世帯よ
りも低くなっているという状況でございます。 
 16ページは農業技術について紹介しております。農業技術につきましては、品種あるいは栽培
管理技術の向上等いろいろなものを目指しておりまして、その開発・普及を目指し、生産性向上や
品質の向上に寄与しています。右上に水稲作における各年代別の主だった技術を紹介しておりま
す。また、先ほどの数字とダブりますが、右下の水稲作の場合の10ａ当たりの作業別投下労働時
間の推移をご覧いただくとわかりますように、10ａ当たり平均170時間を要していたものが現在は
40時間を切るという状況になっているわけでございます。 
 17ページは環境と農業ということで整理しております。左上にありますように農業は本来環境と
最も調和した産業という面があるわけですが、他方、近年は化学肥料や農薬等の多投入、あるい
は不適切な使用により、環境への負荷が問題となっております。そこで、最近は環境問題の認識
の高まり等から、環境負荷の軽減に配慮したいわゆる持続的な農業生産方式の取り組みが全国
各地で徐々に見られるようになってきているという状況でございます。 
 それから、左下に文章で整理しておりますが、我が国特有の生産装置である水田につきまして



は、欧米の畑等に比べると連作障害の問題、あるいは土壌の養分保持の問題、さらには土壌浸
食の問題等におきまして、持続的で環境負荷の負担の少ない生産装置であるということが言える
のではないかということでございます。 
 最後に貿易関係ですが、18ページに我が国の農産物輸出入の状況を紹介しております。我が
国は世界第１位の農産物純輸入国となっておりまして、純輸入額は360億ドルに達しています。こ
の農産物を海外から輸入しようとしますと、農地面積は約1,200万haを依存することになるというこ
とで、現在の国内農地の約2.4倍に相当する面積、その分を輸入しているのと同じ効果になるとい
うことを示しております。 
 19ページの上の方に最近の輸入品の動向の中では生鮮食品のシェアが上昇していることをお
示ししております。また、下の方でございますけれども、我が国の農産物の主だった輸入先国につ
いてはアメリカで圧倒的に多くなっています。例えば、右下の表にありますようにトウモロコシが
98％、グレインソルガムで89％というふうに、アメリカにかなり依存した農産物の輸入構造になって
いるということでございます。 
 以上が資料７、「農業をめぐる情勢について」ですが、続きまして資料８の「農業施策について」を
簡単に紹介申し上げたいと思います。 
 まず１ページは現行農業基本法の体系を大まかに整理しております。農業基本法は、農業と他
産業との間の生産性、あるいは従事者の方の生活水準の格差の是正、これを目標にしておりまし
て、具体的にはこういった目的を達成するために政策手段として、生産政策、価格流通政策、構
造政策を三本の柱に推進しているということでございます。具体的には、２ページの右側に「施策
の概要」ということで三本柱の施策の概要を紹介しております。 ３ページは農業基本法後の新た
な経済社会の変化等への対応ということで、右側に「新たな政策課題への対応」というふうにフロ
ーチャート的に整理しております。かなり大ざっぱなくくりでございますが、昭和36年以降現在に至
る大きな流れということで、ごく概略を整理しております。 
 ４ページは、平成４年６月に出されました新政策、「新しい食料・農業・農村政策の方向」の中身
を紹介しております。 
 ５ページから９ページが最近話題になっておりますウルグァイ・ラウンドの農業合意関連対策で
ございまして、５ページがウルグァイ・ラウンド農業合意の概要でございます。６ページがウルグァ
イ・ラウンド農業合意関連対策の決定経緯等、７ページは関連対策の中身、８ページにその実施
状況をつけています。 
 10ページ以降に現行の主要施策を整理しております。まず10ページは、生産政策の中心になる
ということで、農業基本法第８条に基づき、農業生産政策、あるいは農業者の方々の営農の指針
という形で、これまで「農産物の需要及び生産の見通し」を６回にわたって策定しているわけです
が、その概要を紹介しております。策定年次、基準年次、目標年次、そして一昨年の12月に策定
されております現行の長期見通しの概要を紹介しております。 
 11ページが農業生産基盤の整備についてでございます。農業基盤の整備につきましても、土地
改良法に基づく土地改良長期計画において計画的に整備をしてきているということでございます。
現行の計画が第４次長期計画、平成14年度を目標年次とするものでございまして、その計画目標
なり基本方針を11ページの右上に整理をいたしております。 
 12ページが農業技術の開発・普及関係でございます。ここに要約しておりますのは、農業の分野
においては、特に規模が零細な農業者が自ら研究開発を行うことはなかなか期待できないことか
ら、国においては基礎的・先導的な研究を、都道府県においては実用化の研究ということで技術
開発を行う。この技術開発を末端の現場の農家段階に普及させるため、都道府県に地域農業改
良普及センター等が設けられ、改良普及員の方々が各農家に対する技術の指導・普及等を行っ
ているという体系を紹介しております。 
 13ページが農業基本法の一つの施策として「農業経営の近代化を図るための資本装備の充実」
という条文がございますけれども、そのために主として個人向けの金融、政策金融としての制度金
融、それから協業体等に対する施設補助制度がございますが、上の方に資金制度、政策金融制
度、下の方に農業施設等に対する補助事業関係を整理しております。 
 14ページが米の生産調整対策関係でございます。歴史的には昭和46年から本格的な生産調整
が開始されておりますが、過去二十数年にわたって米の生産調整を行ってきたという過去の経緯
等をまとめております。 
 15ページです。農業関係は自然災害を中心とする災害が起きやすいため、保険の仕組みによる
農業災害補償制度が設けられております。この概略を右上に整理しております。また、天災により
被害を受けられました農家に対して、市町村長が認定した場合に天災融資制度が設けられている



ということを右下で紹介しております。 
 16ページですが、先ほどの「農業をめぐる情勢」の中でも触れておりますが、農産物の価格安定
制度の類型とその概要を右の方にまとめております。作目ごとの特性等に応じて価格安定制度の
類型化がなされておりまして、対象品目、制度の概況を紹介いたしております。 
 17ページですが、旧食管法が廃止され、平成７年11年からはいわゆる食糧法が施行されており
ますが、米の流通、価格の安定のための食糧法の状況を整理したものでございます。現在は施
行２年目を迎えまして、その定着のためにいろいろと取り組んでいる状況でございます。 
 18ページが流通関係で、卸売市場に対する整備、あるいは取引の多様化等に対する指導の状
況などを整理いたしております。 
 19ページは構造政策関係でございます。これは農地の転用規制等の考え方や仕組みをまとめ
たものでありますけれども、先ほどの情勢の中でも説明いたしましたように、そういった中にありま
しても農地面積は一貫して減少し、現在では500万haとなっておりまして、いわば制度と実態のか
い離という問題があるのではないかと思います。 
 20ページが農地の利用集積ということで、農地の流動化、権利の集積の制度についてまとめて
おります。これにつきましても先ほど申し上げましたように都府県の稲作等においてはなかなか進
んでいないというような問題がございます。 
 21ページが青年就農者に対する主な支援措置等で、若い担い手に対する就農前、就農時、就
農後の支援策をまとめたものでございます。これにつきましても、制度はこういうふうにあるわけで
すが、先ほど申し上げましたように新規就農者の実態は極めて低い状況にあるわけでございま
す。 
 22ページが経営基盤強化法に基づく認定農業者制度についてごく粗っぽく整理したものでござ
います。 
 23ページは経営の近代化対策ですが、経営の法人化も一つの手段であるということで、いろい
ろとメリットを与えましたり、あるいは法人化の支援を行っております。また、家族経営における個
人の役割・地位の明確化を図るため、家族経営協定を推進しておりますけれども、これの概要あ
るいはメリットを紹介しております。 
 最後に、就業機会の増大や老後生活の安定のための農村地域工業導入制度あるいは農業者
年金制度の概要をまとめております。農業者年金制度につきましては、右下の表でおわかりいた
だけますように需給者数が加入者数を上回っている状況でありまして、年金財政をめぐっては厳し
い問題があるという状況にございます。 
 概略ですが、以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 

６．質 疑 

○部会長 ただいま事務局から資料の説明がございましたが、これに関する御意見、御質問、ま
た資料要求等がございましたら、時間の許す限り御発言をいただきたいと思います。 
 なお、資料要求につきましては、会合は時間の制約もございますし、また、お考えをまとめている
途中でこの前にこういう資料要求をしておけばよかったなということもままあるわけでございますの
で、そういう場合には会合の場でなくても事務局の方に御要求いただいて結構だということにした
いと存じます。ただ、どういう委員からどういう御要求があって、どういう資料を出したということは、
委員、専門委員の全メンバーが共有するという意味で皆さんにオープンな形でやっていただくこと
としたらどうかと思っております。 今日は第１回の部会であり、専門委員の方々は初めての御出
席でもございますので、検討項目も含めていろいろお考えがあろうかと存じますので、どうぞ御自
由に御発言をいただきたいと思います。どなたからでもどうぞ。なお、お時間に制約のある委員あ
るいは専門委員の方がおられましたら、先に発言していただいて結構でございます。 
○委員 資料ですけれども、資料のための資料の要求をしてもどうかと思うところもあって、なるべ
く検討項目に合った資料をお願いする方がよいのではないかという気が一方でしています。しか
し、どこで、どの検討項目が議論されるのか、よくわからないところがあって今のうちにお願いした
方がいいのかなと思ったり、ちょっと迷っているのでございますが、どうでしょうか。 
 今伺った資料の中で、私として、これからの議論の中でぜひ欲しいなと思うのは価格制度のとこ
ろでございます。例示としての幾つかの品目等も書いてございますけれども、日本の場合、行政価
格の対象になっている農産物がそれぞれのやり方の中で一体どのぐらいあるのか。つまり、ほと
んどが何らかの制度の網の中に入っているのかどうかというのが知りたいことが一つ。 



 もう一つは、今まで基本法の規定に沿って「需要と生産の長期見通し」が出されているわけです
けれども、これが目標の年次になっても見通しとかなり違うんです。ところが、その段階ではあまり
説明がなくてまた次の年次というふうに行くので、それが今までちょっと割り切れない思いがしてい
たんです。別にその原因がどうこうというわけではなくて、ギャップが一体どのぐらいになっている
のかということがこれからの全体の議論の中で役に立つのではないかと思ったりするものですか
ら、その辺の実態がわかればありがたい。それが２点目です。 
 ３点目は、これもいつ議論が行われるのかが今のところ予測できないんですが、先ほど御紹介
いただいたウルグァイ・ラウンドの予算の中で、それぞれの費目はここに書いてありますのでよく
わかるんですけれども、もう少し細かく、例えばこういう予算が立てられて、しかも現在の執行率が
どのぐらいかということ。公共事業等は大ざっぱな比率は折に触れて聞いておりますけれども、も
う少し細かいものがありますね。そして意外に使われていなかったりするようなものがあったりする
ので、その細かい内訳を知りたいなということを先ほど来の説明の中で感じました。 
 ただ、それが次の会合のときに全部要るのかどうか、そこのところは進み方がよくわからないも
のですからわかりませんが、現時点ではそういうことでございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
 事務局の方、どうでしょうか。 
○事務局 まず価格制度の関係でございます。一番大きいのは米でございまして、米は食管制度
から民間流通や生産調整等を主体とした新食糧法の世界に変わってきているわけです。米は16
ページの表の中では、「その他」として分類しておりますが、米を含めるということにした場合、大ざ
っぱに言って７割強という感じになるのではないかと思います。 
 ２点目の長期見通しの関係でございますが、現在は第６次長期見通しでございまして、いずれ過
去の見通しとの対比を正式にお出しさせていただきたいと思っております。今の時点で非常に大
ざっぱに申し上げますと、初期の頃の長期見通しは比較的単純に見通しを行うというような性格
のものでございましたが、だんだん政策的な意欲を反映したようなものにするということで、生産の
見通しにおいて若干変質してきた面があるのではないかと思います。このあたりのことは、見通し
のことについて御議論いただきます際に資料として整理をさせていただきたいと思っております。 
 それから、ＵＲの予算の執行状況等につきましては、機会を見て改めて詳細な資料を出させてい
ただきたいと思っております。 
○部会長 今日の会合の一番最後に皆様方に御相談をして決めようと思っていたのですが、論議
なり、あるいは資料要求の関係でむしろ先に御相談した方がいいような気がしてまいりました。 
 次回の第２回会合については、今私が考えておりますのは、農業政策の検討項目のうちの１、
「農地、担い手等の基礎的な生産条件」、これを中心に議論をしたらどうかと思っております。特に
それについて御意見があればいただきたいと思いますが、そういうことでよかろうということであれ
ば、それも念頭に置いて御意見なり資料要求をやっていただければと思います。 
○委員 資料の３ページで農業の生産性を挙げておられまして、右側の表で見ますと製造業より
農業の生産性の上昇の方が高いという数字が出ております。これは若干意外だったんですけれ
ども、これと関連しまして、他の日本とコンペティティブな関係にあるような国々ではこの辺の問題
がどうなっているのかなということが第１点であります。 第２点は、特に私自身関心がありますの
は米の問題ですけれども、米の価格が日本の場合、アジアあるいはアメリカと比較して、ちょっと
オーバーかもしれませんが、数倍という数字が出てきているんですが、生産性との絡み合いの中
で、米の価格を分析してみた場合、一体どういう要因、どんな寄与率で日本の米価が高くなってい
るのかという比較、これはぜひ一度分析を伺ってみたいと思います。以上の２点です。 
○部会長 よろしいでしょうか。 
○事務局 １点目の生産性の問題でございますが、基本的に我が国の農業の場合の生産性の上
昇は、文章にもありますように高度経済成長の過程において就業人口が大幅に減ったことによる
寄与率が高く、それに生産指数自体も若干上がっておりますで、それが相まって製造業の伸びと
ほとんど変わらない状況になっているということではないかと思います。 
 外国の状況を見てみますと、農業の物的労働生産性の上昇率について諸外国と比較しますと、
ほぼ日本と同じような状況にあるのではないかと思います。日本は、フランスに比べると若干低い
ようでございますけれども、アメリカやイギリス、ドイツと比較しますと、日本が上回っております。 
 もう一つは米の関係でございます。検討項目にも価格制度の問題がございますので、要因等々
についてはその際に改めて資料に基づいてきちんと説明させていただきたいと思いますが、米の
価格の比較の問題で私どもが非常に困りますのは、日本におけるコシヒカリやササニシキといっ
たものが外国においてあるのかないのか。現に、例の大量に輸入されました時も輸入米について



の嗜好と国産米の嗜好は明らかに違っていたわけでございまして、そういった点の前提をどういう
ふうに置きながら比較するか、なかなか難しい問題ではないかと思いますが、いずれにいたしまし
ても価格関係については検討整理されておりますので、その際にきちんと資料で紹介させていた
だきたいと思っております。 
○部会長 よろしゅうございましょうか。 
○委員 はい。 
○専門委員 農業を川上に置きますと、私は川下に当たる食品産業に籍を置いている者でござい
ます。したがって、私、もちろん農業の専門家ではございませんので、川下から見た農業という観
点から御意見を問われているのだというふうに私自身理解しております。 
 そこで御質問ですが、資料７の14ページに食料品の内外価格差という記述がございます。右側
の表にございますように世界の各都市における小売価格が東京と比べてどうなのかということで、
それが平均して東京が２～３割高であると、こういう御説明がありました。私ども食品産業にいる
者が、日本の農産物が諸外国に比べて高い高い、内外価格差が起こっていると言っているのは、
こういった部分ももちろん含むのではございますが、ちょっと温度差があるのではないか。具体的
に言いますと、食品産業が使っている主な原料である例えば砂糖であるとか、あるいは小麦粉、
あるいは乳製品、こういった主要な食品産業の原料の価格が、先ほど委員の方からも御質問がご
ざいましたけれども、今例を挙げましたものはすべて価格政策がとられております。農業保護のた
めの政策がとられております。そのために極めて諸外国と比べて高い。私どもの食品産業が内外
価格差があって大変なんだ、川下が川上に物申したいというのは、その一点が極めて強調されて
おります。 
 そういう意味で、農業白書を見せていただきましても、先ほどの御説明でも、内外価格差というも
のを諸外国の都市における品目の物価という形で整理されておられるのは、ちょっと温度差があ
るのではないか。そういうことで、農業保護をしているがゆえに高くなっているような、しかもその中
で主要な農作物について、その主なユーザーである川下から川上の方にお聞きしたいということ
でございます。 
○事務局 その点につきましてもまさに価格制度の問題であろうかと思いますので、この項目を審
議いただきます際に改めて資料を整え、説明したいと思います。ここでは一般消費者という立場か
ら見れば最終的な商品という形で購入するわけですので、ここではそれを前提とした調査結果を
お示ししているわけでございます。原料問題と食品産業との問題につきましては、別途整理をさせ
ていただきたいと思います。 
○専門委員 今日から専門委員として参加させていただきます。よろしくお願いします。 
 次回は農地、担い手の生産条件について議論されるというお話ですので、次回の議論に関わる
問題になってくるかと思うのですけれども、その時に、この部会では農業政策を中心に議論される
ということですが、それのカバレッジはどう考えたらよいのだろうかと考えております。 
 といいますのは、資料７の６ページを見ますと、農家は平成８年で339万戸、「農林業センサス」
の95年の数値で344万戸ですね。しかし、そのうち自給的農家が23％もいる。農林業センサスのデ
ータを見てみますと、ちょっとした計算ですぐわかるんですけれども、この344万戸のうち、販売が
100万円に満たない農家がなんと65％もいる。すなわち、所得率を例えば６割と考えても、60万、
月５万円ですね。月５万円の収入を農業から上げていない農家が65％いる。この現実をどういう
ふうにとらえたらよいのか。これは確かに日本農業の零細性を示すものではありますが、同時に、
農家の定義といいますか、農家をどう考えるか、農業をどう考えるか、あるいは農業政策のカバレ
ッジをどう考えるかということに関わってくるのではないかと思います。従いまして、そのあたりをデ
ータ的に出してもらっても出してもらわなくてもいいんですけれども、そうしたことを我々の共通認
識としながら、農業政策をどこに施していくのか。基本的には既に認定農家という形で重点化され
ているわけですけれども、今後もっと明確な農業政策の対象あるいはカバレッジというものを議論
する必要があるのではないかと思っております。以上です。 
○専門委員 私自身は農業経済が専門でございますので、今日の資料等について特に追加的に
御要望申し上げたいことはございません。初回でございますので、私自身の部会でのこれからの
ものの考え方なりベースになるような点を３～４点、少し長くなるかと思いますけれども、お話しさ
せていただきたいと思います。 
 一つは、これは場合によるとこの部会の守備範囲を超えてしまうのかもしれませんけれども、３
回の調査会の議事録を拝見しておりますと、日本農業の特殊性といったことを強調されている委
員がおられたかと思います。私自身も全くそのとおりだと考えておりまして、水田をバックグラウン
ドに持った先進国――昨年末に韓国が先進国の仲間入りをしておりますので、唯一とは言えませ



んけれども、先進国の中で特殊な農業であるということで、それが私は低い自給率、これも例外的
に低いわけでございますし、農業生産の場合に、例えば水利施設といった公共的な資本を使わざ
るを得ないというような、いろいろな意味で日本の農業の特殊性があって、これを国際的にもきち
んと認知していただくことがある意味では必要だと思っております。 
 ただ、むしろここから先が私が強調したい点でございますけれども、日本の農業・農村のことをき
ちんと理解していただくためには、日本の農業政策がある意味で一貫性を持ったものとして行わ
れる必要があるだろうと思うわけであります。もちろん農林水産当局におかれましてもそういった
点には意を用いておられると思いますけれども、例えば国際的な視野から見ますと、平成の米騒
動のときには250万トンの米を輸入したわけでございますけれども、一粒たりとも米は輸入しないと
いう決議が一方でありながら輸入する。この対処自体がどうのこうのと言うわけではございません
が、今度過剰になってまいりますと、これを輸出あるいは援助という形で何とか処理できないかと
いう議論が出てくるあたりは、国際的に見てやや一貫性に欠けると見られる点がありはしないか。
 例として適切かどうかはわかりませんけれども、食料の最大の純輸入国として、輸出国に対して
は食料を戦略的な物資として扱っていただきたくないということを要求しているわけでございます
けれども、その反面で、具体的な国は申しませんけれども、日本の食料援助をある意味では戦略
のカードとして使うような議論もなくはない。これもある意味で矛盾しているようなところがございま
して、日本の特殊性を踏まえた農業政策を展開する際に、国際的に見て一貫性のある政策を心
がけることが重要かと思います。これが第１点でございます。 
 第２点目は、これは先ほどおっしゃったこととある意味で近いかと思いますけれども、基本法の
時代と違いまして農業政策の目標自体が多様化しております。構造政策のほかに、環境の問題、
資源の問題、いろいろございます。それから、政策のターゲットである農家自体がいわばヘテロ化
しているということがございまして、政策自体のターゲットを非常に明確にして最も効率的な政策を
展開する。これまでは価格政策にいろいろな目標を盛り込んだということがあるかと思いますけれ
ども、これからは明確に定義された目標あるいはターゲットに対して適切な政策をセットする、そう
いうスタンスが、当たり前のことかと思いますけれども、非常に重要かと思います。 
 これはある程度具体的な中身に入るわけでございますけれども、私は価格政策は、そのテンポ
は問題でございますが、ある意味では抑制的に展開せざるを得ないという判断に立っております。
その場合に、それにかわる所得補償という議論があるわけでございますけれども、これも単に価
格の引下げをコンペンセート、補償するという形のものでは長期的には国民の支持を得られない
のではないか。もし行うとすれば、はっきりした社会的な役割、例えば公共財の提供とか、あるい
は構造を強めるための施策、そういった形で目標のはっきりした形での所得補償、そういうスタン
スが非常に重要だろうと思っております。 ３番目は、この部会の課題の５番目に団体の問題がご
ざいました。これは私も賛成でございますけれども、恐らくいろいろなアプローチがあろうかと思い
ます。私自身が非常に危機感を持っておりますのは、市町村あるいは旧村レベルの地域の組織
のバイタリティーといいますか、農業委員会、土地改良区、改良普及センター等、いろいろな組織
がございますけれども、現在、その組織が必ずしもうまく機能できていないのではないか。あるい
は、ある組織には非常に優れた人材がおられて非常に頑張っておられるけれども、別の組織では
アイデアを持った方がおられないというようなことがあって、地域レベルの組織ということをもう一
度考え直す必要があるのではないか。 
 農業政策の場合には、もちろん国の政策があることが基本でございますけれども、農業は明ら
かに地域性が非常に強い産業でございますので、国レベルの政策をいわゆる地方化、ローカライ
ズする部分が必要でございます。例えば環境の問題をとっても一律の規制で行うことはできない
わけで、それぞれの地域の条件に合ったものをつくるとすれば、そこを担う組織がしっかりしてい
る必要がある。その点からいいますと、今の地域の農業組織は今後20年～30年の地域の農業を
支えるにはやや弱いだろう。それぞれ生いたちの違う組織ではございますけれども、この際、地域
レベルで必要とされている機能に即して、どういう組織のあり方がよいのかというあたりも突っ込ん
で議論してみてはどうかと、こんな気がしております。 
 以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 今回から初めて参加いたしました。私は専門が契約法とか不法行為法でございまし
て農業問題にはある意味で全く白紙でございますので、今の段階でどういう政策がよいのかと
か、そういうことは申し上げることができません。しかしながら、私の専門である法律という観点か
ら見ますと、農業に関連していろいろな組織や法制度がある。この資料に直接関係する点でいい
ますと、資料７の12ページに「法人形態の農業経営組織数」ということでいろいろな法人形態が掲



げられておりまして、そういうものがそれなりに扱われているということがわかるわけでございま
す。ただ、先ほども御意見が出ましたけれども、こういった法制度が問題になるのは、本当にどう
いう効果をもたらしているのだろうか。統計だけではそういう点がよくわかりませんが、例えばこう
いう制度を設けることによってどの程度効率性が上がっているのか、生産性が上がっているの
か、そういう点なども私としては関心を持っているわけでございます。そういう意味で、その関連の
資料なども出していただき、議論の基盤にさせていただければと思います。 
 それから、今のと関連いたしますが、私なりの理解では、あるいは私の勝手な整理かもしれませ
んが、一つは農業の経営の主体に関連するいろいろな問題、法人化とか株式会社とか、あるいは
経営主体についてもどういう多様性を認めるかとか、そんな問題が主体の問題としてあると思いま
す。それから、これは産業の問題ですから、農業と他産業、あるいはマーケットといいましょうか、
主体がそこに参加していろいろやっていく、いわば大きな全体の枠組みの問題がありますね。そ
れから、その枠組みの問題の一つではあるんですけれども、経済的な問題とはちょっと違った、経
済外のファクターである環境みたいなもの、そんな三つぐらいに私は勝手に整理しているんですけ
れども、そのうちの少なくとも私がやっているような法律が一番関係するのはあるいは主体の部分
ではないかということで、どういう組織がどういう効果をもたらすかという点について議論したいと
思っております。それで、もし資料があればそれをお出しいただきたい。 
 それから、これはもちろん政策に関係するんですけれども、ある意味で非常に基礎的な部分とし
ては、主体が農業経営をやっていく場合、いろいろな側面から支えている制度なんだろうと思いま
すが、基本的にどんな税制でどんなインセンティブを与えているのか。それから、先ほどの法人組
織等々に関していいますと、12ページの資料に相当するもので外国のものが調べられるものであ
ればちょっと調べていただいて、単に数だけではなく、これは難しいのでしょうけれども、本当に機
能しているのかどうかという点もわかればと思います。 
 とりとめのない意見ですけれども、そういうことでございます。 
○部会長 今のような問題意識を踏まえて次回の資料をつくっていただければいいと思います。 
○委員 この農業部会におきまして、農地を確保するという面は極めて大事だということで、先ほ
どもお話がありましたように人、そして土地、技術ということになるわけであります。私ども農地の
関係をやっている者としましては、農地の保全の問題、さらに加工してどう利用するかということで
ありますが、特に農地は生産基盤の中核であるわけでありますし、我が国の自給力を向上すると
いう一つの母体でもあります。そういう意味で長期的に農地をいかように保全をしていくかというこ
とが極めて重要になってまいると、このように思っているわけでありますが、今日の大きな課題とし
まして、私ども平場地帯におきましては、自由化という市場原理により、いろいろな企業等々の導
入によって農地のかい廃の問題等もあるわけであります。そういう中で、農地を保全する意味で、
環境の問題なり、あるいは食料の生産基地の問題等々を含めれば、緑の環境と資源という大きな
課題にかかわってくると、こんなふうに思うわけであります。その意味での位置づけということが極
めて重要であるのではないかと思って、ここら辺の位置づけがぜひ必要だと、このように思うわけ
であります。 
 さらにまた、農地のもう一つの論点は、先ほどもありますように面積的には1,200万haの海外から
の輸入ということになる。我が国の面積は500万haでありますが、都市機能なり農業振興という面
で農地転用の総量規制を今後どのようにしていけばよいのか。先ほどもお話がありましたし、また
前回私も思いましたが、米の自給率は高い、しかし食料全般から見れば42％ということであります
から、ここら辺はどのように配分が必要となるのかなという感じもするわけであります。 
 さらにまた、我々の委員会としましては、特に耕作放棄地の問題も先ほど提示されておったわけ
であります。こういう面に立ちましては極めて遺憾に思っておるわけでありますが、何といたしまし
てもこれの解消に我々も努力をしていかなければならない。そういう面で、前に戻るようであります
が、農業生産地域、そして都市的な土地利用の区分をやっていく中でこれらはもっと改善を図れる
のではないか。特に、この問題は中山間地帯において多く発生するわけであります。緑の資源と
か環境ということも考えれば、ここら辺も公的な支援をして確保していく必要があるのではないか、
こんなことを強く思うわけであります。それぞれの国々におきましても価格保証よりも所得政策とい
う問題があるわけでありますが、こういう面でもう少し所得政策を強化することによって、これらを
解消できるのではないかという感じもするわけであります。 
 次に農地の確保の問題の中での流動化でありますが、我が国の経営基盤といいますか、面積
的なものの狭隘さは御承知のとおりであります。一つは、先ほども触れましたように、品目的に多
様なニーズに応えたところの推進組織があります。先ほども言われましたように構造政策の推進
の一端の中で、農業協同組合、農業委員会、土地改良区、あるいは農業公社、普及センター、そ



れぞれのところが機能しておるわけでありますけれども、政策遂行と経済行為を明確に区分した
方がよいのではないかと思うわけでありまして、ここら辺の組織体といいますか、機能分担を明示
していけば、もっと的確に農地の保全と流動化の促進が強化できるのではないか、そして一つの
経営基盤を確立することになるのではないかと、こんなことも思っておるわけであります。 
 そういう意味で、我々も努力しますが、今後、そういう方向づけになるような議論展開もできない
ものだろうかと、このように思うわけであります。以上です。 
○部会長 政務次官、お客さんがお見えになるので御退席になるようでございます。 
○農林水産政務次官 実は中国から国内貿易大臣という方が３時半にお見えになる予定になっ
ておりまして、中座をさせていただきます。大変御熱心な御論議をいただいておりまして、私もじっ
と伺っていたいと思いますけれども、そういうことでございますのでお許しをいただきたいと思いま
す。なお、気がつきました点を二、三コメントさせていただくことをお許しいただきたいと思うのであ
ります。 
 委員から米の価格についての御指摘がありました。外国のものと日本のものとが大分差がある
というようなお話がございました。これは非常に難しい問題で、私も資料等を勉強したことがあるの
でありますが、生産費調査を農林水産省でやっております。それの原データを見せてもらったこと
があるんですが、大変大きなばらつきがございます。10年ぐらい前でございますけれども、安いと
ころでは１俵１万円ぐらいでできている、しかし高いところでは５万円というコストをかけて米をつく
っている、そんな非常に大きなばらつきが米の価格の中にあるのであります。それを政治的に取
りまとめて一本の米価にしていくことは、これが果たしていいのだろうかどうだろうかという問題を
含めて大変難しい政治的な議論であります。そこのところを経済原則を当てはめていくとどういう
ことになるのかなというのは、これからの農業の持っている非常に大きな問題だと思います。 
 それから、専門委員から御指摘があったんですが、どういうものを農家と考えたらよいのだろう。
ただ庭先でつくっているのも農家というふうに見て、そこへ政策を入れていくのかどうか、これはこ
れで疑問が大変ありまして、私自身も随分悩んでいる点でございます。例えば日本の農業の特質
を言えば、大体平均１haぐらいというんですが、１haの水田でできるお米は、よくいって100俵です。
100俵の値段というのは160万円であります。160万円のうち、おそらく機械の償却代で数十万円、
そしてまた肥料・農薬等で数十万円引かれまして、手もとに残るのはほんのわずかということであ
ります。そういう意味で、土地を利用して生産に努めている農業というのは極めて割りの悪い産業
であるという認識を持っておりまして、それを国家としてどのように維持していくのか。維持してい
かなくてもよいという御意見もあるのだと思いますけれども、そういう土地を使って、なかなか収益
が上がらない産業の位置づけをどうしていくかというのが私の悩みであるということを申し上げて
おきたいと思います。 
 それから、専門委員から御指摘があったんですが、川下から見ると川上の価格が高いのである
と。これは私どももわかります。端的にこれは非常によい御指摘をいただいたと思うのであります
が、例えば小麦の例をとってみますと、小麦は先ごろ価格を決めましたけれども、１俵9,000円とい
う価格であります。しかし、輸入をすれば2,000円で小麦が入ってくる。そうすると、2,000円の小麦、
これは政府が幾らか掛けて売りまして――3,000数百円で売っていると思いますけれども、その差
額を国内の農家の方に回して、9,000円でつくってもらっている。そのことを日本の農業全体として
どう考えるか。そういう構造になっているものをこのまま続けるか続けないかというような問題が指
摘されております。一方、農業者の方から言わせますれば、麦作をぜひ振興してもらいたいと、こ
ういう御意見もありますし、麦をつくらないでほかに何ができましょうかということもある。所得の一
環として麦作をやっていかなければならんという問題もある。そこら辺を政治の問題としてどう調整
をしていくのかということは極めて難しい問題であるということを申し上げておきたいと思います。 
 最後に、専門委員から御指摘があったと思いますが、「食料政策」というお言葉が出ました。これ
は私も基本問題調査会の中で申し上げておりますが、ここが非常に大事なところである、食料政
策なしに農業政策を論ずることは順序が逆ではないかという感じがしております。日本の食料は、
輸入、国内生産を含めてどういう形で確保するのかという哲学が必ずしも確立されていない、その
ときの状況によって流れていくという形であります。ここのところは、なろうことならば一つの哲学・
理念を確立することによって外国との交渉も腰の強い交渉ができるのだということを申し上げたわ
けであります。 
 食料政策については、３回目の基本問題調査会で申し上げたんですが、食料に対する国民の
支出は72兆円から73兆円のお金が出ているわけであります。そのうち原材料というのは輸入まで
含めて十数兆円であります。したがって、50兆円以上のものは加工、流通、サービスの分野でコス
トがかかっている部分に対して国民が負担をしている。したがって、十数兆円の農産物、水産物等



について高い高いということについては若干問題がありはしないかということを私は前回の基本問
題調査会で申し上げたわけでありますが、ここら辺も含めて御論議をいただきますと大変ありがた
いと思っております。 
 国内貿易大臣という方が待っていらっしゃるようでございますので、これだけ申し上げて失礼をさ
せていただきます。ありがとうございました。 
○部会長 どうもありがとうございます。 
 それでは引き続いて御意見、御質問をお出しいただければと思います。 
○委員 二つありまして、一つはごく簡単な資料をお示しいただきたい。一つは、資料７の12ペー
ジあたりにある法人についてですけれども、農業生産法人というのは、これからの望ましい経営体
の一つとして、あるいは多様な担い手の一つとして非常に重要なものだろうと思っているわけです
けれども、農地法の改正で確か構成員とか事業等の条件が緩和されたと思いますが、それで一
体どれだけ法人が増えたのだろうか、それを知りたいと思っています。同時に、その法人によって
日本の農業生産に占める農業生産法人の生産のシェアはどんなふうに推移しているのか、そこら
辺を知りたいと思っています。 
 それからもう一つは感想みたいなものなんですが、先ほど事務局から説明を受けた資料を見て
おりますと、自給率が落ちているとか、農業人口が非常に減少しているとか、とにかく農業の先行
きは暗い話がほとんどのように感じるわけです。プロ野球に例えればまさに読売巨人軍みたいな
もので、要するにミラクルでも起きない限り、もはや巨人には明日はないというわけでありますけ
れども、農業はそんなのんきなことは言っておられないわけでありまして、これからの議論の中
で、日本の農業の現状をきちんと見つめた上で、あるいは不振の原因を突きとめた上で、農業再
生への展望を見出していきたいものだと思っているわけでございます。 
 それには、農政の対象を明確に絞って、施策をそこに重点的に配分する。農政の対象となり得
ないような農家、いわば自給的というか、ホビー的というか、そういった農家に対しては農業政策と
は別の視点からの施策を行う。そこら辺をきちんと仕分けして施策を展開しないと、国のお金も足
りなくなっていると言われている中で、あるいは農業自身にとっても展望が開けてこないのではな
いか、また、私たちの議論する中でもそういうことを考えていきたいなと思っているわけです。 
 意見というわけではございませんけれども、そんなことを考えております。以上です。 
○部会長 ありがとうございました。 
 前段の資料については、シェアというところまで出せるかどうかということはちょっとあると思いま
すが、用意できますか。 
○事務局 センサス、それから構造改善局の独自の調査なんかもございますので、比較いたしま
して、どの程度出せるか、次回以降の議論をしていただくときの資料という格好でまとめさせてい
ただきたいと思っております。 
○委員 話の途中でございますのでピント外れの発言になっては失礼なんですが、私、今回諮問
されております検討項目については異存ない、この中で今から議論していかなければいけないと
思っておりますが、その中で特にこういう問題を掘り下げてほしいなと思う点がございますので、そ
れについて二、三お願いしておきます。 
 農地の確保問題とか望ましい経営体の問題については相当議論も出ているようでございますの
で、あえて私の方から議論するわけではないんですが、掘り下げていただきたいことは、もちろん
農地価格の問題はしっかり議論しなければならないということでありましす。まず第１点として、川
下・川上の話が出ているわけですが、我々は川上の現場の人間でございますが、我々は必ずしも
国民に食料を供給しているというプライドを捨ててやっているわけではございません。飯は食える
かもしれませんけれども、農地というものをどう守り、国民に食料をどう供給していくかというプライ
ドは、小さくても大きくても持っているつもりでございます。「百姓をやめろ」と言われればかえって
気が楽なのかもしれませんが、そうはいかない。我々も百姓としてのプライドは持っているというこ
とを申し上げておかなければならない。 
 それから、法人の問題ですけれども、私たち、昨年８月に法人協会をつくりました。日本は相続と
いう一つの新しい民主的農地法ができまして、農家に農地を所有させたという民主国家をつくった
わけですから、必ずしもこれがどうこうと言うわけではないんですけれども、時代の背景の中で、
血というルールでつくった仲間、これが家族であると極端に言うなら、法というルールで家族みた
いな仲間ができるかというあたりは、生命産業という大前提がありますから、生き物というもう一つ
向こうに相手がおるわけですから、その辺はぜひ委員の皆さんも頭に入れて議論をいただかない
と、30年先にこんなつもりではなかったなという問題があるかもしれない。そのとき「ごめんなさい」
では国民に済まないだろうなということで、私、川上にいる農業者としてもプライドを持って生きて



いるつもりであります。 
 農業法人は平成４年に新政策ができてようやく農政の表に出てきたということでございます。そ
の辺で今回の検討項目における議論をぜひしてほしいという点を二、三申し上げますと、望ましい
経営体ということについては出ているようですからあえて触れませんが、育成の制度という問題に
ついては、制度としてはありましたけれども、農業法人は今日までなかなか厳しい環境にあったと
いうことでございます。そこで、今、私が一番気になりますのは、また皆さんにぜひ議論してほしい
のは、農地４法ということで農地に関する法律は非常に議論されてきましたし、今日の法律がある
わけですが、いよいよこの辺で農業経営法というような新しい法律も考えていただかないと、先ほ
ど御議論があったようでございますが、一体農業者とはだれなのかと、こういう問題が……。これ
は時代背景でありまして、その中で農業経営法という経営に関する総合的な法律も議論していた
だきたいということが一点あるわけでございます。 
 それから、農業法人は、まだそれだけの生産シェアを持っていないかもしれませんが、現在、非
常に勢いよく仲間づくりができております。担い手の問題、後継者の問題、お嫁さんの問題を含め
て、要するにルールがはっきりしているということで若者は非常に魅力を持つわけでございます。
また、農業以外のところから農業・農村に参入という問題もあるわけです。特に農業を組織的に行
いますと、融資問題といいますか、相当の投資が必要になってくるわけでございます。その場合、
スーパーＬ等々いろいろな制度はあるわけでございますけれども、信用補完能力が農政から欠落
しているというのが私の思いでございます。都市周辺部では１坪が300万円の価値がある。我々の
山の中へ行きますと10ａが30万円だと。これはそこに住む農家の責任ではないんです。政策的課
題ではないか。その辺の保証・補完制度をしない限り、議論の空回りになる可能性もあるので、そ
の辺もしっかり議論をお願いしたいというのが一つございます。そして、法人というのは昭和32年
にできまして40年ぐらいの経験を持っているわけでございますが、ゼロからのスタートでございま
すので、資本の蓄積がない。このあたりについて、税制上の問題も御議論いただきたいということ
であります。 
 もう一点は、農村政策の中に入るんですけれども、農業経営の安定という方向の中で、食料の
供給と同時に、それを付加価値化していくということでの独自産業的な一次、二次、三次産業とい
うものを地域の中でどう融合化していくかということも避けて通れない問題ですので、これも深めた
御議論をお願いしたいということであります。 
 もう一点、最後に技術的な問題です。農業技術の開発・普及ということであります。我々も含めま
して、自立系農家であろうと、法人であろうと、珍しいところにはいろいろな調査が入ります。大学
の先生からいろいろ入られますけれども、これがなかなか大変なリスクになっているということも
我々の仲間から聞いているわけでございます。研究の場は提供します。しかし、これからは試験
場と我々の専業農家や法人が技術提携によって新しい技術開発政策を組み立てていただきた
い。そうすれば我々もお役に立てることになるのではないかという気持ちを持っております。その
辺もこれから議論の深めに入れていただきたい。 
 大変長くなりまして、ちょっとピントが外れているかもしれませんが、そういうところで議論をよろし
くお願いしたいと思います。別に資料の要求はございません。 
○部会長 貴重な御意見ありがとうございました。 
 一つ、信用補完の話ですが、今、制度として各県に農業信用基金協会という債務保証をする機
関がありまして、また中央の農林業信用基金というところで再保険をしている制度がございます
が、あれではやはり足りないということでございますか。 
○委員 これはすばらしい政策として今日まで機能してきたと思うんです。しかし、先ほども160万
円でも農家なのかというお話がありましたように、そういう農家もあれば年商２億、５億、大きい方
は20億というような農業法人も出ているわけでございまして、経営体格差がございます。それと地
域が耕作放棄地化していくことに対する責任もあるようでございますけれども、我々とすればまだ
仕事はやりたいわけです。ところが、借地になるわけです。したがいまして、農地は売りたくない。
しかし、利用権だけで仕事をせいということになりますと、我々農地を預かってそれを管理する方
は、近代化施設のみの拡大になっていく。こうなりますと、担保力の問題があります。単位が１ha
規模の農家が画一的にあるという時代の基金制度は正しく動いたと思いますが、次の段階が来て
いるのではないか。これは、そうした基金制度をなくせということではなしに、そういう一つの制度と
同時に、これから地域を担う新しい農業者に対する保証制度もお願いしたいということで、そういう
議論をしてほしいということでございます。 
○専門委員 実は私、一昨年、日本テレビを退職しましたが、料理番組を連日やっておりました。
１万回以上の料理を送ってまいりました。そういう意味で、私の方はお皿から見た生活者サイドの



お話になるかなということでございます。 
 お皿の中でございますけれども、今、生産性の問題とか労働時間が少なくなったということでご
ざいますが、食材が品種改良その他でどんどんと変わってきてしまった。その挙げ句、昨日もこち
らの事務局の方にお話ししたんですが、私はよくタマネギを例に出すんです。タマネギというのは
料理の中で一番ベースになる味です。この炒め物が、昭和40年代は１分30秒で炒まったわけで
す。といいますのは、３分クッキングですから１秒２秒がとても惜しいんです。そういう意味で測って
おりましたが、５年ごとに統計をとっていきますと30秒ずつ延びていきまして、平成７年にはついに
５分かかって炒まるわけです。そのタマネギの状態はどうかといいますと、筋張っていて甘味はあ
まりないわけです。食材をどうこうではないんです。ですから、生産性の中でいろいろなものを失っ
てきたわけですが、これは農業問題と大きくかかわってきているのではないか。 
 これも一つの例でございますが、通年になったキノコでも、同じ栽培でも秋のキノコと春のキノコ
では煮たときに水分の出方が違うというようなことがございます。こういうことでいろいろと見ていま
すと、このために日本人が輸入野菜を平気で受け入れられるようになってしまった。よい食材とい
うのは、当然土地が必要です。よい土地からしかよい食材は生まれてこないんですが、おいしさと
いうものを失ってしまったことが非常に残念に思うんです。そういう意味で、外国の食材との差別
化を図るという意味では、これは食生活の分野になるかと思いますが、もう一度原点に返った野
菜づくりで外国との差別化を図る。そうすれば、多少コストが高くても日本人はもう一度そちらの方
に戻るのではないかということを絶えず思っておりました。 
 それで、農業の問題につきまして、私は退職する７年前、ですから平成元年から、日本のサラダ
ということで食材を使って各県を撮影して回りました。ところが、よい食材は東京のデパートで買っ
ていくわけです。ＪＡさん等の地元の方でさえ自分のところのよい素材が手に入らない。そのため
に事前に電話でこの食材をデパートのどこどこで買ってきてくださいと言われまして、東京から食
材を買っていって撮影したという現実がございます。 その７年間、どんどんと食材も変わり、ま
た、つくっている方たちの意識もだんだんと農業という意識が薄れてきているようです。なぜかとい
いますと、作物ではなくて、どうもお金の方に皆さん走っていくなということが肌で感じ取れてきた
わけです。この原因は何なのだろうか。そのためには、農業というものの哲学といいますか、昔は
士農工商という言葉がありましたけれども、農業というものを国ではなくて生活者・国民すべてに
位置づけるような方向、運動をやっていかないといけないのではないか。委員がプライドを持って
いるという心強いお話なんですが、つくる方はプライドを持っておりましても、食べる側は何もわか
らない、無関心派になってきている。そういう意味で消費者の方がもう一度関心を持つような農業
に持っていきたい。そのためには、先ほど皆さんがおっしゃいましたように、農業の定義または位
置づけ、そういったものをきちんとつくることが今後のいろいろな運動の展開に役立つのではない
かと思っております。 
 ちょっと視点が違うものですから最後になりましたけれども、個々の具体的な話になりますと、も
うちょっと詳しいお話ができるかと思います。以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
 ほかにいかがでございましょうか。 
○委員 農業をめぐる環境といえば、いろいろなことが言われてきております。そういう中にありま
して、今、日本人が食生活をしておる。これは、よく言われておりますように日本の農耕地はもう
500万haを切り、あとの1,200万haは外国の土地を借りている。そういう時代の中でお互いが生活を
している。こういうことはいつまで許されるのでしょうか。とてもそうはいかない状況になってきてお
る。したがって、21世紀は食料と環境の問題が大変大切なことになる。皆さん、既に御案内のとお
りでございます。 
 そこで、現実に主要食料をどうやって日本で守り、生産をしていくのか、500万haの農地は必要な
のか必要でないのか、こういう現実のことから論議を展開するべきではないだろうか。しかも、
1999年にはガット・ウルグァイ・ラウンドなりＷＴＯの見直しという大きな問題を抱えている。それが
ゆえに、この基本問題調査会にいたしましても、12月中にはある程度基本的考え方がまとめら
れ、来年の11月の臨時国会、あるいは明けてからの通常国会あたりで農業基本法が国民的合意
で制定をされ、そして99年のウルグァイ・ラウンド、ＷＴＯ交渉へ臨もうと。それには、まず日本の考
え方、農業のあり方をきちんとした上で外交交渉に当たろうということだろうと思うわけであります。
また、そうしなければならないと思うわけであります。 
 今、500万haです。米だけなら200万haあれば平年作なら1,000万トン生産ができるのですから、こ
れは確保できる。現在３年続きの豊作で米余りの現象が出ている。その前は非常に天候不良で、
作況指数74ということで緊急に260万トンの米を海外から輸入をした。これは、とても飽食に慣れて



いる日本人にはとても口に合うような状態ではなかった。天災はいつ起きるかわからない。およそ
５年に一遍ぐらいはそういう天災が来ることを想定しながら、独立国家としては食料を確保しておく
ことが極めて大事なことであろうと思います。 そういう中にあって今150万トンの備蓄ということに
なっておりますが、これは２カ月半分ですね。それではガソリンは一体どういうふうになっている
か。170日分ぐらいの備蓄が行われておるわけであります。それから、小麦の問題ですけれども、
今、平均すれば米は60数％で、30数％が麦です。ただし、30数％の麦のうち、国内で生産された
ものは約３％にすぎない。あとの小麦はみんな輸入である。小麦の国内生産というのは、良質の
麦を生産すれば、需要があり、国内でまた生産ができるということなんです。したがって、そういう
米や麦といった主要なものは国内で生産をするという基本的な政策を立てるべきであろう。 
 それから畜産・酪農でありますが、あと300万haしか農地は残っていない。そういう中にあって、
畜産の牛や豚といったものを飼育していくための飼料はほとんど海外に頼っている。例えば200万
haの採草放牧地――酪農・畜産関係の人はほとんど二毛作をやっていらっしゃると思いますが、
燕麦をつくり、あるいはトウモロコシをつくる。200万haが二毛作であれば400万haということにな
る。あとの100万ha、どういうふうになりますか。果樹とか野菜ですね。露地野菜は、日本でも気候
のよいところですと三毛作ができる。したがって、それをトータルしてみますと、500万haの農地を
1,000haの農地でやる気でやれば、日本国内で耕作できないことはない。しかし、今のような周囲
の社会状況ですと、それは言うべくしてとても難しいことではないか。500万haの農地こそは日本の
大事な資源でありますので、かい廃がこれ以上進まないような政策をぜひともとっていかなければ
ならない。 
 昨年11月、私は食料サミットへ出席をいたしましたが、そのとき、ある大臣が、農地というものは
その国だけの資産ではない、世界人類共通の資産であるということをお互いが認識し合おうでは
ありませんか、そして農地を大切にしようではないですかとおっしゃいました。非常に感銘の深い
言葉であり、まことにそうだなということを痛感いたした次第でございます。現に８億4,000万人の栄
養不良の方がおられます。大半はアジアの人が多い。そして毎日４万人の人が餓えで死んでいっ
ている。したがって、2015年にはそうした餓えている人を半数にしようではないかということは、発
展途上国も、あるいは輸出国も、お互いが共通の認識で決議をされておる。 
 そういう中にあって、それでは担い手を一体どうするのか。それには先ほどお話がありました生
産法人化することも非常に大切なことでしょう。同時に、現在でも家族農業者が食料の半分は生
産しているわけで、持続的家族農業者を維持し、継続していただくような施策をどのようにとってい
くのか。そういう持続的家族的農業者こそが本当に水資源を守り、そして国土の保全という役割を
果たし、さらには地域の活性化に従事していただいている。そういう方々がだんだん農村から出て
いった。そして、今では国土の50％をわずか６％の人口で国土の保全と水質源の涵養の役割を果
たしているのが、この日本の現実である。そういう現実をとらえて、これをどう維持・継続していくの
か、そして21世紀の日本の食料問題、農業問題をどうやっていくのか。そのための基本法の制定
であろうと思うわけでございまして、将来を展望した政策の基本であったらいいなと思います。 
 農業協同組合についていろいろ意見も出るわけでありますが、産業組合法が制定され、初代中
央会会頭の平田東助先生……。2000年を迎えるときにちょうど100年を迎える、こういう時期にな
ろうかと思うわけでありますが、その基本精神は、共存共栄、相互扶助、そして農家あるいはそう
いう組織において、ともかく国の食料を生産し、国土を守り、さらに日本が戦いに敗れた後、経済
高度成長の道をひたすらに走り続けた。優良な労働力の提供をやり、さらに農村出身の方々が各
分野で高度の知識も知恵も発揮し、いろいろな役割を果たしてこられたと思うわけでありますが、
そういう意味におきましても、活力ある農村をどう蘇らせていくのかということが本当に大切なこと
だろうと思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 今のお話を伺っておりまして私が非常に感じますのは、今回総理大臣から諮問された内
容は「食料、農業及び農村に関する基本的な政策に関し、必要な改革を図るための方策に関する
基本的事項についての意見を求める」と、こういうことでございますね。私は、今、おっしゃったよう
なことなんだろうかというふうに考えてみますと、例えば自給率が低下してきているといった問題に
ついて、これから500万haを維持していくということ、あるいはさらにそれを逆に増やしていくという
ふうなお考えが背景にあるように思うわけであります。 
 しかし私は、今度の諮問の意味合いというのは、世界の情勢が大きく変わってきている中で、例
えば比較生産費説というものからいえば、今の日本の農業にはどこに問題があるのだろうかとい
うことであるし、少なくとも1990年代に入ってきて世界が変わった、グローバライズをしてきた。今
度の橋本内閣の基本は「Fair」、｢Free」、｢Global」というふうに言っておるわけでありますが、これ



は恐らく大国間の戦争はなくなってきて、北朝鮮の問題はあろうかと思いますけれども、各国の国
民に影響を及ぼすような戦争はこれから起こらない、そういう前提の中でグローバリゼーションが
進み出しているというふうに思うわけです。そのような観点に立つと、この諮問の意味合いを一体
どうとらえるかということを基本的に議論をして一つの方向づけをすることが大変重要になってくる
のではないか。少なくとも今のお話を伺う限りにおいては、もちろん私も活性化し、生産性を上げ
て、魅力ある農村にするという点では全く異論はございませんが、どうも世界の大勢の中で日本
の農業問題を考えるという視点が欠けておられるように感じます。 
 今、金融界のビッグバンが大変進んでまいりまして、来年の４月からは外為法の自由化という問
題が出てきていますけれども、そういう中での基本的な考え方は、これからは海外の企業であって
も日本に入ってきてオペレーションし、活動してくれるのは大変重要なお客様である、一方におい
て日本の国内から海外にどんどん流れていくような企業は日本の立場からいって必ずしも国益に
沿うとは言えないというふうな極論までも出ているわけでありまして、一体国益というのは何ぞやと
いう点においても従来とは全く違った視点でとらえなければいけなくなる。それから、ビッグバンの
結果として、日本に入ってきた海外の企業が、日本の企業を仮にイギリス型のような形でどんどん
買収していくような事態が起こったとしても、それは認めていくのだと。お座敷だけを貸して海外の
企業に日本がすべてリードされるようなことがあっても、それは仕方がないという前提に立ってこう
いった政策が進められているわけです。私は農業の特殊性は当然あると思っておりますけれど
も、そういう点を考えた中で農業問題も考える、そういう諮問ではなかろうかというふうに解釈して
おります。 
 この時点では基本的な答申についての橋本総理の要請は違った解釈をしているということだけ
を申し上げたいと思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 多くは申し上げません。ただ、どうにもならん問題がある。世界的に人口がどんどん増え
ていく問題はどうにもならない。それから、気象条件をどうするかということも我々にはどうにもなら
ない。そういう中にあって、農業問題、食料問題を考えなければならない。もとより今おっしゃった
ようなビッグバン、あるいは自由化・国際化ということについても十分認識はしておりますということ
を申し上げておきます。 
○専門委員 食料の安全保障とか日本の食料全体のあり方については多分食料部会の方で議
論されることだと思いますし、また合同部会もあるということですので、この件に関してはその時に
発言させていただきたいと思います。先ほど私自身はカバレッジのことだけを申し上げましたの
で、そのカバレッジをするべき農政の中身について多少私論を述べさせていただきたいと思いま
す。 
 農業部会の論点というのは、私なりの解釈でいいますと、いかに産業としての農業を活性化して
いくかということに尽きるのではないか。いろいろな農業に対する見方あるいは価値観、もちろん
あるでしょう。そうしたことを織り込みながら、私自身はいかに産業としての農業を活性化していく
かという方策を農業政策の基本に位置づけたいと思っております。 
 もう一つ、農業を育成という言葉は使わない方がいいというのが基本的な立場であります。農業
が育つか育たないかは官が考えることではなくて、先ほどもおっしゃっていましたけれども、これは
消費者の目を通して、あるいは食料ということであれば消費者の舌を通して決めていくことであっ
て、消費者が育てるか否かをきちんと判断できるようなシステムをつくっていくことが農業政策の
基本ではないか。これまでを見ていますと、新基本法の理念はともかく、その運営において、農業
を育てる、あるいは農業を官が見守る、あるいは農地にしても守るという視点が非常に強かったた
めに消費者との接点が見出せなかったというのが反省しなければいけない農業政策の一つだと
思うんです。その点からいいますと、産直なんかのことだけではなくて、あるいは消費者の顔が見
える、生産者の顔が見える商品をつくるということだけではなくて、いかに消費者のニーズを取り
入れるような生産者をつくっていくか。これはやはり育てるのではない。認定農家制度は幸いなこ
とに「育成」と言わずに「支援」と言っているようですので、そのあたりは正しい方向かと思います
が、いずれにしても、官が育てる、あるいは官が面倒を見るということではなくて、消費者の選択が
生産者に届くような場をいかにつくっていくかということだと思います。 
 そのためにはいろいろな方法があるかと思いますけれども、一つの視点として必要なのは規制
緩和ではないか。ＷＴＯ体制は私なりの解釈でいいますと国際的規制緩和そのものではないか。
今後の交渉をどうするかという問題がありますし、交渉事ではありますけれども、米の関税化につ
きましても、外国の研究者の言い方をかりますと、それは特例措置というよりは単なる延期なん
だ、ポストポーンなんだという見方をしております。政府がどのようにとっているかということはまた



別かもしれません。しかし、そうした中で、本調査会の方でも議論があったようですけれども、関税
化については、関税化を前提とするかどうかは政府の立場あるいは農政の立場としては問題が
あろうかと思いますけれども、米を関税化した場合においても耐え得るような農業政策を念頭に置
きながら考えていくべきではないかと思っております。 
 これが国際的な規制緩和の流れの中で考えるべき視点ということですが、もう一つは国内的な
規制緩和です。これは多々ありまして、私自身は総理府に設置された別の委員会の方で規制緩
和の仕事も同時にやっているわけですけれども、農地法によってある種の参入規制が行われてい
るのが農業という産業であり、こういう言い方はとげがあるので反論される方もあるかもしれませ
んけれども、株式会社の農地取得ができないのは一つの参入規制だと私は位置づけております。
 これまでは農地法の目的といいますか、農地改革の成果を守るという意味でそれなりの意義が
あったのだろうと思います。しかし今日的には、先ほどお話がありましたようにビッグバンを含めて
世界経済ならず日本経済の他の分野でもかなりの規制緩和が進んでおります。そうした中で農業
も国際的な規制緩和でいえば価格政策が使えなくなっていく。それから国内的な規制緩和でいえ
ば、他産業との競争、あるいは金利にしても何にしてもいろいろな形でリスクを伴ってくる。すなわ
ち、これまでの農業というのは天候や生育に関するリスクだけに対処できる能力があればかなり
の程度やってこれたのが、まさに経済的なリスクを背負って経営していかなければいけない。で
は、そういう農家をいかに育てていくか、造っていくかということが基本になるのではないでしょう
か。 それは認定農家という制度で支援していくことも一つの方法でしょうし、もう一つは農業者自
身が株式会社形態に移るような生産法人が出てくることも望ましいわけですし、また、地域によっ
ては、現在、有限会社では50人という構成員の制限がありますから、町全体を一つの経営で経営
した方が効率的であるというような中山間地も出てくるかと思います。そうしたときにそうした制限
を取っ払う形で多様な経営形態をつくっていく。どこの時点においても株式会社が絶対いいという
論点ではなくて、農業が多様であれば多様であるほど、多様な経営形態があってしかるべきでは
ないかというのが私の考え方であります。 それの延長で言いますと、先日、岡山、松江に規制緩
和フォーラムで参りましたが、いろいろな意見を聞きますと、優良農地を変えられないこと、つまり
転用ができないことが中山間地の発展の一つの阻害要因になっていると。集積団地のようなもの
をつくりたい場合、そこで土地計画を推進しようとしていくと、どうしても優良農地に設定することが
望ましくて、しかしながら転用できないと、そういう問題をかなり聞きました。 
 したがいまして、農地は、「確保」という言葉を使うとすれば、総量確保するところは国レベルの
話になるかなと思うのですけれども、その配分はある程度市場メカニズムを使うような利用の仕方
がないだろうか。例えば、確保すべき農地として指定された後でも、例えば市町村は農地指定の
面積を相互に取引できる、そして日本全体の農地は確保する、そして必要なところは中山間地と
ほかの町との間で数量のやりとりをする、そういうシステムができないか。そういうことを考えてい
るわけですけれども、これは具体的な話になったときにまたいろいろ議論したいと思います。いず
れにしましても、そういう多様な経営形態、あるいはもっと地域レベルから農業政策が展開できる
ような、トップダウンではなくてボトムアップの経営戦略が組めるような農業政策という視点が必要
なんです。今まではトップダウンのスタンスだったという気がするわけです。 
 ついでにもう一言だけ加えさせていただきます。これはデカップリングの考え方なんですけれど
も、直接所得補償という場合に、多くの農業経済学者を含めて、中山間地で農業をやっているか
ら所得を補償するという考え方がどうも一般的だと思うのですけれども、これはちょっと考え方とし
ておかしいのではないか。すなわち、所得が足りないということであれば、日本の国策として社会
保障政策としてのセーフティネットがあるわけです。そうではなくて、先ほど話がありましたけれど
も、環境保全が必要なのであれば、それを手当てする行為があって初めて手当てする意義があ
る。環境保全の行為なくして支払いなしと、そういうことだと思うんです。そうすることによって中山
間地などはある意味での雇用創出の場になっていくし、環境を保全することが仕事となるんだとい
う考え方も出てくるのではないかと思います。したがって、直接所得補償という言い方はちょっと変
えて議論する必要があるかなと思っています。 
 少し長くなりましたが、以上です。 
○専門委員 ちょっとタイミングを外したかなと思っていますけれども、先ほどビッグバンのお話が
出ました。私はそういう意味では食生活はとっくにビッグバンになったという認識でございます。結
局、料理も国際化になり、食材も国境がなくなり、その結果、日本の農業が衰退してきてしまった
のではないか。それが一つのあらわれである。ですから、恐らくこれから日本の金融界もこういう
農業の問題のテーブルが設定されるのではないか。大変失礼でございますけれども、一つの考え
方でございますけれども、それぐらいに私の方は食生活、農業問題を大きくとらえております。で



すから、一番最初に食生活が国際的にさらされたという認識でございます。 
 ですから、ビッグバンの発想からいけば、ちょっと具体的になりますが、日本の余剰米も、外国あ
たりにお米で出せばコスト的に採算が合わないのですが、すしなどの加工食品で入れているんで
すから、ニューヨークなどは回転ずしがありますように世界各地に日本の回転ずしを売り込んでい
くぐらいの、加工食品で世界に勝負していくという発想が日本の農業を活気づけるのではないか。
狭い土地で、そこから収穫する材料はどうしても原料が高くなります。そういう意味では、第二次、
第三次という日本の得意の分野をフルに発揮していく発想があって、そこまでを含めて農業と考え
られた方がいいのではないかと思います。 
○委員 この農業部会での私なりの問題意識を、今日は最初ですから概括的なことだけ申し上げ
たいと思います。 
 最近の農業を取り巻く情勢に私は私なりに危機感を持っています。それはどういうことかといい
ますと、特に都市住民や一般の消費者たちは農業に対する理解とか関心が非常に薄くなってい
る。総理府なんかの世論調査で、基礎的な食料は国内でつくれとか、そういうところにマルをつけ
る人は実は多いんですけれども、私はあの手の調査が本当に気持ちを代弁しているかということ
についてはあまり信用しておりませんで、非常に低いというのが実態だと思います。なかんずく、
理解がないだけならいいんですけれども、特に有識者を中心にして農業や農政に対する反発が
非常に強いという現実が一方であります。 
 ところが、農業者側の話を聞いてみますと、非常に多くの人が農業なんかでは食えないとブツブ
ツ言います。それなりに結構農政も頑張って、節目節目でいろいろな政策を出していて、都市住民
から見ると結構手厚いことをやっているではないかというふうに思っているにもかかわらず、現場
の方は必ずしもそれがちゃんと自分たちのことをやってくれているというふうには思っていないとい
うことで、そういうミスマッチが非常に気になるんです。 
 では、農業者の方の中身はどうか。確かに経営面積とか飼っている家畜の頭数なんかを聞いて
みると、それではとても農業では食えないんじゃないかと。農業で食っていくためには少なくとも価
格を何倍にもしないといけないんじゃないかと、こう言いたくなるような実態になっているわけで
す。 
 今申し上げたようなミスマッチが長い農政の中でなぜ生じてきたかということをまず議論すべきで
はないか、何が原因でそういうことになってしまったんだろうかということをまず率直に議論をす
る。それから、これから私たちが話し合っていく21世紀までもつ農業政策というのは、こういうミス
マッチのままではいかんのだろうという気がしています。 
 そういう中で幾つか視点はあると思うんですけれども、まず次の回に農地のことをやるというお
話でした。先ほど500万haという数字が出ていましたけれども、500万haは私はもっと減っていくと
思います。今のままでは恐らく限りなく400万に近づいていくような減り方をしていくだろう。株式会
社の問題その他いろいろありますけれども、500万は恐らく維持できないと思うし、それが450万に
なったりすると思いますが、その水準で農地を守るためには一体何が必要なのかということ、その
中で株式会社のお話も当然出てくる、そういう性質のくくり方ではないかと思うのです。 
 ２番目に、価格政策は恐らく転換せざるを得ないだろうと思いますし、構造政策も転換せざるを
得ないだろう。その中で、なかんずく日本の農業の基幹と言われてきた米の生産の仕組みを私た
ちは一体どういうふうに考えていったらいいのだろう。その関連で、先ほど来何人かの方から御意
見がありました何をもって農家とするか、何をもって農業とするかということも私は非常に大事な考
え方だと思うんです。先ほどの資料で見る限り、１カ月５万円という人、そういった販売の人たちを
どうするかということもあるんですが、その前に全く販売ゼロという70万戸ぐらいの人たちが本当に
農家と言えるのかどうか、また将来そういう統計のまま考えていっていいのだろうかということもあ
る。しかし、一方で言えば、販売なしというのは特別ですけれども、販売の金額としては非常に少
ないけれども、そういう人たちが生産量としてどういうふうなものを担っているのだろうか。そして、
担っているとすれば、あるいは地域の中で何らかの意味があるとすれば、それをどのように位置
づけていくのだろうか。ここがスッパリと鋭利な刃物で切ったような切り方だけでもできないのでは
ないかという気はしておりますが、その点を土地問題、価格問題、構造問題に絡めて考えてみた
いと思います。 
 そして、最近、特に食管法が廃止されて食糧法になった。あるいはその前にもいろいろな改革が
あって、そして改革の中身はＵＲの決着があって、そのとき米は特例措置で決着があって、それか
ら新しく食管法が変わって食糧法になったという中で感じることは、農業者側の意識というのはや
はり現状維持なんですよ。変えたくないということで、現状維持をまず第一に思っている空気が感
じられる。だれでも余りに急激な変化は不安になるということはありますけれども、現状維持の傾



向だけでは新しい時代の土地問題、価格問題、構造問題へ切り込んでいく合意がなかなかできな
いのではないか。その辺の話し合いを率直にしてみたいと思うんです。 
 現状維持ということを考えたり、あるいは先ほどの何をもって農家とするか、何をもって農業とす
るかということをさらに敷衍して言えば、農業をきちんと守らなければいけないということは当然で
すが、今の農家の数や形態といったものをそのまま維持し守っていくことがすなわち農業を守ると
いうことには必ずしもならないのではないか。それは別に生存権をどうこうするということでは全く
ないわけですけれども、そういう問題意識を持って取り組んでいかないと、21世紀に元気が出る農
業政策というものを議論するのはなかなか難しいのではないかという気がしております。それが実
は私の問題意識です。 
 それから、先ほど全体的な資料のお願いをしましたけれども、次の回に農地あるいは担い手に
ついての議論をされるということでありますから、それに関連して若干資料をお願いしたいことがご
ざいます。 
 一つは、先ほど来少し話が出ておりますが、そしてこの資料にもあらましは出ていますけれど
も、日本の農地の転用の規則、つまり特例を含めてですが、特例というのはどういう形になってい
るか、転用規制についての概略。 
 それから、調査会の時に各国の農地の利用計画、たしかフランスとドイツとアメリカの資料はい
ただいておりますから、それは承知しておりますが、日本でそういった土地なり全体の地域の利用
計画みたいなことをやっているところ――例えば静岡県の掛川市みたいなところがありますが、掛
川市は余りにも知られていますから、もうちょっとほかにそういったことを模索しているような例が
あれば教えていただきたい。 
 それからもう一つは、農家の農地についての意向調査といいますか、これは実は市町村や農協
なんかに一部ございます。全国的なものはちょっと無理だと思いますが、現在どういうお気持ちで
農地を保持しているか、そしてこれからどうしたらいいかということが、都市近郊と農業地域とでは
もちろん違いますけれども、何かそういうところの例をちょっと出していただきたい。 
 もう一つは、農業委員会の役割が法律上で規定されていると思います。法律だから当たり前の
話ですけれども、どういうことが農業委員会に役割として付与されているかということを、次の会で
結構でございますから、少し話し合いのためにお願いしたいと思います。 以上です。 
○部会長 ありがとうございました。かなり活発な御議論をいろいろいただきまして、次回以降の
討論なり、あるいはまた資料をつくる上で参考になる点がいろいろあったと思います。今の御注文
の点は大体何らかの形で対応できますね。 
○事務局 かなり対応できると思います。地域でやっている掛川以外の例は詳細に調べさせてい
ただきたいと思います。 
○部会長 幾つかあるはずです。 
○委員 当調査会の検討項目の主題の中にもありますように、文明から見た農業・農村の視点と
か、いろいろあるわけでありまして、過去からいろいろ出ておるわけでありますが、農業というのは
企業的なマインドのみですべてを推し測るわけにはまいらん要件があるだろうと、こういうふうに思
っておるわけであります。我が国の歴史的な風土なり、あるいは今日の文化を形成してきたゆえ
んというもの、その中で生命産業として、また自然の営みの中にいろいろな地域文化が造成をさ
れてきたわけであります。しかしながら、今日のこういう国際化の中にありまして、それに遅れをと
ることなく我々もそれぞれの体質強化をやっていかなければならない。そしてもう一点は、先ほど
ありました川下のニーズに対応できるように生産体系を整備していく、そして細やかな情報提供に
よって日本農業はこうあるべきだという指導なり忠言・提言もいただきたいと、このように日ごろ体
質強化に努力をしているつもりであります。 
 したがいまして、今後の農地規制の問題なり、あるいは企業の農業参入の問題等もありますけ
れども、我が国では持続可能な農業の担い手は将来ともに家族経営と生産法人経営が基本であ
るというふうに言われておるわけでありますし、私どももそういう基本の中で体質改善を図ってい
かなければならないと思っております。そういう意味で、次回あたりに株式会社の参入問題もある
かもしれませんが、私どもとしては、農民の命を奪うものはという原点からすれば、基本的にこれ
らは反対をせざるを得ないと、こう思っています。それぞれの問題点については次回に申し上げた
いと思いますが、まず最初にそういうことを感ずる次第であります。 
 なお、今日の新政策の中で、それぞれの農業委員会系統等では新規就農の相談センターを開
設いたしておりまして、先ほどの資料にありましたように、徐々にではありますが、そういう意向も
ありますし、また、ある年代を過ぎてからも農業に参入をしてくる人があり、非常に好感を受けてお
るわけであります。しかしながら、ここで問題点は、何といいましても土地の取得の難易度という問



題、あるいは就農に関するノウハウ不足の問題であります。こういう点は共同普及事業の中でそ
れぞれ段階的にやっておりますけれども、新規の場合はその辺が即得られるものでもないように
思うわけであります。そういう点で、今後さらに農地の取得の問題等を含めまして農業の場合の信
用力の問題、あるいは担保評価の問題等々が金融面でも極めて大きなネックになりかねないと、
このように思うわけであります。既成のものであれば先ほどありました金融システム等いろいろあ
りますけれども、新規に大規模に参入する場合の問題点が相当あるのではないか。こういう点で、
今後そういった事例がありましたならば御指導をいただければいいのではないか。そしてもう一
つ、そういう場合の支援策においてもお教えをいただきたいと、こう思っているわけであります。 
 それから、最後にデカップリングの問題です。中山間地とか、そういう問題については、冒頭申し
ました緑等々、環境資源としての支援策も当然でありますけれども、農業を営もうとする、そうしな
いと生産地は荒れるわけであります。そういう意味では所得補償をしていかなければならないと、
このように私は思っているわけであります。 
 以上であります。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 大分遅くなってまいりましたので手短に意見を述べさせていただきます。 先ほど専
門委員から御意見がございました中の冒頭の部分、私は同感でございます。それは農業というも
のを産業としていかに活性化するかということと、それと関連して農業の育成というのは消費者が
判断するんだと、これは私は全く同感でございます。 
 農業を産業として見た場合、私がかねてから非常に疑問を持っておりましたのは、既に調査会で
３回にわたっての検討があって、その議事録も読ませていただいたんですが、いつも感じますの
は、農業についての検討は農業生産の枠組みの中でものを言うケースが極めて多い。しかし、実
際はこれも商品を作っているわけです。農産物という立派な商品を作っている。その商品はどこで
消費されるかと言えば、それは二次加工され、三次加工され、そして最終的には消費者がこれを
消費するわけです。お金を出すわけです。従って、その商品はそれなりの価値がなければいか
ん。値段もコストもリーズナブルなものでなければいかん。 
 ところが、末端の川下の方へ行ったものは、先ほど御指摘があったように、もうビッグバンを起こ
してしまっているんです。どんどん海外から農産物あるいはその加工品が入ってくるようになった。
先ほどちょっと触れましたけれども、現在、砂糖が外国に比べて極めて日本が高い。国と国との比
較をすると、国によっては２倍ないし３倍という高い値段のものを日本では使っております。そうい
うものを使うのであるならば、砂糖を使った完成品――完成品というのは何も日本で作らなくたっ
て外国から持ってくればいいじゃないかということになって、その結果、日本における砂糖の消費
はぐんぐん減っているわけです。もちろんそれだけではございませんでしょう。異性化糖とか、いろ
いろ出たものもありますが、どんどん海外へ流出している。産業というものは川上から川下まで全
部貫いた観点で物を見なければいけない、我が国の中での農業生産という論議をしていてもなか
なか答えが出ないのではないかというふうに思った次第でございます。 
 私、御意見をいろいろ伺っておりましてつくづく感じるんですが、農業は農業で生産性の向上の
ために大変頑張っておられる。工業生産の生産性と同じ比率で上がっているという資料説明がご
ざいました。ただ、工業における生産性というのは、そもそものベースが極めて高かった。したがっ
て、同じ率で上がったといっても、１人当たりの生産性の上がった金額の絶対額は工業に比べて
極めて小さいのではないかと思っております。言いたいのは、今まで努力なさっておられますけれ
ども、日本の農業というものはもっともっと生産性の高いものになるように工夫をして、企業家精神
を発揮して取り組んでいただかなければならないのではないかということであります。 
 しかし、先ほど来からの話にもございますように、日本という特殊かつ狭隘な地形、それから中
山間地あるいは離島という条件不利地、こういったところに一体産業としての農業を日本で生き長
らえさせることができるのかどうか、成り立つことができるのかどうか。これは十分に国民的な議論
を行って、そういった部分については維持をしていくためのコストを国民のコンセンサスの上でどの
ようにやっていくかということを論議しなければならないのではないかというふうに感じます。 
 以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 ごく簡単に申し上げます。全般に関わることでございます。 
 先ほど来、土地利用の規制の問題や土地利用の計画の問題等のお話もございますが、今日の
議論を聞いておりまして、私自身、一つの論点は市場メカニズムなり個々の農業の自由闊達な活
動の領域をどう広げるかという問題と、それから市場メカニズムではカバーし切れない領域がまだ
あって、これについてはルール、計画、あるいは規制といった手法を用いるべき面もあると、そうい



う側面だったのではないかと思うわけであります。 
 時間を節約するためにちょっと経済学的な用語を使わせていただきますけれども、農業の生産
の現場といいますのは外部性とか公共財的な要素が非常に強いわけですので、ある意味ではし
っかりしたルールをつくることが大切だろうと思っております。土地利用計画、規制の問題につきま
しても日本は非常に弱いというふうに認識しております。問題はここから先でございまして、この場
合に、市場メカニズム、あるいは自由闊達な活動とルールあるいは計画、規制を対立的にとらえ
るかどうかという点にあろうかと思います。私自身は、むしろしっかりしたルールがあればこそ、自
由闊達な、あまり束縛されない形の農業生産活動も可能になる、そういうふうに考えるべきであっ
て、そのためのきちんとしたルールをつくるというスタンスでものを考えていくべきではないかと、こ
う思っております。 
 以上でございます。 
○委員 先ほどからお話がありましたように、我が国の食材消費は70兆円、そして原材料が10兆
円、残りの数十兆円が流通経費だと。特に、私どもも過去からいろいろ聞いておるわけであります
けれども、例えば１本の牛乳の生産費は３分の１、配達料が３分の１、そして中間業者が３分の１
と、大体３分の１、３分の１ということになっておるようでありますが、最近は生産者に対する配分
がもっと少なくなっているわけです。ですから、こういう問題についての生産者の手取り価格、ある
いは流動関係、あるいはその関係の配分費はどのようにつかんでいらっしゃるのか、そういう資料
もあれば提供していただければと思います。以上です。 
○部会長 ほかにございますでしょうか。 
○委員 今日は特にございませんけれども、この次から少し各論的に議論するところで議論に参
加させていただきます。 
 その議論の進め方についてのお願いとして、今日は非常に概括的な資料ということで現状や施
策等をさらっとした形で伺っておりますけれども、それぞれのパートになりますと恐らくベーシックな
資料をいろいろお出しいただけるのだろうと思います。それぞれの資料について、それぞれのポイ
ントで、事務方、あるいは委員の中にもそういう施策を使って現場でいろいろやってこられた方もい
らっしゃるわけですから、これまでの政策の評価ができるだけ正直に表に出てくるとありがたいな
と思います。 
 といいますのは、例えば５年前の新政策にさかのぼって少し勉強をしてみましても、今日とは全
体の環境が違うとはいっても、担い手の確保をどういうふうに図るか、あるいは食料自給について
の考え方とか、これからやっていかなければならない議論と同じようなことが既に相当程度出てい
るわけですね。そして、それをたどってこられたんだけれども、その後こういう状況になって、さらに
それに国際情勢という外部環境がどんどん加わって、あるいは規制緩和というような外部環境が
加わって、これからまた総合的な議論をしなければならない、こういうところへ来ているわけです。
ですから、これまでの施策の評価がある程度客観的に出てくると、それならこれから先どうしなけ
ればいけないのではないかとか、あるいはどういうふうに組み合わせるべきではないかとか、例え
ばすべて優勝劣敗でいけるのかどうかとか、そういった議論ができるのではないか。議論を少し難
しくしてしまうかもしれませんけれども、そういうことがお願いできれば大変ありがたいなと思いな
がら今日の皆さんの議論を伺っていた次第であります。 
○部会長 政策の評価ということになるとなかなか難しい点があるかもしれませんけれども、委員
がおっしゃいましたように、既に新政策というものがある。あの時にいろいろな芽を出している考え
方もあるわけですけれども、それと今日我々がここで議論をしなければいけないことになっている
問題、その間に何が起きているのかということは一回頭の中で整理をしてみる必要があるのかも
しれませんね。 
○委員 ジャーナリスティックな評価という必要はないと思うんですけれども、少なくとも客観的な
数字等でできるだけ評価につながるようなものを見つけていただけるとありがたいなと思います。 
○部会長 そろそろ予定の時間も近づいてまいりましたので、特にさらに御意見あるいは資料要
求がございませんでしたら、本日はこのあたりで終了させていただきたいと思います。 
 今日は本当に活発な御議論をいただきまして、次回以降回を重ねるごとにどういうふうに御意見
を集約し、また会議の進行をやっていくのかというのは、座長役としてもこれはなかなか大変だな
という感じがいたしておりますけれども、こういうときですから、できるだけ自由闊達な議論をやっ
た上でまとめていかなければいけないのではないかと、私も覚悟をしたような次第でございます。 
 本日要求がありましたような資料、またいろいろ御意見の中で出ている問題意識にできるだけこ
たえられるような資料を、次回以降、その時々のテーマに従って事務局で調整をしていただけれ
ばありがたいというふうにお願いをいたしたいと思います。 



 なお、次回、７月31日の第２回部会では、先ほど申し上げましたように農地、担い手の問題をテ
ーマにして御議論をいただいたらどうかと思っております。 

７．その他 

○部会長 そこで、それ以後のスケジュールでございますけれども、先ほどの打ち合わせのとお
り、まず一通りの議論をやるということになりますと数回の会合が必要かと思いますので、この際、
この後の４回程度の日程を決めておきたいと存じます。委員の御都合もおありだと存じますが、事
務局を通じまして委員、専門委員の方々の御都合をお聞きいたしましたところ、比較的木曜日の
午後が日程の調整が行いやすいようでございますので、先ほど言いましたように第２回を７月31
日、それから第３回を９月４日、第４回を９月25日、第５回を10月16日に、それぞれ毎回午後２時か
らということで予定をさせていただければと思います。また、御議論の具合いによって、さらにその
後の日程については皆さん方と御協議を申し上げるということで運ばせていただきたいと思いま
す。よろしゅうございましょうか。 

８．閉 会 

○部会長 それでは、事務局の方では資料の準備をよろしくお願いいたします。 
 また、先ほど事務局の方から提案がありました各部会の合同会議につきましては９月９日を予
定をいたしておるようでございます。正式には改めて事務局から御案内を差し上げることにいたし
ておりますが、大変御多忙だと思いますが、できましたら事前にちょっと御予定を入れておいてい
ただければありがたいと存じます。 
 本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 


