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１．開会  

   

○部会長 定刻になりましたので、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
４回会合を始めさせていただきます。  

 本日は専門委員が１名所用により欠席となっております。また専門委員が２名遅れて出席をされ
るということでございましたのであらかじめ御了承いただきたいと思います。  

 また本日は今回の組閣に伴いまして新たに農林水産政務次官が御就任になられまして、御多
用の中を御出席いただいておりますので、御挨拶をいただければと思います。  

   

２．政務次官挨拶  



   

○農林水産政務次官 このたび農林水産政務次官を拝命いたしました。食料・農業・農村基本問
題調査会第４回農業部会が開催されるに当たりまして一言御挨拶申し上げます。  

 21世紀を間近に控えまして我が国は今大きな転換期にあり、経済社会システム全体について抜
本的な改革が求められているところであります。政府におきましては現在、行政改革、財政構造改
革、経済構造改革等を積極的に推進しているところであります。農業・農村につきましても、内外
の諸情勢の変化は著しく、そのあり方が問われております。このため委員の皆様には農政改革に
関する検討をお願いいたしておりますが、特にこの農業部会では農地、担い手、農業経営、農業
生産といった農業政策の根幹をなす諸問題につき、十分かつ活発な御審議をお願い申し上げま
す。  

 食料・農業及び農村に係る政策は国のあり方の基本をなすものであります。農政の改革、再構
築のため、政務次官ともども大臣を補佐し精一杯努力をする覚悟ですので、今後ともよろしくお願
い申し上げます。  

 実は私は14年前にこの役所の政務次官を務めまして、東京の出身ではございますが、その後も
農林水産委員会、あるいは農林部会等の場を通じ長く関わりまして、この仕事に非常に興味を持
っておりますし、また親しみも持っております。また、今日隣におられる部会長にもいろいろ教えて
いただいた過去を持っている人間であります。あくまで素人でございますが、一生懸命努力をいた
しますので、政務次官ともどもよろしく御教導・御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして
御挨拶にかえます。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した。  

 前政務次官に続きまして大臣経験をお持ちの政務次官が２代続いて御就任になったということ
で、これからも御活躍を大いに期待申し上げたいと思います。  

 それでは政務次官も一言ちょうだいできますでしょうか。  

○農林水産政務次官 先般政務次官を拝命いたしました。今、政務次官からお話がございました
が、私は政務次官ともども大臣を補佐していくという体制でやっていこうと考えております。現場に
行きますと、明日が見えないというような声ばかりが聞こえてくる昨今でもございます。ぜひともトン
ネルの出口を見つけていただきたいと、各先生方の真摯な意見の取り交わしを心から御期待申し
上げたいと存じます。  

 どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 なお両政務次官は大変お忙しいところでございまして、公務の関係でここで御退席をなさるとい
うことでございます。どうもありがとうございました。  

３．資料説明  

   

○部会長 それでは議題に入りたいと思います。本日は、前回打ち合わせをいたしましたとおり、
農業生産のあり方について議論を行いたいと思います。あらかじめ事務局に本日の部会における
議論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、その後、委
員の皆さんと議論を行いたいと考えております。  



 それでは説明をお願いします。  

○事務局 資料４の「農業生産のあり方について」で御説明をさせていただきます。  

 まず１ページ目ですが、農業生産の動向についてです。左の文章に、現行農業基本法における
生産政策の方向ということで三つ、すなわち選択的拡大、生産性の向上、農業総生産の増大を掲
げていますが、これが規定された背景として、２点例示しています。一つは、米、麦等の需要の停
滞あるいは減少、畜産物、果実等の需要の増加というような農産物の需要構造が大きく変化して
いくことが見込まれていたこと、２番目は、過剰就労による集約的生産に集中していた農業が、い
わば産業としての能率を高めることが求められていたこと、こういった背景に対応しなければいけ
ないということで、需要に適合した農業生産に転換するという政策の方向づけをしたということで
す。具体的な条文は右の方に「農業基本法（抄）」をお示ししています。  

 ２ページ目に、そういった中での具体的な農業生産の推移と特徴を挙げています。まず先ほど
の３点のうちの１点目の選択的拡大の部分ですが、我が国の農業生産は、総じて品目ごとの需要
の変化に対応した選択的拡大が進み、米麦中心の農業生産から畜産、果実、野菜といった多様
な広がりを持った生産の方向に変化してきました。この様子は右上のグラフにお示しいたしており
ますように、昭和35年から平成７年にかけて、米と麦が右下がりで下がっていますが、この部分を
埋めるかたちで、野菜とか果実、畜産、花き類、こういうものが伸びています。  

 また、こうした生産の選択的拡大を具体化するための生産政策等の指針ということで、基本法第
８条に基づき、基本法制定以降６回にわたり「農産物の需要と生産の長期見通し」が作成されてい
ます。ただし、この長期見通しについては、特に第３次の見通し以降は、そのときどきの政策課題
を念頭に置きながら、生産の見通しが意欲的になる傾向があり、実績と見通しとの間の乖離が生
じがちであった面があります。  

 右下の表に第１～第６次までの長期見通しの公表年月日と背景、見通しの性格、見通しの視点
について整理しています。見通しの性格については、第１次見通しでは「将来の姿を出来る限りあ
りのままに展望」、第２次見通しでも「現状施策を織り込んだ現実的・合理的見通し」となっていま
すが、第３次見通しでは、「可能とみられる限度まで生産を拡大」、第５次見通しでは「実現可能な
方向を意欲的に提示」、また第６次見通しでは「農業生産の向かうべき方向を意欲的に提示」とい
うように見通しの性格が変わってきたことをお示しいたしております。  

 ３ページ、４ページ目は生産の見通しと実績の関係を対比してお示ししています。グラフの中の
太い点線が国内消費の仕向け実績、太い実線が生産実績、細い線が生産の見通しでして、①～
⑥までが第１次～第６次までの見通しを示しています。  

 まず米については、需要が減少して40年代半ばから生産調整が実施されているということで、生
産の見通しは需要の見通しに即した格好で行われ、最近では需要はほぼ見通しに沿って推移し
ている状況となっています。  

 次に小麦、大豆、野菜の順に載せていますが、総じて生産の実績が見通しを下回って推移して
いる状況にあります。  

 ４ページ目には、果実、肉類を載せていますが、この二つについても生産の実績は見通しを下回
って推移しています。また鶏卵については、生産の実績が見通しを上回って推移しており、牛乳・
乳製品については、ほぼ見通しに沿って生産の実績が推移しているということを示しています。  

 ５ページ目が２点目の生産性についてであり、農業の物的労働生産性は製造業と同程度の伸び
を示していますが、この物的労働生産性は生産指数を就業人口指数で除して求められます。この
物的労働生産性の国際比較を日本、アメリカ、イギリス等の先進国について行ったものをグラフで
示しています。昭和35年度から平成６年度の農業と製造業の生産性の伸び率の比較を行ってい
ますが、日本の場合、農業が4.8％、製造業が4.6％とほぼ変わらない状況となっています。  



 この要因としては、まず生産指数が農業では年率1.0％の微増でしたが、製造業では年率６％と
大幅な伸びを示しました。一方、就業人口指数は、製造業では年率1.3％の増加でしたが、農業で
は逆に年率3.7％の減少となり、この就業人口の減少が農業の場合の労働生産性の上昇に寄与
しているわけです。  

 また、我が国の農業の物的労働生産性はフランスを若干下回っていますが、他の国を大きく上
回っています。  

 ６ページ目は農業と他産業の生産性の格差についてであります。農業自体の物的労働生産性
が相当向上したわけですが、高度経済成長によって他産業の生産性も向上したため、農業と製造
業の生産性の格差については、昭和35年度には20.7％と1/5の水準であったのが平成７年度には
29.1％と若干改善されましたが、いまだ製造業の1/3程度の水準となっています。  

 この物的労働生産性の向上は、１単位の労働で生産される物量の増加をみている訳ですが、こ
れは、まず土地利用型農業部門においては経営規模の拡大が思うように進展しなかったことと
か、あるいは機械・施設等の装備が過大となり生産コストを押し上げているということで、労働生産
性の向上が必ずしも農業経営の所得の向上とか生産コストの低減には結びつかなかったというこ
とを意味しております。さらに肥料とか農薬の過大な投入、家畜ふん尿の不適切な処理という形で
環境への影響が問題となる事例も出てきています。  

 ７ページ目は３点目の農業総生産についてであります。長期的に見ますと生産自体は増加して
いますが、昭和50年代以降はほぼ横ばいで推移しています。昭和35年を100としますと、農業生
産指数は平成６年で133、すなわち1.3倍になっていますが、他方、輸入数量指数は1,150ですので
11.5倍になっています。ただし、これも品目によって差があり、生産指数については米の86、麦の
18というように非常に下がったものがある一方で、野菜、果実、あるいは畜産関係は全体で428と
いうことで非常に伸びているものがある状況です。  

 また、米、麦等の作付が大きく減少していることから、耕地利用率は昭和35年の134％から徐々
に低下し、現在は98％で、100％を割っている状況にあります。  

 ８ページ目からは農業生産をめぐる諸課題についてであります。まず生産政策の理念と体系に
ついてでありますが、現在の生産政策は、先ほど申し上げました三つの目標の実現に向けて国が
長期見通しを示し、これを指針として農業生産基盤の整備とか技術の高度化、あるいは資本装備
の増大について品目ごとの特性も踏まえ、補助あるいは融資等の手段を用いながら誘導を行って
いくという体系になっているわけであります。  

 生産構造の変革を緊急かつ円滑に進める必要性のためにはこうした国の強力なリーダーシップ
の下での政策誘導が必要であり、かつ有効であった面があると思いますが、今日的にみると状況
が大きく変化しています。すなわち農産物の需要構造がダイナミックに変化する状況ではなくなっ
ていること、農産物の消費が量的に飽和状態になる中で国内生産の量的増大を図ることが容易
ではないこと、今後の農業生産には農業者自身が自ら消費者ニーズの変化等に適切に対応して
いくことが求められていること、現実の農業生産は地域ごとの特色を踏まえながら、都道府県ある
いは市町村といった地方公共団体が果たす役割が高まっていること等、いろいろな状況の変化が
あるのではないかと思います。このような状況の変化を踏まえると、生産政策の理念とか、国・地
方公共団体、あるいは生産者の役割分担のあり方、補助・融資といった政策手法のあり方等につ
いて今日的視点、あるいは21世紀という視点でどう検討していくかということが求められているの
ではないかと思います。  

 ９ページ目は国内農業生産の位置付けと展開方向についてであり、この点については食料部会
等でもお示ししていますが、我が国の食生活は飽食とも言えるほどの豊かなものであり、このよう
な食料需要に対して、国土資源に制約のある我が国においてすべてを国内で生産し供給していく
ことは極めて困難な状況にあるわけです。現在のような食生活を前提とすると、国内生産と輸入
及び備蓄を適切に組み合わせていかざるを得ないわけですが、昨年の総理府の世論調査等によ



りますと、安定した国内生産を求める国民のニーズは高いが、具体的に確保すべき生産力の水
準、あるいはコスト負担のあり方、こういったことについては必ずしも国民的なコンセンサスが得ら
れているわけではないのではないかということで、食料供給における国内農業生産の位置付けの
明確化を図る必要があると思われます。  

 10ページ目は国内農業の体質強化の問題についてであります。まず生産性の向上について
は、我が国の農業が国土条件の制約とか、諸コストが割高であるというようなことを考えると、全
体的に農産物が割高にならざるを得ない面があるわけですが、ただし、農業生産にコストを際限
なくかけていくということでは国民の支持を得られないということで、国民が納得し得る価格での食
料供給の実現に向けて生産コストの低減に努めていくことが必要ではないかと思われます。  

 このために平成４年にはいわゆる新政策、「新しい食料・農業・農村政策の方向」において各部
門ごとに10年後の望ましい経営の姿の展望を示しております。こういった目標の実現のために
は、農地の流動化、農作業受委託の推進とか、大区画ほ場の整備等の生産条件の整備、あるい
は省力・低コスト生産技術体系の普及等々、いわば総合的な施策の推進が求められています。  

 11ページ目は、米の生産コストの日米比較を示しております。農産物の生産コストの国際比較に
ついては、そもそも農産物の品質とか規格が違うということとか、生産費調査についての調査方法
の差異、あるいは為替変動とかいろいろな問題があって厳密な国際比較は難しいわけですが、日
米の米の生産コストの比較をしております。  

 費用合計についてみると、日本が全国平均では10ａ当たり13万円、５hａ以上では９万５千円、一
方アメリカが１万２千円ということですので、日米の格差は、10倍強から８倍近くまであるという状
況になっています。ただし、作付規模が我が国の平均1.1ｈaに対してアメリカが113ｈaとなっており
103倍ほどの差があります。  

 なお、生産資材価格等の価格も日米間において格差があり、その状況について参考に示してい
ます。  

 12ページ目は、農産物の高付加価値化等による所得の増大についてであります。近年、食料に
対する消費者のニーズが多様化・高度化していることから、消費者サイドからさまざまな視点で要
求されています。こうした状況の中においては、生産者の方々も市場の動向を的確に把握し、多
様な消費者ニーズに対応した生産を展開することが求められています。他方、こうした消費者ニー
ズに的確に対応していくためには、単に効率性の追求ばかりでなく、農産物の付加価値を高める
いわゆる高付加価値型の農業の展開とか経営の複合化、多角化ということも視野に入れた経営
の展開を図っていく必要があるのではないかということで、高付加価値型農業に取り組む事例を
幾つか御紹介いたしております。  

 13ページ目は、農業生産基盤の整備についてであります。農業生産基盤の整備は、我が国の
農業をより効率的・安定的なものとしていくために不可欠な基礎条件であります。後で詳しく申し上
げますが、30ａ以上の区画に整備された面積は、現在、５割以上になっておりまして、生産性の向
上に寄与していますし、また水田の乾田化とか汎用化ということで作物生産の自由度も増大して
います。ただし、農業生産基盤の整備は公共事業ということで行われており、近年、公共事業の効
率的実施が要請されている中で農業生産基盤の整備についても的確な対応が求められていると
思います。また、農産物価格の低下の中で、いわゆる農家負担の割高感が生じ、事業の円滑な
実施という点で困難な面が出ています。  

 このような状況を踏まえると、生産コストの削減、農業構造の改善等の面で事業効果の的確な
発現を確保するために事業種目、事業地区の重点化とか建設コストの一層の低減等々について
見直しが求められています。  

 14ページ目は参考として、現在、農林関係の公共事業は土地改良法に基づく土地改良長期計
画に即して行われていますが、その概要を御紹介しています。現在の第４次土地改良長期計画



は、基準年が平成４年度で、目標年次が平成14年度となっています。この計画においては、30ａ程
度に区画された水田が基準年において50％、うち１hａ以上の大区画は３％となっていますが、目
標年次においては全体の整備面積を75％に、またそのうち大区画の割合を30％にするということ
で事業を実施しています。なお、平成７年度末の整備済み面積は54％、うち大区画は3.9％となっ
ています。  

 また、この計画が達成された前提での稲作の生産性向上の可能性ということで試算値を載せて
いますが、まず稲作の労働時間は10ａ当たり23時間になるということで４割削減、また費用合計も
１万300円になるということで約1/3削減されるという試算がなされております。  

 15ページ目は、農業生産基盤整備に関連して千葉県下の角来工区の大規模経営の概要につ
いて御紹介しています。この工区では、昭和54年に農家が58戸集まり農地24ｈaを集積して１区画
最大2.5ha、平均40ないし50ａの大区画ほ場に整備し、用排水管理等も地下パイプライン方式にす
ることにより本地面積を拡大しています。さらに、農地24ｈaのうち 16ｈaは１人の方が中心となって
耕作を行っています。  

 具体的な経営収支についてみると、生産費では角来工区で９万３千円強、販売農家の全国平均
では13万６千円くらいとなっています。このうち農機具費は角来工区の場合には全国平均の６割
程度、また労働費では５割程度の水準となっており、また労働時間も角来工区では７～８時間で、
全国平均の38時間と比べますとかなりの差があります。  

 16ページ目は技術の開発・普及の関係についてであります。技術の開発・普及も生産基盤の整
備と並んで農業生産力の増大とか生産性の向上、あるいは農産物の品質の向上という面におい
て重要な要素となっています。昭和35年から現在まで、各作物ごとにどういう技術が開発・普及し
ていったかということを示しています。こういう農業技術の開発・普及の関係のうちまず試験研究
については、基礎的・先導的研究は国で、実用化段階の研究は都道府県が分担するということ
で、試験研究は公的機関を中心に実施しています。また、開発された技術については、国と都道
府県とが協同して行う協同農業普及事業と、農業協同組合が行う営農指導事業が連携しながら
生産現場に適応するよう実施されています。  

 17ページ目は、そのような状況で行われている技術の開発・普及に関する課題についてであり
ます。まず試験研究の分野については、国が行います基礎的研究分野の専門化・高度化が進ん
でいるということ、都道府県等においても、地域産業振興の観点から試験研究の充実を図り、一
定の成果を収めてきていること、民間企業においてもバイテク等を中心とした商品化・実用化が進
んでいること、生産現場においては、新たな経営展開の柱となるような革新的な技術の早急な開
発・普及が求められていること、さらに消費者サイドからも、消費者の視点からの技術開発・普及
への要請が高まっていること等の状況の変化が見られます。  

 普及についても、農業者の方々の間の技術なり経営のレベルの格差が拡大していること、また
農業者のニーズも、経営面も含めて高度なノウハウ、情報等幅広いものが求められるようになっ
てきていることがあります。したがって、試験研究の目標、課題の設定方法とか進行管理のあり
方、国・都道府県、民間等の役割分担と相互連携のあり方等々について今後的確な見直しを行っ
ていく必要があると思われます。  

 18ページ目からは、環境と調和した持続的な農業生産システムの確立についてであります。ま
ず農業生産と環境とのかかわりですが、本来農業は物質循環を基本システムとしており、環境と
調和することなしには長時間持続できないものであります。ただし我が国の農業においても肥料、
農薬等の過剰な投入とか、家畜のふん尿の不適切な処理によって環境に悪影響を及ぼしている
面もあり、環境と調和した形での持続的な生産様式へ転換していくことが求められていると思われ
ます。また国際的にも、ＯＥＣＤ等の場においては、こうした環境と調和した持続可能な農業生産
様式への転換ということが検討課題となっています。  

 なお、我が国の場合、水田を中心とした農業生産が行われており、この水田の場合は連作が可



能な上に、高温多雨という我が国の国土条件の下で洪水防止とか水資源のかん養等の機能を併
せ有しています。そういう意味においては欧米諸国と比べると環境負荷の少ない生産装置を有し
ているということが言えるのではないかと思います。  

 19ページ目は、我が国においても環境への負荷の軽減に配慮した持続的な農業の取り組みが
行われているということで、まず環境保全型農業の概念図をお示ししています。ここでは肥料・農
薬等の施用量を節減することとか、有機物のリサイクルを活用する、あるいは、いわゆる有機農
業ということで化学肥料とか農薬を使わない農業、こういうものすべてを包含する形で環境保全型
農業が考えられています。この環境保全型農業への取り組みですが、旧市区町村数ベースで何
らかの形でこういう環境保全型農業が行われている地区が約２割になっています。  

 20ページ目は、今後一層この環境保全型農業を推進する上での課題についてであります。１番
目は環境保全コストの負担増、あるいは収量の低下に伴う収入減といった農業経営上の問題、こ
ういう問題にどのように対応していくのか、２番目は、環境保全型農業を展開する上では一定の面
的な取り組みが必要なわけですが、どのようにして広域的な取り組みを展開していくのか、さらに
３番目には、生産者の取り組みの助長と消費者のニーズ、これをどのように結びつけていくか、こ
のような課題も多いということです。  

 また近年資源のリサイクルということも重要視されていますが、食品産業ですとか農業生産の過
程において生じている廃棄物、これをコンポスト化することにより農業生産に活用するという視点
も必要ではないかと思われます。  

 21ページ目は参考として、我が国における農業生産による環境負荷等の概要を紹介していま
す。化学物質関係では、肥料成分に由来する水質の汚濁問題については、水田自体が浄化機能
を有することとか、我が国は生活用水を地下水に依存する度合いが低いということから広範には
顕在化していないわけですが、閉鎖性水域における富栄養化とか、地下水における硝酸性窒素
の問題、こういうことが指摘されている地域も見られます。  

 それから農薬については、低毒性農薬の開発・普及とか使用法の適正化によって大きく改善さ
れており、全体として汚染は限られているというように見ております。  

 22ページ目は家畜ふん尿による環境負荷についてであります。全体としては、飼養戸数の減少
等によって件数は減少傾向にあるわけですが、苦情発生率は増加する傾向となっています。  

 そのほか水田とか家畜の吐く息から生じるメタンの問題、また、窒素肥料から生ずる亜酸化窒素
や二酸化炭素等の温室効果ガスの問題があって、そういう問題についての対応を考えていかな
ければならないと思います。  

 そのほか農地、土壌の関係として地力、土壌浸食、こういった問題が顕在化しつつあります。  

 23ページ目は、農業と環境の問題に対する国際的な動向ということで若干最近の状況をお示し
しています。欧米では畑作農業が中心で、農業の集約化とか有機物の過剰投入によって地下水
の汚染、あるいは土壌流亡という問題が深刻化しています。このために、アメリカ、ＥＵにおいては
環境保全対策の取り組みが行われています。アメリカは「環境改善奨励計画」、ＥＵも「環境保護と
田園地帯の維持に配慮した農業生産の規則」においていわば環境保全的な取り組みに対する助
成金等が支払われています。  

 以上が今日の「農業生産のあり方について」の資料についての説明ですが、参考資料として、
「主要品目の生産構造、生産性等の動向について」お示ししています。  

 １ページ目に水稲について示していますが、286万戸が水稲を生産し、販売農家は202万戸とな
っています。また、約３割の水田面積で生産調整を実施していること、依然として零細な作付規模
の経営の生産シェアが大であること、また、投下労働時間は減少傾向であることとか、単収は着



実に向上しており、生産コストは横ばい傾向であることを示しており、さらに国際比較については、
価格、生産コスト面で大きな格差が存在していますが、国内需要は短粒種の良質米が中心であ
り、現時点では国産品に優位性があります。  

 ２ページ目は小麦についてですが、まず、生産農家は減少傾向で、小麦の販売農家は10万戸と
なっています。主産地は北海道、関東、九州ですが、北海道は畑作の輪作、また関東、九州は水
田の裏作として作付けされています。作付規模は北海道では約５ha、都府県では１haということで
徐々に規模拡大はしております。また投下労働時間の減少率は近年やや鈍化する傾向にあるこ
と、単収は天候等に左右され不安定であること、生産コストは横ばい傾向で推移していることを示
しています。さらに国際比較については、価格、生産コスト面では大きな格差が存在しています。
それから国内産麦は日本めん用に向けられているわけですが、豪州産のＡＳＷと比べると依然と
して品質面で格差が存在しています。  

 ３ページ目は大豆についてですが、生産農家数は減少傾向で、販売農家は6.7万戸となっていま
す。生産の主体は水田転作で６割を占めています。作付規模は北海道を除き依然として零細で
す。単収は伸び悩みの傾向で、生産コストは低下の傾向にあります。国際比較については、価格
の格差は存在するけれども、煮豆、納豆、あるいは豆腐といった食品向けには国産品に一定の需
要があります。  

 ４ページ目は野菜についてですが、露地関係の販売農家が48万戸、施設野菜関係が18万戸と
なっています。作付面積は減少傾向となっており、品目ごとに産地化が進展しています。また大規
模層の生産シェアが拡大する傾向にあります。単収は多くの品目において向上し、生産コストは
近年横ばい傾向となっています。それから国際比較については、多くの生食向け品目は国産品に
優位性があります。一方、外食、量販店向け、あるいは野菜の加工品等については安定調達、あ
るいはロットとの関係、価格の面、こういう面において輸入品に優位性があります。  

 ５ページ目は果実についてですが、栽培農家数は減少傾向で49万戸となっています。果実の種
類ごとに産地化されていますが、依然として小規模層の生産シェアが大きくなっています。単収は
横ばい傾向、生産コストは上昇傾向で推移しています。国際比較については、品質面では国産品
に優位性があります。ただし、果実の需要が多様化する中で国産品の需要総量は停滞気味であ
り、また果汁は輸入品に優位性があります。  

 ６ページ目は酪農についてですが、飼養戸数は徐々に減少し、4.2万戸となっています。生乳の
生産は都府県産が全体の６割、北海道が４割という関係ですが、都府県産は大部分が飲用牛乳
向けに、また北海道産は７～８割が乳製品向けとなっています。こうした中で大規模飼養農家層
の生産シェアが大幅に拡大し、１戸当たりの飼養頭数は46頭となっており、ＥＵ並みの水準に到達
しています。投下労働時間は減少していますが、減少率は鈍化する傾向にあります。また１頭当
たりの乳量は着実に増加し、生産コストは着実に低下しています。国際比較については、飲用牛
乳等向けでは輸送コスト、鮮度保持等の面で輸入は困難となっていますが、乳製品ではコスト面
で国産品が不利になっています。  

 ７ページ目は肉用牛についてですが、飼養戸数は徐々に減少し15.5万戸となっています。肥育
経営を中心として大規模層の生産シェアが拡大しつつあります。投下労働時間は減少傾向、１頭
当たりの生体重は増加傾向、また生産コストはほぼ横ばい傾向で推移しています。国際比較につ
いては、日本人の嗜好に合った品質の牛肉生産の面では国産品に優位性があります。ただし、外
食・加工食品向けでは価格面で輸入品に優位性があります。  

 ８ページ目は養豚についてですが、飼養戸数は大幅に減少し、1.6万戸となっています。また飼
養頭数も減少傾向で、大規模層の生産シェアが拡大しています。投下労働時間は横ばい傾向で
推移し、１頭当たりの生体重は徐々に増加し、コストは飼料費の変動に影響を受けています。国
際比較については、飼料への依存等から国産品が米国産より１～２割程度割高になっています
が、銘柄豚肉を中心に品質面で国産品に優位性があります。  



 最後に採卵鶏でついてですが、飼養戸数は大幅に減少し6,800戸となっています。この中で大規
模層の生産シェアが大幅に拡大しています。投下労働時間は減少傾向で推移し、鶏卵生産量は
増加しており、生産コストは養豚と同様、飼料費の変動に影響を受けています。国際比較につい
ては、価格・輸送面で国産品に優位性があり、ほとんど国内で供給されています。  

 以上が本日の資料の概要です。  

○部会長 ありがとうございました。  

   

４．質疑討論  

   

○部会長 農業生産にかかわる政策的な問題をかなり幅広く取り上げた資料になっております
が、ただいまの事務局からの資料説明についての御質問なり御意見、資料要求等がございました
ら、今日も時間の許す限り活発に御発言をお願いいたしたいと思います。  

○委員 今日の資料を拝見して、これから私たちが議論をする農業生産の上でのキーワードとい
いますか、現行の農業基本法には「選択的拡大、生産性の向上、農業総生産の増大」という言葉
がこの資料では一つのキーワードのように書かれているわけですが、私は新しい時代のキーワー
ドとして―私の全く個人的な感覚ですが―現行の基本法と対峙して同じ三つということで考えれ
ば、自立と経営感覚と適地適作ということではないかと思いました。  

 その背景をちょっとお話しいたしますと、この資料を拝読して、いろいろな面での問題点―昭和
17年以来続いてきた食管制度が結局食糧法に変わったわけですが、食管制度の影といいます
か、それが非常に感じられるんですね。もちろん食管制度の一時期の非常な意義は私は十分に
認めますけれども、終盤に至るまでその食管制度が落としたひずみというものがいろいろな面に
現れてきて、例えば長期見通しの生産の見通しがなかなか実態と合わないということがあります。
これはもちろん輸入によってかなり妨げられたという面もありますけれども、何といっても米は主食
であって、その米の安定ということと価格の相対的な安定ということが、先祖伝来の土地という感
覚と一緒になっていて、なかなか日本の農業の構造が変わらなかったということがあります。冒頭
に申し上げた自立とか経営感覚というのは、もちろんそういう気持ちで生産をしておられる農業者
の方がたくさんいらっしゃるということは十分認めますけれども、主として米の生産の部分で、正直
言って多くの人が食管頼りで、御自分の経営感覚を磨くに至らないまま今日まで来てしまった、そ
れから適地適作ということも果たすことができなかったということだろうと思うんです。  

 このひずみは、実は今日御説明いただいた中で技術についても現れていると思うんです。かつ
ては日本の小麦は有名な「農林10号」で代表されるような世界に冠たる技術を持ちながら、戦後、
言ってみれば小麦、大豆の技術を放棄してしまった。ですから今に至るまで国産小麦でいいパン
ができないとか、単収も低いとか、そういうところまで食管が影を落としているような気がします。そ
ういうことをこの節目で払拭して、本当に生産現場で、とにかく自分の経営、あるいは自分の地域
の農業をどのようにするかということを考える、そういう自立と経営感覚、そしてその結果自ずと適
地適作ということが実現していくのではないかと思いますので、それを最初の目標といいますか、
理念といいますか、そのように設定したらいかがであろうかと思います。  

○専門委員 今、委員がおっしゃった自立というキーワードは実は基本法に既に盛り込まれてい
るわけですね。「選択的拡大、生産性の向上、農業総生産の増大」等、こういう生産政策、あるい
は構造政策、そして価格の安定ということを通じて目指したのが実は自立農家の育成ということで
基本法の目標だったわけですが、それが破綻したと、個人的にはそのように判断しているわけで
すが、その原因を探る必要があるのではないかと思います。ですから、自立ということに関しては
私も賛成で、現行基本法の中では何が間違って自立できなくなってしまったんだろうかということ



を、委員をフォローするような形でちょっと述べさせていただきたいと思います。  

 一つは、基本法の理念自体はそういう意味で自立農家の育成、あるいはある意味での効率主
義、合理主義を前提として生産性格差の是正を通じた所得格差の是正、こういう理念は非常に高
く評価できるものだと思うんですが、やはり問題だったのは運用で逆行してしまったのではないか
と思います。私なりに整理をしますと、ある意味で二つ失敗がある。一つは、いわゆる市場原理無
視の価格政策、これは前回のときも申し上げましたので詳しくは申し上げませんけれども、結局、
先ほど委員がおっしゃられた食管法に代表されるような価格のコントロールです。したがって、つく
ったものが幾らで売れるかということに関して生産者は政府頼みになっており、実際問題としてこ
れは消費者の投票によるべきだと思います。こういうものをつくりましたが、これに幾ら投票してく
れますかというのがやはり市場経済の基本だと思うんですね。それを政府が決めてしまったという
のが価格政策の問題点です。  

 第２番目が今日の議論にかかわってくると思うんですが、いわゆる計画経済的需給調整、基本
法における生産政策ということで出てきた政策目標のいずれも政府主導型といいますか、選択的
拡大などは政府が言い出すよりも、市場がきちんと機能していたら農家は目ざとく、どの商品が伸
びていくか、どの作物が需要が増えていくか、だからこれをつくった方が儲かるんだというアンテナ
を張るわけです。しかしながら、政府の方が例えば長期見通しをつくって、こういうものが儲かるか
もしれませんと言うとそういうところにどっと流れていく。したがって、先進的にやろうと思っている
農家は思ったような儲けが出てこない、そうしますと、政府が言ったようにやったのになかなかうま
く儲からないという部分が出てくる。猫の目農政という批判が随分ありましたけれども、それはそう
いう指針をつくってしまってそこに誘導していく計画経済的な手法が農家の不満を醸し出し、消費
者側からも、なかなか安くならない農産物というような批判も出てくるということだと思うわけです。 

 先ほど説明があったように、長期見通しでさえありのままの展望から努力目標、つまり誘導型に
変わっていってしまっている。こういう計画経済的な需給調整を根本的に見直す必要がある。それ
は生産政策においても然りであろうと思うわけです。私にはこれに対する反省の弁と読めたんで
すけれども。資料の８ページで少し述べられておりますように、「しかしながら今日」というところ、こ
の下のところが非常に重要であって、では我々は今後どういうことをやっていったらいいかというこ
とを考えたときには、基本的には規模拡大による生産性の上昇、あるいは差別化・高付加価値化
で所得率を向上させる、これはどの産業でも同じだと思うんですね。薄く広く儲けるか、高い付加
価値をつけていくかと。  

 ちょっと細かいことになりますが、12ページに、単に効率性の追求だけではなく高付加価値化と
言っていますけれども、これはちょっと誤解があると思うんですね。高付加価値化を目指すこと自
体もやはり効率化と変わらないわけです。効率化の一局面でありまして、効率化と矛盾するもので
は決してないので、そのあたりはちょっと注意が必要かなと思っいます。  

 このためには多様な担い手の存在を可能にするという条件の整備といいますか、それが基本だ
と思うんですが、では生産対策として国ないし政府や農水省がやるべきことは何かということにな
りますと３点ほどあろうかと思います。市場では供給できないような公共財的なものを整備・供給し
ていくという意味では、１点目は広い意味での生産基盤整備、２点目は試験研究・改良普及、３点
目が環境問題への対処、これが基本的な生産政策の三つでありまして、いかに儲けるか儲けな
いかということはこれからは生産者に任せていった方がいいのではないか。ある意味で市場の失
敗に対応できるような受け皿をつくっていくというところが重要かと思います。  

 ただし生産基盤整備でも、後でまたその話になったときに申し上げたいと思いますが、土地改良
事業がこのままでいいのか、あるいは技術の開発は国でするけれども、その普及のあり方は今の
ままでいいのか、それから環境問題をどうするのかという個々の問題をもっともっと詰めていかな
くてはいけないと思います。その時点になったらまた発言したいと思います。  

○委員 農業生産のあり方につきましては、以前からの資料で出ておりますように、中・長期的な
世界の食料需給の状態は極めて不安定が予測されるわけであります。そういう中にあって国内農



産物、国産品に対する志向は極めて高いと思うのです。行政に係わる皆さんのアンケート調査に
よりますと、やはり自給率の向上は80％ほどの方が必要だろうと言っております。中でも目標を設
定すべきだというのが98％あるわけです。今日的な生産調整の問題等をいろいろ含めながらも、
この辺は明確な政策を打ち出すべきだろうと考えております。特に国の食料の安全保障という面
からしましてもこの辺は極めて重要な分野だと思うものであります。  

 資料の８ページないし９ページにあるような問題を考えながらも、今後は農業の多面的な機能の
中で、土地、水、技術について、これまでの反省に立って改めて自給力の向上なり目標設定をし
ていくべきだろうと思います。  

 次に米中心からの転換という中では、基本的には日本の国土条件から考えましても土地基盤整
備によるところの農地の汎用化をより進めなければならないと思っております。資料によりますと
整備率は54％ほどということでありますけれども、平場は日本では60％くらいと考えますと、平場
はほとんど規模拡大、ほ場整備はできているのではないかなと判断されるわけです。そうしますと
中山間地域の40％というのは極めてコストがかかるわけであります。先ほど角来の例もありました
が、これは極めて１戸当たり経営規模の小さいところであります。また条件的には普遍的にはまい
らないのではないかなと思います。パイプラインのあり方につきましても、山間地の間伐材を利用
する、あるいはパイプラインの敷設の構造自体をもうちょっと軽微にしてもいいのではないかなと
いう意見も私どものところではあるわけであります。というのは、今申しましたように、そういう中山
間地域のコストが非常に高くなるという関係からであります。  

 そのような中で考えていきますと、国際競争力強化の問題と、内外価格差の縮小ということにつ
いて我々も努力をしていかなければならない。特に生食では国内生産は優位性がありますし、よ
り消費者に顔の見える生産体系をつくらなければならんと思うのです。  

 一方、食品産業の場合においては国外のものが優位に展開するということでありますが、これら
につきましても、今言いました米の生産調整と、他の足りない大麦なり大豆についてはもう少し農
地の利用の方法を考えていくべきです。いわゆる500万ｈaを５割増しにやればどこまで行くのか、
現在、国外から1,200万ｈa分の輸入をしている、はっきり分かりませんが、約４兆円ほどではない
かというようなことを考えると、もっと国内の生産方策をきちんと決めていく必要があるのではない
かと思っております。  

 そういう中で、我々も、今申しましたようなことを総合的に考えて、1.5倍の農地の利用を確保した
り、あるいは品目別の生産目標を地域別につくって、それを調整して、国全体のガイドラインに合
致させる努力が必要なのではないかなと考えるものであります。  

 あと二つほど考えておるわけでありますが、先ほどの技術の改善の問題と、今申しました他の作
物への誘導の方策であります。これらについては一方で、大根、あるいは他の作物でも自然の色
素というものが十分活用されるわけでありますから、そういう特殊作物といいますか、特用作物を
もっと今日的な薬品なり健康食品として利用する方向にも今後研究をする必要があるのではない
かなと、このようにも思っております。  

 いずれにしましても、今日、国際的な競争も大事でありますが、農業の置かれている立場という
のは、甘えるわけではありませんが、国民の食料・生命の安全、あるいは環境保全という機能をき
ちんと評価してこういった面での支援をし、また農業者自体も自立し、そして生業として成り立つよ
うな努力をしていくべきだと思っております。  

○専門委員 ただいま委員から御説明がございました中に関連することで申し上げたいことがあ
るんですが、日本はお米が余っている、したがって農地が余っている、その余った農地のところ
で、例えばたくさん輸入している麦とか大豆をつくったらどうかということもございました。しかしこれ
は前回の合同委員会で委員から御指摘があったとおり、コストの概念が抜けているのではないか
と思います。先ほどの御説明の中で、確か大豆の価格は日本産と輸入品とで１対８でしょうか、そ
れほどの大きな違いがあるし、生産性に至っては1/10だ、大豆については外国の生産性は10倍



だという御説明がありました。そういう中で日本に輸入されているものと対抗して闘っていけるだけ
のコスト競争力があるかどうかという問題だと思うんです。したがって、今のお話は、土地が余って
いる、日本は大豆を輸入しているんだからそこで大豆をつくったらどうかというように短絡的に持っ
ていくことはおかしいのではないか、このように思います。  

 食料政策を考えるに当たっては、全体として日本の総需要量に対して食料の量は不足でござい
ますから、これは輸入にある程度頼らざるを得ないということはやはり認めてかからなければなら
ないと思います。もちろん自給力を高める努力はどんどんすべきでありましょう。しかし、輸入ある
いは備蓄の役割、これは今日の説明資料の中にもございましたように、正当に位置付けるという
ことがまず前提にならなければいかんと思います。輸入はないんだということになっては話は前へ
転がっていかないということだと思います。その上で国内生産に果たす農政の役割を考えていくべ
きではないか。そしてその農政の役割というのは、あくまで食料政策上必要不可欠なものに極力
絞り込むべきだというように私は考えております。  

 大変うれしいことに、今日の資料の第１ページの冒頭のところにありましたが、当たり前のことで
すが、農業について産業としての能率を高めることが求められているとあります。これは現基本法
のことなんですが、現基本法でも産業としての能率を高めることを要求されてきているわけです。
今においてをやということでございますので、産業としての農業を強いものに育てていくためには
いろいろな政策が必要です。  

 大きく分けて私は二つの方向があるのではないかと思います。一つは、産業としての農業を強く
するための政策、それを農業振興策としますと、もう一つは、産業として成り立たない地域がある、
これは御議論が多いところでございますが、確かに成り立たない地域というものがある。その場合
には農業保護策ではないか。この農業振興策と農業保護策とを切り離して考えていかないと混乱
を招くのではないかと思っております。もし混同すれば―今日の資料の中で共通する一つのくくり
の言葉で、経営規模の拡大が十分でなかったというような受け止めをいたしましたけれども、経営
規模の拡大とか、あるいは拡大された規模の経営体に対して意欲を持って取り組んでいかれる農
家の方々、そういう経営体の発展を妨げることになっていいことではない、このように思います。  

 また当然のことながら、その対象が特定されずに、したがって施策の重点化が図れないという従
来の価格支持による農業保護政策とはこの際きっぱりと決別すべきではないかと思っておりま
す。確かに日本の農業、土地が高いとか、エネルギー費用が高いとかいろいろございます。コスト
条件に恵まれない我が国で農業が目指すべき経営展開、これはほかの産業でも全く同じだと思い
ます。土地が高いこと、人件費が高いこと、農業だけが苦しいわけではありません。日本のあらゆ
る産業がその中で苦しみ努力し、それで外国と闘っているわけです。今やＷＴＯの体制になって垣
根は取り払われ、あるいは垣根を低くされ、それで自由に貿易をして競争していこうということに既
になっているわけでございますから、経営展開というのは他産業と同じように、消費者ニーズを的
確に把握しながら、例えば食品でいうならば味、鮮度、そして安全という面で高品質化を図ってい
く、そして先ほどもございましたように、高付加価値型の農業を目指す、それからもう一つは大規
模化することによって生産コストを限界まで削減するということが必要ではないかと思います。  

 さらにつけ加えるならば、第２次、第３次産業との連携、あるいは融合によりまして事業の多角
化、複合経営の展開を図るのも非常に有効ではないかなと思っております。こういった農業の展
開に資するための農業振興策は、自主性を持った、あえて言わせてもらえばプロの農業経営体に
的を絞って行うべきで、農業の体質強化にそういう形でつなげるべきではないかと思っておりま
す。  

 とするならば、国が担っていく体質強化策というのは、具体的に言えば２点ほどあるのではない
かと思うわけです。一つは構造政策、これは転用規制の強化による優良農地の確保、あるいは農
地の集約、これによって規模拡大を図るということ、もう一つは、生産政策としてはほ場の大区画
化、基盤整備、政策金融、技術開発、災害補償といったことに政策の重点を置くべきだと思いま
す。そしてその他のきめ細かな政策は、地域特性を踏まえて地方公共団体や生産者団体に任せ
て、特に国内市場での価格形成、先ほど専門委員からも御指摘がございましたが、価格形成とい



うのは市場原理に全面的に委ねるということが最も大切ではないかと考えます。  

 さらに付言すれば、生産調整につきましても、国が行うのではなくて個々の生産者が自らの経営
判断で行うということを基本にすべきではないかというように感じました。  

○部会長 若干食料部会との境界領域にも話が及んでおりますが、これはある程度重複してもよ
ろしいんですね。今までの御議論の中で、生産なり自給力の目標とか需要を明らかにすべきでは
ないかという意見と、いや、政策はもうそういうことではなくて個別の経営では手が届かないところ
を補完する、公共財の供給というようなところを中心にしてやるべきだというのと御意見が二つ出
ていると思いますが、御発言の中でそういうことについてもお触れいただければありがたいと思い
ます。  

○委員 私の場合は37年間現場で農業・農村にこだわりまして、まさにその責任も感じているわけ
ですが、その37年間の体験を通して農業の生産性について我々は我々なりに努力してきたつもり
でありまして、その中で生産性なり規模拡大、そしてコストダウンという問題に取り組んだ中で、こ
れは当たり前のことかもしれませんが、どうしても最初に触れておかなければならないということを
申し上げて、私の思いを述べさせていただきたいと思います。  

 農業が持つ経済性から見た特性がございまして、まず生産の現場が自然の中にある。これは非
常に我々にとって苦労した点でございまして、生産量が減ることでコストが増大するというまさに反
比例の状態にあったわけでございます。病気が出れば手数がかかり、それだけコストがかかって
減収になる、収入が落ちるというこの事実を37年間体験してまいりました。それが１点です。  

 それから生き物であるということ、生産母体が生命体であるという事実でありまして、死滅すれば
復元が不可能なわけでございます。１足す１が２という方程式、これはお互いによくわかるんです
が、我々は嫌というほど１足す１がマイナス２になったり、ゼロになったり、プラス３になるというよう
なまことに複雑な方程式の中で苦労をしてまいったということ、その辺を前提に御理解いただかな
いと思います。  

 まさに農業基本法で議論したことが正しかったような気がするわけです。現在も今後もそういうこ
とだということですが、農業基本法が30年たってこういう状況になっているという現実もぜひ現場か
ら御報告しておかなければならないと思っているわけでございます。  

 したがって、農業の技術についても、我々はシステム化したい、マニュアル化したい、そして分業
化したいと考えて随分取り組んだのですが、非常に苦労しました。したがって、出資者、経営者、
労働者の一体化がどうしても要求されてしまう。我々の努力も足らなかったのかもしれませんが、
労使という関係でなかなか生産が取り組めなかったというこの現実も身をもって体験させていただ
いております。そして農繁期と農閑期ということで収入の季節性が非常にあったという現実でござ
います。したがってこの辺は非常に苦労した。これは農業が持っている特性ではないかと思いま
す。  

 それから、農業の現状から見る課題として一つ挙げておきたいのは、消費者ニーズという言葉
が今非常に出ているわけですが、その中で生産構造と消費者ニーズが大きく食い違っているとこ
ろがあって、これが一つの大きな問題点ではないかと思っております。どう消費者ニーズと生産構
造を一致させるか、それは生鮮食品であるからであります。保存がきかないということをどうする
かというのが大きな課題であろうと思います。  

 それから、我々は現場におるわけですが、今の農村地域というのは地域そのものがどうしても多
数決の原理で動く世界で、それは生活空間と生産空間が同居しているということも頭も入れない
と、外国とさっと同一条件にしてしまうと非常に危険な状態も感じられる点があるということでござ
います。したがって、大も小も平等だという概念がずっと続いてきている、この事実もよく頭に入れ
て整理しないと……。我々も苦労した点は多々あるわけでございます。  



 それから規模拡大は、家族労働を超えていったとき、経営管理費という今まで経験しなかったよ
うなコストが発生してきております。家族経営ですと食事のときとか寝室でトップ会議ができるわけ
でございまして、コストは生活の中で吸収されて、それで強いというように我々は言ってきた。しか
し法人とか大規模化してある限度を超えますと、その組織をまず管理するコスト、これは大変なコ
ストでございまして、大体売上額の１割はみておかないと持続的農業にならなかったということで
あります。特に法人の場合は、法の人となる以上は、家族のような地縁・血縁で運営できなかった
という体験をさせていただいております。  

 その辺を受けてこれからの課題は―これは極端な表現かもしれませんが、現在の政策は結果
論として兼業政策という形で兼業農家を育成するような形になっているわけでございまして、地域
は９対１の割合で、１が我々農業で自立しようとしているもの、ところが９の人は兼業ということで多
数決の論理が非常に働いている。これは文化論とか、ふるさとのお祭りの問題とか、地域をどう守
っていくかという課題とつながっているのではないかということでございます。とはいえ私は今大規
模経営を目指しておりますので、農業経営としてこれから専業的自立というのは当然命をかけて
頑張っていきたいと思いますので、その辺の政策をどのように転換していただけるかというのは興
味があるわけでございます。  

 ただ、先ほどから御意見があるように、それでは大規模経営だけで日本列島の農業を守れるの
か、農地が守れるのか、自給率を上げることができるのかとなると、なかなか我々だけでは、棚
田、中山間という大課題もありますので、その辺の組み合わせをどうするかというのが大きな課題
ではないかと思っております。  

 前段が長くなってすみませんけれども、現場ということでお許しをいただきたいと思います。色々
なことを体験しながら経済の効率性ということは当然我々なりに農業の現場で考えておるわけで
ございまして、そのときに大きな課題として考えなければいけないのは、選択的拡大というのは、
必ずしもその結果は正しくないとは言えないんですが、冒頭に申しました風土という関係からする
と、大規模化があっても、複合化という―これは環境問題も絡むんですが、大規模畜産と大規模
米づくりがどのように連携していくか、その中で、堆肥を有効に使い、副産物の稲わらを餌として使
い、機械、労働、すべてを合理的に使うというのが日本の先輩が長年つくり上げてきた経営論理
であったということ、選択的拡大で体験した中で今そういう感じを持っておりますし、また多角化と
いうのもこれからの一つの方向であるということについても私は賛成でございます。  

 また、効率的農業の中で複合化なり多角化をどのように地域で仕上げていくかということで、旧
集落というか、広域営農集団というような一つの新しいシステムを構築する、つまり広域的に兼業
農家なり中核農家なり、我々のような法人なりが総合的システムを組み得るかということが非常に
重要ではないかということと、もう１点は、２市６町村くらいの広域経済交流圏というような広域経
済的視点での地域づくりという視点、これは農業分野だけではないですが、そのような感覚が必
要ではないかということを私なりに強く感じております。  

 それから農業規模の拡大に関して私が感じるのは、今回お米が１万５千円になったということで
村は大騒ぎになっておりまして、さあどうするか、これはまだ私も読み切れないんですけれども、農
地は所有しながら利用権を誰かに預けたいという発想が地域に出てくるのか、いや、私は兼業だ
から大丈夫だ、幾らお米が１万５千円になっても１万２千円になっても農地を守るよということにな
るのか、まだ私も分からないのです。万が一、我々のような自立農家に農地を預けたいというお話
が出たときに、平成４年に我々はようやく法人協会なり経営体ということで出てきてまだ日が浅い
わけで、制度はございましたけれども、我々が必ずしも力をつけなかったというのは我々自身にも
問題はあるわけですが、さっき言ったような問題がございまして、そこが非常に重要で、私たち農
業法人がどのようにしてこれから地域の耕作放棄地になる農地を預かる力を持つかということが
我々の使命だと思っております。  

 それから経営規模拡大のための条件で一番我々が苦労してきたのは、スケールメリットがどこま
で確立されているかということです。大も中も一緒に助け合っていくということはすばらしい精神で
すけれども、この辺との絡みをどう地域で話し合ってつけていくかということを整理しないといけな



いと思います。大規模化というのはスケールメリットだろうと思うんですが、しかしこれを余りにも押
し切ったときに、では地域の合意が形成されるのかということがあり、我々は加工なり交流という
形で地域の仲間たちの働く場を確立していこうということで今第６次産業を目指しています。船方
農場は農業でいきますと22人ですけれども、それを加工し、販売し、交流というようなシステムに
持っていったために62人が働けているということは事実でございます。その辺もこれからどう生か
し得るかというのが課題であろうかと思います。  

 それから、コストの問題ですけれども、どうしてもスケールメリットに返るんですが、生産資材なり
農機具等が大幅にコストダウンされる必要がある。それはどうしたらいいのかということをこれから
しっかり議論を願わなければいけないだろうということでありまして、労働報酬については我々農
業者の生活がかかるわけでございますから、それがある程度高いということは悪いことではない
んですが、10ａ当たりの労務費ということになりますと課題は残るという御指摘をいただいているの
ではないかなと思っております。  

 それから、農業生産基盤の整備につきましては、地域環境に適合した生産基盤というのがこれ
からは非常に要求されるでしょうし、環境と調和する生産基盤が非常に重要だなということを私は
現場で感じております。やたらに２hａの基盤整備を進めることが果たしていいのかどうか、大変な
雨量が出るわけでございますので、災害とかいろいろな意味で注意が必要であろうかと思っており
ます。  

 今我々が現場で一番気になるのはため池とか水路等をこれから大規模化していかざるを得ない
という方向が出るのなら、だれがそれを管理し保護・維持していくかという管理・維持システムとい
うものを再構築する必要があり、それは広域営農集団の形成というような意識もあるということで
あります。  

 それから農業技術につきましては、皆さんからいろいろ御指摘があったとおりでありますが、私
が一番考えておるのは、知的所有権というあたりもこれからある程度取り入れていただきたいなと
思うわけでございまして、この辺も確立しておかないと、努力した報いがないのではないか。情報
は分かち合うということはよくわかるんですけれども、開発データ、アイデア等の知的所有権という
のも気になるなという気がしております。  

 それから試験研究につきましては、都市も農村も、環境問題というのは大変大きな課題で、国際
的・地球的に問題になるとするならば、この分野で農業技術が果たす役割というのは実に大きい。
さっき多面的機能とか出ておりますが、この辺もこれからの都市づくりに対して農水省なり我々農
業界の役割というのも非常に重要なことではないかという気がしております。  

 それから、新しい技術の研修・普及ということも先ほど出ておりますが、私たちが考えるのは、今
までの研修なり普及という対応については、どうも技術者養成に集中していたというように感じて
おりまして、今から大事なのは百姓を育てるといいますか、マイスターというものをどう養成する
か、我々も協力させていただきたいのですが、農業経営者といいますか、百の苦労に耐えられる
担い手をつくりませんと……。命がけで農業をやりますと言って町から来た子が、牛にボーンと蹴
られると真っ青になって、もう辞めますという、こういう若者が非常に多いということも事実でありま
して、この辺もこれからの研修なり担い手育成なり普及という面で考えていかなければいけない問
題ではないかと思います。  

 それから米の構造について一つ言及しておきますが、山と海まで非常に短距離でございまして、
生育ステージの異なる広域的生産システムというもの、例えば私の村の中山間では５月にはもう
田植えは済ませてしまう、それから瀬戸内は６月に田植えをするわけです。同じ生産地域ですと田
植えも稲刈りも全く一緒というのがまた生命体の条件でございまして、そういう意味で、稲刈りも機
械も完全に1/2になる広域的生産システムというものもこれから考えていかなければならないと考
えております。  

 大変長くなましたが、生産の現場で感じたことを御報告なり意見として述べさせていただいたとい



うことでございます。  

○部会長 ありがとうございました。大変いろいろな問題を含んだ御発言をいただいたと思いま
す。  

○委員 私は土地と水などの環境につきまして、私の住んでいる広島県の太田川を例に取ってお
話しをしてみたいと思います。  

 ふるさとであります広島湾では古くからカキ、アサリ、ノリなどの漁業が盛んで、特にカキ養殖と
いうのは御案内のように450年の歴史を持っており、現在では全国生産の概ね７割を生産いたして
おります。養殖漁場の価値を決定する要因の中で見失われがちな川の存在でありますが、特にカ
キの養殖にとって川は決定的な意味を持っております。我が国の２大産地であります広島と宮城
は、太田川、北上川という大きな川の河口に広がっております。そしてその上流は戦後企業林と
いたしましてスギとかヒノキが主体に造林が行われたわけであります。近年、広葉樹林が極めて
保水力が高いことで知られておりますが、その上、森林なり水田の腐植土に浸み込んだ水は、魚
介類の餌となるプランクトンや海藻類を育てる栄養分に富んだ水になり、広葉樹は水産資源の成
長に大きな働きがあることから、広葉樹林の造林に対応いたしまして流域で魚を増やす造林運
動、森を守る運動が起こっております。つまり地域運動へと大きな展開を見せ始めております。  

 我々協同組合は、まず人間がいて、運動があって、そして地域があると考えております。その地
域と環境を軸に考えますと、水を通じた有機的なつながりと、１本の河川をめぐっての流域提携は
最も合理的な経済活動範囲になり得ると考えております。つまり水と河川を軸に農山漁村、そして
都市生活者、都市住民との共生の考えに基づいたネットワークづくりが考えられるのではないかと
思います。  

 これまでの農業政策の基本は、産業政策的、効率的視点でいろいろ論議もありますが、しかしな
がらこの産業的視点には一定の限界がある場合もあります。特に農地条件の不利な棚田、中山
間地にはそのことがあると思います。これからの方向として、さきに述べた河川をめぐる流域提携
のような地域政策を柱とする農業政策が望まれるのではないでしょうか。太田川の流域におきま
しては有名な広島菜の産地があり、だんだん上流に上がっていきますと棚田があり、水資源には
今のような広葉樹林を植えていくということが、川下と川上、水資源を確保していく上にも極めて必
要でありますし、あるいはその流域に数カ町村ありますけれども、それらがみな昔ながらの例えば
神楽なりの伝統文化がずっと継承されておる。そうした地域社会の安定のためにも、人が住むよう
な定住条件の整備も必要ではないだろうかと思います。  

 水を例に挙げまして土地と水との関係について意見を申し上げさせていただきました。  

○委員 今まで委員の皆さん方からいろいろと御発言があったわけでありますが、私の考え方
は、各委員からお話しがございました、その姿勢と基本的には同じでございまして、申し上げたか
ったことはその中でほとんど尽きていると思うわけであります。今日は事務局からいろいろ資料に
ついての説明を伺いましたが、大変客観的な形で問題点も踏まえておられる、それから一つの方
向づけ、あるいは理念というものにつきましても見事に書き入れられておりまして、その意味では
私は理念とか農政の方向性については、市場経済の問題が一つ別個にございますが、それ以外
の点では見方としては妥当な方向が既にできているように感じたわけであります。  

 しかしながら、それでは実際の運営上どうかということになれば、先ほど専門委員からお話しが
ございましたように、そこにはいろいろ問題があったと思いますが、特に二つの点で疑問を感じま
す。一つは、今までの土地の整備については区画自体が余りにも小さ過ぎたのではないか。具体
的な形でいえば、水田について30ａという形での土地整備が５割近くに達しているというお話があ
ったわけであります。この点では委員から実態に即したお話がありましたので、私などは全く素人
の疑問かもしれませんが、先日、栃木県の現場を拝見しまして、あそこで私もいろいろ考えながら
見ておったときに、これで水田は整備されたんだというお話を伺ったわけですが、例えばあの30ａ
での畦道が全部無くなって広くなる、それによる耕地面積の広さというのはたかが知れていますで



しょうけれども、そこに新しい農業機械が入って効率を上げるということは可能なのではないかな
ということを思ったわけであります。資料の10ページにございますように、農家１戸当たりの農用地
面積の各国比較を見ても、日本の場合にはアメリカとの対比はできないにしても、ＥＵの国々と比
べて余りにも１戸当たりの農用地の面積が小さい、この小さ過ぎるということが日本の農業の生産
性を低くしている大きな要因ではないかと思います。  

 そういう意味からいえば、第４次の土地改良長期計画につきましても、今後の５年間を見てもこ
れ以上の改革は不可能なんだろうか、例えば第４次の計画をもっとドラスティックなものにするよう
なことはできないのかどうか、これは全く素人の考えでありますが、そのような印象も受けたわけ
であります。  

 この余りにも規模が小さ過ぎるという問題とともに、もう一つの問題としては、余りにもテンポが
遅過ぎるということで、特にこれからの世の中はグローバルな方向に進んでいく中におきまして、
今の農政のテンポではとても国際的な視点から見た場合の変化に対応できないという問題が生じ
てくるのではなかろうか、そんな印象を強く受けたわけであります。  

 そういう点と絡んで事務局に御質問したい点でありますが、一つは、今申しましたように、こういう
計画自体―農業の場合には産業、一般製造業などのようにドラスティックなことができないことは
重々分かるのでありますけれども、例えばこういう第４次計画というようなものをもっとテンポの早
いものにできないのかどうかということ、第２点は、中山間問題などと絡みまして、先ほどもお話が
あったわけでありますが、いわゆる農業と環境問題という形で、特に水田などは様々な点で非常
に環境問題と絡んでいるということを言われるわけですが、これは実地調査等々を踏まえて本当
に非常に大きな効果があるんだろうか、そういう疑問を感じるのでありますが、その点についての
御判断を聞かせていただければと思います。  

 いずれにしましても、先ほどの委員のお話もあるんですが、大規模化の場合には農村社会とい
う中で色々な問題があるということですが、これから広域的な農業に傾斜していくことは非常に大
事でありますし、そういう広域化の中において、敢えて申せば、例えば株式会社方式というような
ものを導入することによって市場原理に基づいた方向ができるのではないかというように感じてお
ります。  

○事務局 長期計画のことでございますが、これは農業・農村の基盤整備、ほ場整備などの投資
計画でございます。これは毎年の予算で具体化されるわけですけれども、耕地面積が余りに小さ
くて、そのテンポを加速化できないかという御指摘でございますが、実際に日本は1.5ｈaの耕地を
耕やして100万程度の農業所得を得ているわけでございます。さっき角来の例がございましたが、
例えばああいう地域で１人の農家で30ｈa程度耕やすということが実現しましたのは、その他の29
人は首都圏で安定的な就業機会があり、農地は所有しながら完全に離農することができたわけで
す。しかし、一般的な農村地域で申し上げますと、1.5ｈa前後の農地を持って農業所得を得るとい
うことは800万、900万の所得の中の15％から２割程度という大きな部分を占めておりますので、そ
の所得を放棄しろということは、ほかの安定的な所得、雇用機会が無い以上はなかなか難しいわ
けでございます。  

 このため、農村への工業導入等々で雇用機会の確保を図りながら無理のない形で規模拡大を
進めているわけでございますが、これは実際には産業界などとも連携を取って進めなければなら
ない課題でございまして、日本の多くの農村では、現実問題として規模拡大は難しい点が多々あ
り、私どもも大きな難点に直面しながら取り組んでいるのが現実でございます。  

○事務局 農業の環境保全機能、ないしは多面的機能でございますが、地域、あるいは地目によ
っても違うわけでございますが、例えば洪水防止、あるいは水資源かん養という機能がございま
す。あるいは土壌浸食の防止ということで、今日の資料の22ページの右下のところに、水田が耕
作放棄されて土砂の災害発生の確率が高まっているというようなデータもあるわけでございまし
て、水田がしっかりして稲作が営まれることが土砂災害発生の防止に役立っているという機能もご
ざいます。あとは都市の住民の方々への農村景観、あるいは保健休養等いろいろな機能がある



わけでございます。また、これらについて、具体的な機能の重みづけといいますか、そういったこと
についていろいろな試算等がされて金額換算などもされている状況です。  

○事務局 ちょっと補足いたしますと、実は農村部会の第２回の資料におきまして、例えば洪水の
防止機能ですとか土砂災害発生との関係という点で、これは農水省の試験研究機関における事
例調査の例でお出ししておりますが、その関係の資料につきましては、同じような意味合いの性格
だと思いますので、次回改めてその資料を出させていただきたいと思います。それに則りまして、
水田の多面的な機能と申しますか、そういう要素について御説明をさせていただきたいと思いま
す。  

○専門委員 委員がすべてをお話しなさいまして、委員のおっしゃられたことは私も全く賛同、とい
うことはその前に発言なさった方と同じでございます。  

 話は全部出尽くしてしまいまして、農業経営の規模拡大については、私はこの形ともう一つ環境
保全型、いわゆる日本の水田農業の良さ、この二つに分かれていくのではないかなと思います。
やはり日本の水田がさまざまな良さを持っているということは本当にすばらしいことで、日本の風
土、土地を考えますと、自然の水をポケットにたくさん詰めている、時期が来るとそれが水田など
に配られて豊かな土壌を育んでいく、秋には実りのゴールド一色にしていくというこの風土は全く
マジシャンのようだと思うんです。マジシャンというのは種も仕掛けもございまして、この種と仕掛
けはそう一朝一夕にはできないので、やはりこれはこれできちんと保存し、あとは産業型の農業に
すべきだと思うんですが、今10ページの数字を見ますと、本当に30haくらいのことで国際競争力に
勝てるんだろうかと、この辺が私は非常に心配なんです。そうかといって税金を全部そちらに投入
するというのもちょっとしんどいなということで、この農作物の位置付けというのは後から出てくると
思いますが、どこまで国際競争ができるんだろうか、何ができるんだろうかということをもう一度見
直していただいて、これだったら絶対に勝てる、こうすれば勝てるという方法論があれば非常に参
考になると思います。  

 今のところコストが８割とか９割とか落ちるというんですが、この基準はこれまでの数字からでしょ
うか、それとも今まで経営コストを計算していなかった数字から計算したのか、または今までデータ
の中に経営コストが外れていたというお話なんですが、その数字字の上から落ちるのか、現状の
農業の経営コストを織り込んだならばもうちょっと変わっていたというときの数字を計算すればこの
コストはさらに下がるのではないかなとか、この数字の出し方はどの時点での数字の出し方かな
というのが一つ疑問でございます。質問という形でさせていただきました。  

○事務局 それは10ページの新政策の表のことでございますでしょうか。10ページの新政策は、
基準となりますコストは平成２年とか平成３年の生産費調査という現実の数字を基にいたしまし
て、経営規模が拡大いたしまして、かつ前提とする技術水準に達した場合、すなわち10年後であ
ります平成14年ごろにこのようになるとすれば、平成４年の価格水準からいきますとコストが５ない
し６割程度とか、７～８割程度コストが下がっていくというように展望・試算を行っているということで
ございます。  

○専門委員 平成２年ですとまだコスト的には計算していない農業の方法ですか。  

○事務局 経営規模自体はそんなに稲作が変わっているというわけではございませんので、現状
と基準となります生産費の数字とはそう大きな違いはないのではないかと思います。  

○専門委員 わかりました。  

○委員 農業生産のあり方についてということですから、冒頭に私が申し上げたことについて、先
ほどの専門委員の御発言で私もちょっとひるんだり、それから自分の気持ちの中でもう一度ちゃん
と考えておかないといかんというような感じになりまして、これが実はこれからあり方というものを
考えるときにかなり大事なことではないかと思いますので申し上げたいと思うんです。  



 一つは、専門委員が言われたように、これまでの欠陥として市場原理を無視していた、それから
計画経済的であったと、特に計画経済的だということについて私も全く異論はなくて、特に生産と
需要の長期見通しなどはまさに計画経済の象徴のようなものだと思うんです。私は方向としてはも
ちろん賛成なんですが、専門委員が言われた、米は余っているという点、小麦にしても大豆にして
も高いコストのものをやたらつくられても迷惑だということ、それをどのように私自身が整理して考
えていけばいいのかということ、私はその部分は適地適作という言葉で表現したんですが、そのこ
とが実は案外大事なことなのではないかと思うんですね。  

 もう一つは、専門委員が農業振興策の中で大規模化ということを言われましたが、大規模化とい
うことは果たしてこれから先の農業生産の目標になるんだろうかということ、もちろんそういう方向
で進んでいく人は結構多いし、それから法人化も進んでいますから、そういう経営体は当然規模
は大きくなっていくわけですが、日本農業のあり方として大規模化が果たしてその目標となり得る
んだろうか。私はむしろ一人ひとりの農業者が農業で自立して生きていく、つまり農業というのは
そんなに大儲けできるものではないし、金儲けの対象にはなり得ないんだけれども、しかしその人
がその地域でそれなりの収入を得て生きていくというきちんとした農業経営というものがあって、そ
の選択肢は大規模化であったり複合経営であったりということなのではないかなという気がちょっ
としているものですから、それは今日結論が出るという性質のものではないにしても、私自身も含
めてちょっと考えておいたらいいのではないかという気がするわけです。  

 もう一つは、輸入はもちろん将来的にも絶対に必要であるということは間違いがないわけです
し、もちろん今の世界の大勢に逆らうようなことはできないわけですが、その輸入に日本の農産物
はどういう形で対処していくのか、もちろんできるだけコストの引き下げは考える必要はあります
が、一定の限界はあるだろう。それに付加価値をつけた農産物の生産、それでどうしても太刀打ち
できない部分については、せんだっても話が出ましたが、所得補償的なものを考えるのか、その程
度のことでいいのかどうかということも、先ほど来の御意見の中で、実は自分自身が疑問を持ちな
がら今考えているということなんです。  

○専門委員 ただいまの委員の御指摘、特に重要なキーワードで言えば大規模化、大規模化と
いうのは極めて大事なことだというように私は受けとめておりますし、またそのように先ほども申し
上げました。しかし、今御指摘のことはまさにそのとおりだ、心配すべきことなんだ、大規模化だけ
でいいというものではないということについては私は委員と全く同意見でございます。先ほどもちょ
っと申し上げたと思うんですが、今後の農業が目指すべき経営展開というのは、ほかの産業でも
言えることですが、消費者ニーズを的確に把握しながら、例えば農産物ですから、味とか鮮度、あ
るいは安全とか、そういう面で高品質化を図る、あるいは差別化を図るというものがなければいけ
ない。その場合に必ずしも大規模だということにはこだわらないのではないか。それからもう一つ
の主力になる農業生産の部分は大規模化してコスト低減を徹底的にしなければならないというこ
とを申し上げたかったんです。  

 卑近な例で恐縮なんですが、私は実は食品産業に属しており、菓子屋をやっております。菓子
屋も大手のところはマスプロでがんがん大量生産をやり、それによってコストダウンを強烈に図っ
ております。これはこれで一つの道だと思います。言ってみれば私どもの会社は農業に例えれば
大規模化の部分をやっているんだろうと思います。一方、例えばお菓子屋さんでもどうしても北海
道の十勝のあの小豆を使わなければだめです、日本の中山間地のあそこの餅米を使わなければ
できませんという和菓子屋さんはあるんですね。そこのところは我々にはできない、大規模化では
できないビジネスチャンスは一杯あるわけです。これは量販店に対する専門店だってそうでしょう
し、あらゆる分野で私はそういう道はあると思います。  

 ですから私は決してすべての農業を大規模化すべきだというように申し上げているわけではあり
ません。しかし極めて重要な選択肢としてその主力の部分がそれでなければいかん、このように
申し上げたわけです。  

○専門委員 大規模化か、あるいは差別化か、それはそれぞれの農家が自分の持っている生産
要素なりお金なり、あるいは地域環境なりの中で決めていくことだと思うんですね。そのために何



が必要かといったらやはり情報と、ある部分での技術だと思うんです。その意味で、試験研究、普
及の重要性を先ほど申し上げたわけですけれども、そうした経営のあり方に関してどういう方法が
あるかということをきちっと整理して、それを伝える役割の人が今いないのではないかという気が
するわけです。改良普及員にしても、先ほど技術に偏っているというお話がありましたが、まさにそ
のとおりだと思うんです。今後は経営コンサルタントのような人も必要でしょうし、一方で技術とか
情報というのはただではないんだという認識も農家の方にきっちり認識してもらう必要があるという
ことだと思うんです。  

 それに関連して申し上げれば、委員から話がありましたが、法人化したら組織を管理するコスト
がかかるということは、まさにそのとおりだと思います。そうした組織の管理コストを超えて儲けが
あると思われるところでは法人化していけばいいし、そうでないところは家族農業でやっていけば
いいし、それぞれに違うと思うんですね。ですから、あまり全国を一律にこういう方式が望ましいと
か、営農類型を立てるとかということは避けた方がいいのではないか。むしろその地域、地域の特
性を生かした形で何ができるかということを地域、あるいは個人レベルで考えていく。その中でお
話がありましたような広域営農集団ということも出てくるでしょうし、一方で株式会社のような形態
もあるかもしれない。先ほど農村の話でありました多数決の問題、農村社会に入っていったとき
に、よく村社会が駄目になるというような話がありますけれども、しかし村社会にそこのルールが
ある限りはそれを守らなければ株式会社といえどもそこで営農できないわけですね。従業員だっ
て用水路の掃除に参加するわけですよ。そういう認識が必要なのではないかという気がしており
ます。  

 話が各論に入ってきましたので生産政策ということで２点ほど申し上げたいのは、やはり問題と
すべきは生産基盤整備、特に土地改良事業をこれからどうするか、これは非常に大きな問題でこ
こに焦点を当てるべきではないかなという気が個人的にはしております。というのも予算的には非
常に大きいわけですね。土地改良だけではないんですが、生産基盤整備を含めて非常に大きな
予算がある、説明の中にもありますけれども、これをいかに効率化していくかという問題と、行政
監察局が先日構造改善事業の方の問題点を指摘しましたけれども、金額的には土地改良の方が
非常に大きいわけで、こうした部分での事業自体の見直しが非常に重要ではないか。これは可能
かどうかは別としまして、デカップリングのための財源をどうするかということにも係わってくると思
います。これは大蔵省との話の中での財源の分け方の問題、あるいは農業に限らず公共事業全
体のあり方に係わってくると思うんですが、財政面からの問題点です。  

 もう一つは、費用対効果の計算などでも現在の価格を前提にしながら計算しているわけですね。
今後、関税化するかどうか別にして、米価が下がっていく、あるいは他のものにしても見通しが現
在と同じという条件はもう当てはまらないというときにどうなのか、あるいは平場ではほぼ半分を越
える６割の土地改良が進んでいるという話がありましたが、これはどこまでやるのか、米にしても
消費が減少しているわけですね、その中でどこまで米づくりをやっていくのか、あるいは担い手問
題にしても、高齢化が進んでいて男子の平均年齢が60歳という統計がありますけれども、あと数
年したらこれらの担い手がどんどん減ってくる中で、高額の税金をつぎ込んでどこまで土地改良を
進めるのか、これは非常に大きな問題だと思うんですね。これが生産政策のウエィトからいったら
非常に大きな点で議論を尽くさなければいけない点かと思います。  

 それから、農業部会の議論の中で、いわゆる構造政策はどこでしたらいいのかなと思ってずっと
見ているんですが、なかなか出てこなくて、基本法の中では構造政策と生産政策を一応分けるよ
うな形になっていますけれども、申し上げたいのは、今日の資料の中でも比較生産性の話が出て
きて、私なりに解釈すれば、高度成長期の遅れを今日取り戻しつつある、その一番大きな要因は
就業者の減少なんだと、ここだと思うんですね。兼業化によって基本法の所期の目的が達せられ
なかったことは事実でありまして、最近就業者自体が減ってくる中で比較生産性も少しずつ向上し
てきている。  

 こういう言い方がいいかどうかわかりませんが、基本法の中にも、端的に言えば離農促進がアイ
デアとしては盛り込まれているわけですね。しかしそれは外的要因といいますか、高度経済成長
によって雇用が引き抜かれていって自然に分母の方が少なくなっていくから生産性が上がっていく
んだという見通しだったんだけれども、兼業化によってそれがなかなか思うように進まなかった、し



たがって、比較生産性の改善もなかなか見られなかったということだと思うんです。  

 この問題は結局、先ほど兼業農家も１票だという話がありましたけれども、兼業農家の位置付
け、もっと突っ込んでいけば、第１回の農業部会で申し上げた農家の定義、そのあたりにかかわっ
てくるのではないか。ですから、税制を含めて農家をどう取り扱うのかということの議論とこの二つ
が非常に重要ではないかと思っております。  

○部会長 確かに構造政策という名前で項目は立てていないんですけれども、私の理解では、農
業構造というのは農業に投入される生産要素の結びつき方というところから言いますと、やはり農
地とか担い手、その一環として御議論をしていただいたらどうかなと思っております。  

○専門委員 遅れてまいりましたのでちょっと議論の流れがつかめていないところもございます
が、今日の資料に関連して幾つか申し上げたいと思います。一つは今、委員からも御発言がござ
いました土地改良の問題であります。今日の資料の認識、あるいは先ほど来何人かの方がおっし
ゃった点につきまして私は基本的に異論はないのでございますが、ただ今日の問題の整理はある
意味でハードの問題でありまして、事業の効率化というのもある意味でハードの問題かと思うので
すが、今の農業の構造、あるいはこれから10年、20年先を眺めた場合、土地改良の制度そのもの
についてもう少し問題を整理しておく必要がありはしないか、あらかじめ打つべき手を打っておく必
要がありはしないか、そんな気がしております。  

 例えば、今実際にはかなりの補助金が入っているわけでありますけれども、中には私的な資産
の増加といいますか、価値の増加に対して国の予算を使うのはいかがなものかというような議論
もあるわけでございます。私はそういう議論には与しないわけでございますが、ただ、今の制度の
仕組みが個々の資産の改良という部分で基本に構成されているというあたりも事実のような気が
いたします。私自身は、これから農業の構造は非常に複雑になっていくような中で効率的な基盤
をつくっていくためには、土地改良自身がもう少し公の要素を強めていっていいのではないかとい
うような気がしております。あるいは事業の参加資格者につきましても、やや専門的な話になりま
すが、土地改良法の制度の建前と現在の運用の間にはややずれがございますし、これからこれ
までとは違った企業形態の農業生産が行われるとすれば、これをどう整理するかという問題もあ
るいは出てくるように思います。  

 それともう一つは、前回私は農業の構造とそれを取り巻く農村の構造というようなことを申し上げ
ましたが、そういう発想から言いますと、農業生産の基盤を整備するということと農村の整備は本
来一体的であっていいと思うわけでございますが、今の土地改良法は御承知のように、農業の基
盤整備を専らカバーする法律であるということで、もう少し農村整備全体から見た制度のあり方も
検討していく必要があるのではないか。これは10年、20年、30年を見越した議論ということであれ
ば、当然ソフト、すなわち制度の問題点も整理する必要があるのではないかということでございま
す。  

 それからもう一つ、環境の問題につきまして二、三私の感じていることを申し上げたいと思いま
す。一つは、環境保全型農業の推進とその担い手のタイプということでございます。どうかすると
構造政策というのは環境保全のスタンスと逆行するという議論がなくはないように思うわけです
が、私自身はここはひとつはっきりしておいた方がいいと思いますのは、やはり知識も意欲もしっ
かりした担い手、またそれを支えるだけの経営があって初めて環境保全型の農業にもエネルギー
を投入できるというように私自身は判断しております。特に長い視野で経営のことを考えることが
できる、そういうことが環境保全型農業の推進にとっては非常に重要だというように考えておりま
す。そういう担い手を育てることが恐らく環境保全型農業の基本になるのではないかと思っており
ます。  

 と同時に、今、専門委員が地域の資源の利用のルールというようなことをおっしゃったように思い
ます。私もこの部会で多少それらしきことを発言したような気がいたしますが、全く同感でありまし
て、環境の問題、あるいは資源の使い方は狭い地域の中でで非常に個性的に行われているわけ
でございます。したがいまして、全国一律の規制値ですとか、号令をかけて進めることはなかなか



難しい分野かと思います。私はその意味では、地域の環境保全、あるいは資源管理という観点か
ら今の農業組織についてきちんと見直すべきところは見直すことが必要ではないかと考えており
ます。  

 今日の生産政策との関係もございますが、例えば改良普及センターの方には、今、経営コンサ
ルタント的なというお話もございましたが、むしろ私は、個別経営の指導もさることながら、個別経
営を超えるような環境の問題とか土地利用計画の問題、そういったところで活躍していただける部
分があるのではないか。これはごく一例でございますが、そういったことも含めて地域での資源、
環境利用のルール、それを支える組織というものをこれからの農業・農村の問題を考える場合の
一つの注目点とすべきではないかと思っております。  

○部会長 御発言の中で一つうまくつかめなかったところがあるんですが、土地改良事業の参加
資格者の問題等々はよくわかったんですが、もう少し事業に公的な性格を強めるということをおっ
しゃいましたけれども、具体的に言うとどういうことでございましょうか。  

○専門委員 これは前々回、たしか憲法の問題もあるのでということで御注意を伺ったような気も
するんですけれども、それに絡んでおりまして、例えば今は一応事業の申請というような形になっ
ておって、それぞれの農業者個々の意思決定を多数決的な形でやるわけですが、これはむしろ土
地改良できちんとした農地をつくるのであれば国なり地方政府なりがイニシアティブを取ってもい
いのではないか、実際にはかなりそういう状況になっていると思います。  

○部会長 非常に大きな事業の場合には市町村申請事業、特別申請事業というのはあることは
あるんですが、実例は非常に少ないですね。  

○専門委員 先ほど一つ落としてしまいましたけれども、農家の自立というときに、意識の問題が
まだ徹底していないのではないか、今のこの厳しい環境をどのようにとらえていらっしゃるのかなと
いうことがいろいろと回ってみて感じられるわけです。そういう意味で、農業は人とか物、技術と
か、政務次官がおっしゃっていましたが、この人というものをどうとらえているか、先ほど委員がい
ろいろなことをおっしゃっていましたけれども、今の年代とこれから10年先の農家の人の意識とい
うのは全く変わってくると思うんです。どういう方向に人が変わっていくか、今の方々はほとんど都
会に出てきて都会の生活をしてまた戻っていく。そうすると今までの村社会の発想とは違ったまた
新しい社会ができてくるのではないか、その辺を期待して私は、徐々にということではなくて、変え
るときには一気に変えないといけないと思います。言葉では簡単なんですが、人間というのは大変
賢くて知恵者で、何とか生き延びる方法を持っております。非常にたくましいと思います。  

 そういう意味で、委員が今まで大変苦労なさったことも、これから先10年後の人たちは逆に正反
対のことを言うかもしれないということで、もうちょっと若い人たちにどういう農業のあり方があるか
ということを検討なり考えていただくグループをつくられると、また新たな展開ができるのではない
かなと期待しております。  

○委員 環境と農業の関係で若干申したいと思うんですが、特にほ場整備の大区画の問題等で
いろいろありましたが、私の事例から申し上げますと、私の地域は海抜７ｍから60ｍくらいあるわ
けであります。その中の3,500ｈaを大体30ａ、あるいは２hａにしたものもあります。ところが海岸線
からの風、２hａの水田になりますと、波があって全然稲の生育ができないわけです。そういうので
区切りを入れなければならないということで四つに区切りを入れております。ですから、日本のよう
な地形、そして急峻な川にしましても非常に短い中で海まで流出するというような環境条件にあっ
ては、私どものところでも県内では一番平坦な地域でありますが、なかなか画一的にまいらないわ
けであります。  

 もう一つは、その中に大きな用水が入り、道路が入っているというところで、道路と道路、あるい
は用水と用水の間、例えば300ｍのところをもう少し延長するというような施策もやっております
が、現状はそのようなことでなかなか容易にいかない。私どももできるだけ効率的な整備をしたい
ということでありますが、営農上の視点で、今後直播栽培がもっと普及するためには、大区画整備



田における冠水被害を緩和することが重要で、この可能性を求め新たな開発をやっているわけで
ありまして、そういう技術指導も今後ぜひお願いしたいと思っておるわけであります。  

 もう一つは、水田の機能は次回にいろいろ御発表いただけるということでありますので今日はと
どめますが、一つは、耕地の有効利用という面で、その地域の農業振興策、あるいは農業に理念
と愛着を持ってやっていく人たちにはぜひ二毛作的な輪作体系をしっかりやってもらう、そのことが
全体のコストダウンにつながるだろうという信念を持っているわけであります。現在、大豆につきま
しても転作でやっておりますが、これは大豆・稲作、あるいは大豆・麦作ということによって土壌の
培養、つまり空中の窒素分を大豆の根粒バクテリアによって固定していくという循環機能、自然の
中で環境を守っていくということをやっております。  

 さらに、大豆の場合は食用でありますから、私のところでも今食品加工の工場をやっておりま
す。私どものところは転作大豆はエンレイを栽培しており、大粒であるわけです。水戸納豆の場合
は小粒であります。そうしますと、消費者の需要があります。そういう中で消費者の需要に応じた
品質の改善もやっていかなければならない、しかしやろうという意欲に対しての助言がなかなかで
きないというのも実態でありまして、そういう面での改良普及事業も極めて大事ではないかと思う
わけであります。  

 したがって、今日、安全な食料の供給という面から、我々は、冒頭に申しましたように、国内生
産、できるだけコストを下げながら努力をしたいということであらゆる生産手段を講じているわけで
あります。特に今年は豊作だと言われますけれども、現状は昨年から見ると93くらいであります。
そのような状況でありまして、収量はなぜ低いかといいますと、いわゆる良質米をつくる、あるいは
農薬、無機質肥料を抑えるということでの品質改善に全身全霊を打ち込んでおるからであります。 

 そういう中で、所得にしましても、今年の米の入札価格は相当下がっております。３次の入札で
は前回の入札価格の低い基準からまた出してまいりますともっともっと低いわけでありまして、今
の状況では60キロ当たり１万３千円前後ということになると思っております。そのようなことで農家
の所得は極めて低迷をいたしております。しかしながら、水田の機能、あるいは緑を育成する、生
態系の保全ということで、今日、川にも小魚がまいりましたし、ホタルも回遊をするようになってま
いりました。このことは生態系を壊す農薬が少なくなってきたためであります。そういうことも収量
に大きく影響をいたしておると思っております。  

 もう一つ、先ほど資料にありましたように、国外の農薬の施用量と我が国の施用量との比較の
問題があると思うんです。土地が非常に広範で乾燥地帯であれば農薬の散布は少ないと言われ
ておりますけれども、輸出なり貯蔵段階における農薬の使用量は極めて大きいのではないかと
我々は感じておるわけであります。そういうことも一つの参考として欲しいなと思います。  

 そこで我が国の現行の農薬に対する制度でありますが、農薬取締法、毒物・劇物の取締法、食
品衛生法というように大別してそのくらいのものがあるのではないか。この基準は今後一本化し
て、安全な食品なり、そして生態系を損傷させないようなものがどのように開発されるのか、また
基準を必要とするのではないか、それを求めたいと思っておるわけであります。  

 最後に、我々現場の者としまして、畜産の問題に触れたいと思います。先ほどは畜産の関係で
ほとんど減少傾向のものと横ばいのものとあったようでありますが、こういう中で環境とあわせて
考えると、草地というのは単純に全国画一的にはできないのではないか。地域性はあると思うん
です。そこでリサイクル農業の中でのふん尿の問題、それから、今、食品加工場を私どもはやって
おりますが、そこらで出る残滓、あるいは漁業から出る残滓、家庭から出る残滓を何とかリサイク
ルをして肥料化をしていこうとしています。今日の資料にもありましたように、そういう方向でやって
いきたいんですが、燃やすということになりますといろいろな基準値がありまして、何とかこれを土
に返すような努力をしたいと思うんですが、そういう施設、一つのモデルを示していただければ、今
後そのような輪換農業、そして土に返る、そのほかに品質の保全ができるだろうと思いますので、
ぜひともお願いをいたしたいと思います。  



○委員 先ほどのお話の中で、私たちの体験なんですが、２点ほど申し上げてみたいのは、今私
たちは62名の仲間が働いているんですが、半分の30名は全く非農家の方でございます。先般私
たち法人もグループを組みまして、ガイダンスということで、農業経営として最初から家族経営に
入る前にひとつ法人で働いてみませんかという御案内をしたところ、811人というようなすばらしい
若者が押し寄せて来まして、新しい時代を迎えているということは確かでございます。ただ、１足す
１が２の教育ということで、農村に出て私たちの方がショックを受けるようなことは先ほど御紹介し
たとおりで、まあ、これはこれからであって、そういう人は駄目だと否定したら村はもう成長機能を
失ってしまうし、どう立派な農業経営者にしていくかということで申し上げたわけで、新しい時代が
来ていますし、そういう取り組みもしております。頑張りたいと思います。  

 その私たちの30名、非農家の方で、７名は山口市とか防府市で１時間半以内で農村に通勤して
いるんです。農業に就業して都市から農村に通勤するという全く新しい時代も来ているということも
皆さんのお耳に入れておきたいと思います。そういう発想も生まれつつあるということでございま
す。しかし、先ほどの話で、定住してそこで再生産していくというのが基本的理念ではあるというこ
とを私は否定するものではございません。  

 それと環境問題と農業生産のかかわりの中で、話を混乱させるわけではないんですが、一つの
新しい視点として、私たちのところで12万５千人くらいのお母さんと子供たちに、お金も取らずに、
農業を邪魔しなければ農場にどうぞということで開放しております。いろいろな方がいらっしゃいま
すが、そうした中で子供たちがウサギを抱いてなぜ温かいかとか、ウサギの耳をつかまえてコンク
リートにたたきつけて殺す子もいます。これはたくさんはおりません、御安心ください。何人か出ま
す。そして親がそばで笑っているという状況であります。その親を叱るか子供を叱るかという話が
出ますが、私は叱らないでいいと、ウサギさん、ごめんなさいということで済ましております。都市
の皆さんは、まさにアスファルトとコンクリートの装置、こういう建物の中で人間の欲望を完全に取
得なさったけれども、本当に自分が生き物だというところから逃げ出せずに苦労なさっているところ
も私たちの方には見えております。だからせめてウサギさんで命の体験をさせてあげてほしいと。
神戸で大変な問題がありましたが、あれは日本各地どこで起こるかわからないような事件だという
ことは我々考えておかなければならない。合理化の名の下で余りにも生き物と我々人間の間を切
ってしまったということで私は今非常に怖さを感じているわけです。  

 その中で農業の果たす役割は大きいという視点で、私達のところに先般、農業都市をつくりたい
というので、５つの都市から事務局さんが相談に来られたわけです。農業都市というのが発想とし
て出始めたということでありまして、環境問題からいうと、都市づくりは必ずしも建設省と通産省
だ、農村は農水省だと、お互いに線を引こうよという時代はもう終わっていると思います。そのか
わり、都市づくりに農業がどうかかわるかということであります。私は日比谷公園をよく歩くんです
が、非常にきれいです。20人くらいのおばちゃんが東京都の税金で落葉を一生懸命集めている、
あれは私から見るとコンポストに見えてしまうんですね。そのようにすべて税金でつくって税金で守
れる都市ができるかという中で、農業も都市にどんどん進出しろと、誤解を受けるかもしれません
が、農林水産がその役割を果たすことが考えられる時代に来ているということで、農業都市という
発想もこれからは入れていく時代が来ているのではないかと思います。ちょっと話を混乱させたか
もしれませんが、お許しいただきたいと思います。  

○委員 環境の話になりましたので、私も環境のことを一言申し上げたいと思います。環境と農業
というのは、今回の基本問題調査会では恐らく前回とは違う非常に新しい分野の議論だと思いま
すので、これはいずれ報告書の中にきちんと位置付ける必要があると思うんです。私は別の観点
から環境を重視する農業は大事だということを感じておりまして、環境に留意してやるためには、
個別経営であっても、法人経営であっても非常にきめ細かく田んぼや畑を管理しなければできな
いだろうと思うんですね。今一般的に行われているように、スケジュールに従って農薬をまくとか肥
料をまくとかそういうやり方では到底環境保全型の農業にはなり得ないと思うので、そういう意味
でいうと、農業者の農業そのものに対する向き合い方といいますか、そういうものを環境問題は新
しい視点で提起するのではないかと思います。そういう意味で私は環境問題は大事だと思いま
す。  

 それから、土地改良のことで先ほど来議論があって、私も土地改良、あるいは基盤整備は非常



に大事だと思いますが、そこでお話をする前にちょっと御質問でございますが、14ページに、「計画
の達成を前提とした稲作の生産性向上の可能性」とありまして、生産費用などについてもかなりコ
ストダウンが可能だとしています。これはあくまで試算なんですけれども、この平成４年度を基準
年とした今の仕事の進み方を途中で―今はもう平成９年度になっているわけですが―検証される
ようなことはやっておられるんですか。つまりそのことが今の日本の価格政策といいますか、そう
いうものと必ずしもびったりリンクしていないのではないか。こういう見通しがあるにもかかわらず
シーズンになれば農業団体は価格の引き上げを求めるし、それに対して、いや、これは検証でこう
なっていますよというような対応の仕方もないわけですし、そこのところはどのようになっている
か、そこのところを一つ教えていただきたいと思うんです。  

○事務局 個々の基盤整備の実績は調べておりますけれども、今申されましたような生産費がど
うかというところの中間での検証は特にいたしてはおりません。  

○部会長 要するに、実施したところについての実績は把握をしているけれども、計画全体として
マクロの形での途中経過の検証はしていないということですね。  

○事務局 おっしゃるとおりでございます。  

○部会長 そういうことだそうです。  

○委員 さっき価格政策とのリンクで申し上げたのは、これは一つの強力な材料だから、それぞれ
の段階で、別に毎年どうなるかということは到底無理だと思いますが、トレンドとしてはこうなんだと
いうことが、全国でなくてもある程度サンプルの調査でも、あるいは一つのプロジェクト的なことで
やっていけばこうなりますよというようなことができれば、土地改良は大事なんだけれども、お金も
かかることですから、一般の国民にはその方が納得しやすいのではないかということです。  

 もう一つ土地改良で申し上げたいのは、13ページの一番下のところに「土地改良事業等の対象
農地の保全に関する措置の現状」と書いてございますが、先日の農地をめぐる議論のときも申し
上げたと思うんですが、実は基盤整備を実施して、これがほかの用途に使えない年数というのは
８年なんですね、この８年というのは長いのか短いのかということもあるんですが、しかし現場で
二、三、半分冗談まじりで、基盤整備をしても８年待っていれば何とかなるんだよといったことが耳
に入ってまいります。しかもこれは基盤整備して非常に優良な農地ですから、これはこの間の土地
の利用計画をつくるということと非常に密接に関係することですから、相当長い期間農地として使
うというくらいの位置付けがないと、これまた国民にはなかなか理解を得られないのではないかな
と思います。  

○専門委員 先ほど環境の問題についてちょっと申し上げましたが、一、二補足させていただきた
いと思います。一つは、今日の資料の中にもございましたけれども、ＯＥＣＤ、いわゆる欧米の農
業・環境政策の実態を見ますとある意味でスタンダードができてきているような気がしております。
真に環境保全に貢献するものに対してはある程度公的な負担をしているということで、これは例の
ウルグアイ・ラウンドのいわゆる「緑の政策」の中にもそういった文言があったかと思いますが、我
が国でも環境保全型の農業に対する補助金とかいろいろあるものを、負担の原則を踏まえた形で
もう一度整理していく必要があるのではないか。農産物の市場の特性として、環境保全型の生産
工程を工夫しても生産物そのものにはほとんど差が出てこない。自動車であれば排ガス規制にパ
スしていれば当然そういう製品ができるわけですけれども、農産物の場合にはなかなかそうもい
かない。ほかにもいろいろございますが、その点では日本の生産者の皆さんにもいろいろ厳しいこ
とを要求する以上、真に環境保全型の農業に貢献するということであれば、私自身は環境に対す
る費用負担についてはある意味で国際的なスタンダードに日本も合わせるといいますか、マッチ
するような形を考えていいのではないかということでございます。  

 それから、今申し上げました製品の差別化になかなか結びつかないということとやや矛盾するよ
うな話でございますが、かといって環境の問題をすべて政府の負担なりに押しつけるということで
はたまらないという話もあるわけで、私自身は、いわゆるエコラベルといいますか、この製品が非



常に環境にすぐれた農法でつくられたものだと―有機農産物は既にそういう要素を持っておりま
すけれども―エコラベル的な発想で差別化する、それを支援するというようなことで、経済学的な
用語でいいますと内部化するといいますか、そういうことも一方で含めながら、国際的な動向なり
を見ながら少しきちんとした原則に立った政策を打ち立てるべき時期に来ていると思います。  

○委員 ほとんど皆さんのおっしゃったことにつけ加えるものはないのですけれども、感想のような
形で自分の立場を出しておきますと、今日伺いました議論の中で、生産性の向上という面では一
応諸外国に劣らない実績は残っているということですが、それは劣らないと言うにとどまる状態で
あって、例えば製造業との間、あるいは諸外国との間、その出発点にあったものを何か埋めるだ
けのペースアップはうまくいかなかったということだろうと思います。そうすると、出発時点において
製造業、あるいは諸外国との間に日本の農業が持っている劣位の部分というのは、プロ・ラタでは
大体同じであっても絶対値は拡大する、これは当然のことでありまして、その絶対値は格差が大き
いものですから、プロ・ラタの努力はあっても絶対値は極端に拡大していくように見えるという問題
が一つあるんだろうと思います。  

 同時に、少なくとも今日の資料には出てこない問題かと思いますが、生産性の向上の一方にお
ける規模拡大の問題、規模拡大はどの時期かは別として、例えば特定の10年なら10年、あるいは
15年なら15年、20年なら20年というものを取って諸外国と比較をしてみれば、日本の規模拡大、大
変努力をされたんだけれども、アメリカと欧州の規模拡大にはとても追いつかないというか、もとも
とこれは生産性の問題以上に大変な格差があったものがまたそこで異常に開いてしまったという
ことだろうと思います。  

 ですからいろいろな意味において相対的に日本農業というものが、質的にいい米をつくられると
か、そのほか質的には大変立派にやっておられるのだろうと思いますけれども、全体として業とし
て見た場合にはどうしても低位に甘んじざるを得ないという状態は悪化の一途をたどっているので
はないかと思います。  

 したがって、私はいろいろな視点はあると思うのですけれども、政策の主眼点は、さっき専門委
員が、国際化といっても日本は国際マーケットに追いつきっこないんだとおっしゃられたけれども、
こういう状況の中で政策の方向としてはやはり規模拡大の問題はどうしてもトッププライオリティー
でなければならないのではないか、そこら辺の視点を欠いては ― 皆さんが欠いておられるわけ
ではないのですけれども、それをトッププライオリティーに据えていった方がいいのではないかなと
思います。委員はむしろ大規模化というものがこれからの日本の農業の目標になり得るかというこ
とをおっしゃいましたけれども、ますます国際化していこうという状況の中では、及ばずながらもそ
の方向へ向けて公費をつぎ込んでいくということしかないのではないかなという気がしております。 

○部会長 ありがとうございました。  

 予定の時間もそろそろ近づいてきておりますので、特にこの際ぜひということがございませんで
したら、次回以降の部会の打ち合わせも行いたいと思いますので、本日の議論はこのあたりでひ
とまず終了させていただきたいと思います。  

   

   

   

   

   

５．今後の議論の進め方及びスケジュールについて  



   

○部会長 それでは今後の議論の進め方について打ち合わせをさせていただきたいと思います。 

 当部会ではこれまで検討項目に沿って議論を進めてまいりました。検討事項としてはまだ「農業
団体のあり方」という項目が残されておるのでございますが、「農業団体のあり方」は、農業政策に
ついての検討がもうちょっと進んで、その方向性を議論する中で取り上げた方が適当ではないか
なと思っております。そういたしますと、一応今回で当部会としての検討項目について一通りの議
論を行ったと考えていいかと思います。そこで、前回申し上げましたように、次回からはテーマを絞
ってもう少し踏み込んだ議論を行いたいと考えております。  

 そこでまず部会の日程でございますが、次回の部会は10月16日の木曜日、午後２時からという
ことで打ち合わせ済みでございますが、部会としてまだまだ議論が尽くせていないことを考えます
と、さらにもう１回ぜひ10月中に議論の機会を持ちたいと考えております。事務局から委員の皆様
方の御都合を伺いましたところ、比較的10月30日が都合がよろしいようでございますので、10月30
日の木曜日、午後２時からも部会の日程として加えておいていただきたいと存じます。  

 さて次回でございますが、前回の「経営安定対策」の議論では総論の議論が中心になりまして、
３～４人おられましたか、差し迫った問題になっております稲作の経営安定対策についてやはりこ
の部会でも議論すべきではないかという御意見がございました。その問題については部会でまだ
議論ができませんでしたので、まずこれを次回に議論をしていただいて、これはまた米に限らない
ほかの作物についてのいろいろな考え方にも影響が及んでくる話だと思いますので、それを次回
にやらせていただきまして、その後、恐らく30日ということになろうかと思いますが、これまで議論
が尽くせなかったテーマについて、特に農地、担い手から順に議論をしていきたいと考えておりま
すが、いかがでございましょうか。  

 それではそのようにさせていただきたいと存じます。今の時点で次回のテーマに関しまして資料
要求等がございましたらお聞きをしたいと思いますが、いかがでございましょうか。  

○委員 稲作で今思いつくものを二つだけ資料をお願いしたいと思います。一つは、減反の生産
調整、県ごとに傾斜配分している、それから県の中でも傾斜配分していると思いますけれども、そ
の考え方というか、どういう基準で傾斜配分をしているのかという項目を教えていただきたい。もう
一つは、家計費の中の米の収入の依存度、要するにパーセントでそこに何万戸あるかという階層
別の表が恐らくつくれるだろうと思うんです。  

○部会長 稲作農家の家計費の米収入依存度……。  

○委員 何パーセント以下は何万戸という……。  

○部会長 それから米の問題は委員の方々の中で既に基礎知識なりをお持ちの方と、必ずしもそ
うでない方がおられますので、食糧庁の方でもういろいろな検討を始めておられて一般的な資料
もあるのではないかと思いますので、次回の議論を能率的に進めるために今日お配りできる資料
があればお帰りの際に委員の方々にお渡しをし、また今、委員から御要求があったところは次回
に出していただきたいと思います。  

 今日渡していただく一般的な資料のほかに、次回の議論のベースになるような資料は別途また
つくっていただいた方がいいのではないかと思いますので、お願いをしておきたいと思います。  

 そういうことで次回の準備をお願いしたいと思います。  

   

６．閉会  



   

 それでは本日はこれで閉会といたしたいと思います。どうもありがとうございました。  


