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１．開会  

   

○部会長 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６回会合を始めさせてい
ただきます。  

 本日は、委員、専門委員とも全員出席でございます。  

 また、本日は少し遅れますけれども、調査会の会長も御出席の予定になっておりますし、会長代
理にも御出席をいただいております。  

   

２．資料説明  

   

○部会長 それでは、議事に入りたいと思います。  

 本日は、前回の部会で打ち合わせしましたとおり、議論のテーマを特に限定せず、これまでの議
論を踏まえて、幅広く議論をしていただきたいと思います。  

 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ります資料として、これまでの部会に
おける議論の概要、農業政策に関する各界からの提言内容等をまとめたものを用意していただい
ておりますので、まず、これを説明をしていただき、その後、委員の皆さんと議論を行いたいと思い
ます。  



 それでは、説明をお願いします。  

○事務局 資料４の農業部会におけるこれまでの議論の概要等につきまして、御説明いたしたい
と思います。  

 ５ページまでが当部会におけるこれまでの議論の概要ということで、各回ごとの主だった御意見
について、事務局の責任で一応の整理をさせていただいております。  

 １ページ目は第２回の部会におきまして議論されました農地問題の関係でございます。まず、農
地面積につきましては、「現在の500万haの農地は、食料の安定供給のための国内資源として維
持すべきである。」、「農地の減少が続いており、農地の制度や運用が現状のままであれば、500
万haの維持は困難ではないか。」、こういう御意見があったということでございます。  

 ２番目に、農地転用許可あるいは農用地区域制度の問題でございますけれども、「法律上、農
用地区域内の農地転用はできないとされながら、実際には農用地区域からの除外により転用が
行われており、農振法の運用に問題があるのではないか。」、「農振法のゾーニングと農地法の転
用規制との整合性を図る観点から、両制度を一体化すべきではないか。」、「ゾーニングの厳格化
には賛成だが、一気に厳格化するのは実際に困難であり、時間をかけて計画的な土地利用制度
となるように、制度の改善を進めることが必要ではないか。」、「土地利用計画や土地利用規制の
問題は、地域の農業者の合意形成が難しく、その意向に配慮することが重要ではないか。」、「計
画なくして開発なしとの理念の実現に向け、市町村がしっかりとした土地利用計画をつくり、それ
に適合しない限り開発を認めない制度が必要ではないか。」、こういった御意見でございます。  

 ３番目の株式会社の農地取得の関係でございますけれども、「転用規制を厳格化できるのであ
れば、株式会社の農地取得は賛成。」、「最初だけ要件を厳しく権利取得を認めても、株式の譲渡
に伴いその転用を防ぐことは難しいことから、参入には反対。」、「農地転用期待を排除できる農地
制度を作れるのかという観点から株式会社の問題を考えるべきではないか。」、「農業外部からの
株式会社の参入を想定しがちであるが、現在、農地の権利取得が認められている農業生産法人
の発展形態ということも考えられるのではないか。」、こういうふうな御意見ということでございま
す。  

 ４番目に、農地の利用の関係でございますけれども、「現在の農地制度には利用の担保がなく、
今後はいかに農地の農業上の有効利用を確保していくかが重要ではないか。」、「耕作者が所有
することを最適とする農地法と貸借による流動化を図るための農業経営基盤強化促進法を一体
化すべきではないか。」、「大規模借地経営が安定的に経営を維持していけるような仕組みを検討
することが必要ではないか。」、こういうふうな御意見ということでございます。  

 同じく第２回目の部会での担い手問題の関係でございますが、総論といたしましては、「将来の
農業や担い手の姿を描いた上で、担い手の確保や育成を考えるべきではないか。」、「農業経営
の体質強化のためには、流通・加工・販売等川下部門との連携の強化が重要ではないか。」、「将
来の農業、農村を考えた場合に、株式会社の農地の権利取得を一切排除することが日本の農業
にとってよいことなのか。」、「営農の意思が確実であれば、担い手の一つとして株式会社は認め
られるべきではないか。」、「農地に関する制度は相当に整備が進んだが、今後は経営に着目した
制度の強化が重要ではないか。」という御意見でございます。  

 認定農業者の関係でございますけれども、「認定農業者への施策の集中化を一層徹底する中
で、法人化の推進が実現するのではないか。」、「認定農家は地域において孤立しがちであるの
で、認定農業者に施策を集中するとともに、認定農家が地域において、周囲の小規模な農家等と
融和し得るような政策配慮を行うことが必要ではないか。」、また、新規就農者対策の中でござい
ますけれども、「法人は、新規就農者の就業先として活用できる面もあり、そうした観点からも法人
化を促進すべきではないか。」という御意見でございます。  

 続きまして３ページ目、第３回部会の経営安定対策の関係でございますが、まず１番目に、現行



の価格政策の評価の関係でございます。「これまでの農政は安易に価格政策に依存し、また、価
格の安定よりも価格の支持に傾斜し過ぎていたのではないか。」、「現行の価格安定制度は、ＷＴ
Ｏルールを前提とすると限界に来ており、市場原理を導入した上で経営安定について考えるべき
ではないか。」、「市場原理だけでは価格の乱高下を生じやすく、国民生活の安定、農家の経営安
定の両面から、今後とも価格安定制度は必要ではないか。」、それから経営支援のあり方ですが、
「価格の安定よりも経営の安定をどう図るかが重要である。」、「実態を見て、本当に育てていかな
ければならない担い手層の経営を安定させる視点が重要ではないか。」、「価格制度だけではな
く、農業の生産性向上、法人化による人材の確保、金融・税制面の支援など農業政策全体で考え
るべきではないか。」という御意見でございます。  

 直接所得補償の導入でございますけれども、「価格支持制度が限界となる中で、育成すべき担
い手に着目した経営安定を図ろうとする場合には、直接所得補償の導入は有効ではないか。」、
「価格支持水準引き下げの代償として安易に導入の検討を行うのはいかがなものか。」、「直接所
得補償について考える際、農業生産が環境保全効果、食料供給等の面で何らかの社会的貢献に
対する見返りとして補償するという視点が必要ではないか。」、「米国、ＥＵと日本とでは、農業の
生産構造が異なることに留意すべきである。農業構造の改善がなかなか進まない中で、先に直接
所得補償を導入すれば構造政策への努力が失われ、構造政策が中途半端なものになる懸念が
あるのではないか。」、「直接所得補償は、長期的な施策としてではなく、農業構造のスムーズな
転換のために必要な一時的な施策として考えるべきではないか。」という御意見でございます。  

 それから国境措置等の関係でございますが、「国内農業生産の維持、食料の安定供給の確保
のためには、一定の国境措置は不可欠である。」、「世界の自由な貿易ルールだけでは日本農業
は成立し得ないため、ＷＴＯの国際ルールは尊重しつつも、国境措置は継続すべきではない
か。」、「食品産業は国産農産物の重要な供給先であることから、食品産業が厳しい国際競争にさ
らされ、その体力低下、海外への移転が進めば、結局、国内農業が脆弱化することになるので、
原料価格引き下げのための国境措置水準を引き下げるべきではないか。」、「消費者負担から財
政負担へという国民の負担の形態のあり方については、現在の日本の財政事情からすると、その
財源が問題ではないか。」という御意見でございます。  

 次に、４ページ目は生産政策の関係でございますが、まず、生産政策の理念あるいは国内生産
の位置づけの関係でございます。「国が価格や需給調整等を含め誘導してきたこれまでの生産政
策は、国内農業の自立や適地適作を妨げてきた面もあることを踏まえ、今後国が行う生産政策
は、基盤整備、試験研究・普及、環境保全等に限定していくべきではないか。」、「食料安全保障の
観点から、国が自給率等の目標を示し、国内生産を誘導していくことが必要ではないか。」、「産業
効率を求める農業振興策と産業として成り立たない地域における農業保護策とは、切り離して考
えるべきではないか。」、「今後の国内生産は、経営感覚、経営の自立、適地適作を尊重するもの
とすべきではないか。」、「産業政策、効率性の追求には限界があり、農山漁村と都市が共生する
ネットワークを考えるべきではないか。」という御意見でございます。  

 次に、国内農業の体質強化の関係でございますけれども、「国民の納得が得られる価格で農産
物が供給されるよう、今後とも経営規模の拡大による生産性向上が必要ではないか。」、「国内農
業の体質強化のためには、規模拡大だけではなく、高付加価値化や経営の多角化・複合化を目
指すべきではないか。」という御意見でございます。  

 生産基盤の整備の関係でございますけれども、「農業生産基盤の整備は効率的な農業の実現
のためには重要ではないか。」、「土地改良事業については、区画規模を大きくし、事業展開のテ
ンポを早めるべきではないか。」、「生産基盤整備、特に土地改良事業については、効率化・重点
化のための見直しが必要ではないか。」、「土地改良事業の対象となった農地の転用については、
規制を強化することが必要ではないか。」、また、技術の開発・普及の関係では、「効率化・重点化
のための試験研究体制や取組内容の見直し等が必要ではないか。」、「技術偏重を改め、経営指
導面や環境対策面の強化が必要ではないか。」という御意見でございます。  

 環境保全型農業の推進の関係でございますけれども、「環境と農業の視点は現行基本法にはな



い新しい視点であり、答申の中での明確な位置づけが必要ではないか。」、「真に環境保全に貢
献するものについて、基準に基づき公的支援をしていく必要があるが、すべてを公的負担とするこ
ともできないので、表示等による農産物の差別化等の手法も有効な施策ではないか。」、「ふん尿
や残さなどを土壌に還元し農業生産を行うという、リサイクルの視点が重要ではないか。」という御
意見でございます。  

 ５ページ目は米をめぐる諸課題ということでございますが、まず、総論といたしましては、「米価の
大幅な下落による影響は大規模農家ほど深刻ということで、総合的な新たなシステムを早急に確
立することが必要ではないか。」、また、生産調整の関係でございますが、「需給均衡のために生
産調整の拡大は必要であるが、まじめに生産調整に取り組む生産者に対するメリハリをつけたメ
リット対策が不可欠ではないか。」、「また、生産者が主体的な判断で参加できる仕組みが必要で
はないか。」、「生産調整は短期の過剰解決のためには否定するものではないが、長期的には構
造的な生産過剰は市場メカニズムを通じて解消していく問題ではないか。」、「適地適作を進める
観点から、とも補償を活用すべきではないか。」、「生産調整は、生産者・生産者団体自らの問題と
して対応し、行政は支援に徹すべきではないか。」、「在庫水準の変動に連動して自動的に生産調
整面積が変更されるようなルールが考えられないか。」、「生産調整を通じ、水田という持続的な生
産装置を維持しているという、食料安全保障の視点も重要ではないか。」、経営安定対策でござい
ますが、「政府と生産者の拠出による基金を創設し、自主流通米価格が低下した場合、生産調整
実施者が出荷した自主流通米価格に対し価格補てんを行う仕組みが必要ではないか。」、「新た
な対策の対象については、生産調整の実施を条件とすべきだが、さらに稲作経営に意欲のある
生産者に限定するなど、構造政策的な観点も必要ではないか。」、「国際的な農業規律を念頭に
置いて対策の内容を検討していくことが必要ではないか。」、備蓄の関係は、「政府米の役割は備
蓄に徹底させ、その売り渡しは市場実勢に合わせて販売するシステムを作るべきではないか。」、
「政府備蓄米は市場から一番安い米を買えばよいということではないか。」、さらに、流通、価格形
成の関係でございますが、「自主流通米価格形成センターは、値幅制限、入札販売数量や取引参
加者の制限など、依然として制約が多いのではないか。」、「計画流通米、計画外流通米の区別を
廃止し、米市場を一本化するなどの見直しが必要ではないか。」という御意見でございます。  

 以上が、これまでの当部会における議論ということで、事務局の責任におきまして整理させてい
ただいたものでございます。６ページ目から８ページ目までは農業政策に関する各種団体からの
提言の概要をまとめたものでございます。  

 ６ページにありますように、経済団体連合会は９月18日に農業基本法見直しに関する提言がな
されております。また、全国農協中央会は10月14日、第21回ＪＡ全国大会決議におきまして触れら
れております。さらに全国農業会議所は９月26日、農林水産大臣諮問に対する本答申の中でいろ
いろ触れられているわけでございます。項目といたしましては８つの項目に整理いたしておりま
す。１番目が理念の関係、２番目が食料供給における国内農業生産の位置付けについて、３番目
が農地の確保・利用について、４番目が担い手、５番目が農業生産法人、６番目が株式会社参入
論、７番目が価格・所得政策、８番目が農業の公益的機能の評価についてということで、それぞれ
の各３団体の御主張につきまして、事務局の責任におきまして要約をさせていただいております。 

 以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

   

３．質疑  

   

○部会長 ただいま事務局から御説明がありましたが、本日は、これまでの議論などを踏まえまし
て、幅広く御議論を願いたいと思います。本日の部会は、第一次答申として政策の基本的な考え



方をまとめる前の最後の部会でございます。11月からは合同部会あるいは調査会本体へ議論の
場を移して、第一次答申に向けて作業を行うということになると聞いております。  

 さらに、その基本的な考え方をもとにいたしました具体的な政策のあり方を詰めていく作業につ
きましては、第一次答申を踏まえましてさらに本部会で議論を改めて深めていくということになるわ
けでございます。したがいまして、本日は時間の制約もありまして、政策の基本論に焦点を絞って
議論をし、11月７日の合同部会では、今日までの御議論を御紹介をしていくというふうにいたした
いと思っております。  

 そこで、私が今日考えておりますことは、これまでの農業部会での議論を振り返ってみますと、そ
の根底には、このままでは将来、国内農業は縮小し、あるいは維持が困難となるという懸念が基
本的な問題として共通に認識されているように感じました。  

 具体的には、部会では第１に、農業就業人口の減少と高齢化が今後さらに進むと生産が維持し
得なくなるという担い手問題に対する懸念、第２に、土地利用型農業を中心とした零細自給的な生
産構造が改善されなければ、国内農業が産業経済部門として発展する基盤が確立し得ないとい
う農業構造問題に対する懸念、第３に、ＷＴＯ体制の下で従来のような価格支持政策が次第に困
難になるということが見込まれる中で、農業の特性や我が国農業生産の制約などを踏まえた別途
の支援対策を講じなければ、今後、農業経営が成り立たなくなるのではないかという経営安定策
のあり方に対する懸念、第４に、近年、環境に悪影響を及ぼしている面が出てきております我が国
農業を、環境と調和した農業本来の生産様式に転換していかないと、長期的な農業生産の持続
性が確保できなくなるという、環境との調和のあり方に対する懸念、こういった大まかに言って４つ
の懸念が、御議論の中に共通する懸念として感じられたというふうに思うわけでございます。  

 本日は、第一次答申をまとめる前の最後の部会でございますが、以上のような認識に立ちます
と、農業政策についての基本的な考え方をまとめるに当たっての議論は、農業の持続的な成長発
展を期待するという観点に立ちまして、第１に、農業生産の担い手の確保、第２に、産業として自
立し得る農業構造の実現、第３に、経営の安定性、継続性の確保、第４に、環境と調和した持続
可能な農業生産の実現、という４つの側面についていかに考えていくかということが基本になるの
ではないかと考えております。もちろん、これらの問題はそれぞれ４つ別々ということではございま
せんで、相互に関連してくる問題でございますが、切り口として、こういう４つの切り口ということで
捉えていくのが適当かなと考えております。  

 そこで本日は、今までの部会での議論も踏まえまして、農業政策の方向づけの基本をなすと考
えられますこれらの４点を中心に議論をしていただいたらどうかと考えております。  

 そういった運びでよろしゅうございましょうか。よろしければ、まず、第１点目の農業生産の担い
手の問題から議論をいたしたいと思います。  

 今の４点につきまして、４つの側面の重さによって違いますが、それぞれ30分ないし40分とか、あ
るいは第３と第４の項目は一括してやった方がいいのかなという気もしておりますが、大体そんな
ところを目途にして進めたいと思います。毎回、当部会は時間が足りない中で終わるというのが習
わしになっておりますので、でき得る限り簡潔にわかりやすく御発言いただければありがたいと思
います。  

 担い手の問題につきましては、将来の農業の担い手の姿をどのように描くべきか、そして、その
十分な確保のためにどういう政策が必要かといった問題について議論をお願いをいたしたいと思
います。農業生産法人制度や株式会社の参入問題についても、ここに含めて御議論をいただい
たらどうかと考えております。  

 それでは、どなたからでもひとつ。  

○委員 私の方から、担い手の確保に関しまして発言をさせていただきます。今、ＪＡグループとい



たしまして、基本問題も一番大事なことでありますが、同時に、連日のように報道されております４
年続きの豊作、そのことに基づいて、過剰米の処理を一体どうするか、あるいは新たな仕組みをし
ない限り生産者の明るい展望は開けないし、あるいは担い手の確保も困難であると、詳しくは申し
上げませんが、そんなことで連日、論議を展開しておるところでございます。何といいましても農家
の不安感、そうして、動機づけということで担い手を確保していくということになりますと、国が基本
的な政策の方向を示すことが必要であろうと思います。  

 具体的には、米は我が国の基礎食料であり、こうした基礎食料は国内生産、国内自給を基本と
するという方向を国として明確に位置づけるべきであると存じます。そして、米を含む主要な農畜
産物について、国が品目別の生産目標を示すべきだと考えます。そして、その生産目標の下で必
要な生産基盤を確保し、価格政策や経営安定対策を展開することが重要であります。  

 その際、基礎食料や主要な農畜産物は何を対象にするのか、生産目標の水準をどこに設定す
るかなど、明確にする必要があると思います。この場合、農業者の生産意欲を喚起するという観
点だけでなく、国民の期待する食料の安定供給確保や農業の多面的役割の発揮といった点も考
慮すべきであります。  

 将来の担い手については、現在もそうでありますが、家族農業経営、集落営農を進める地域営
農集団が中心となり、持続的な農業生産を行う必要があります。さらに、条件が整備された場合
は、農業生産法人を育成していくことも必要であります。このような担い手を考えた場合、たとえ農
地が集積された後でも、農外収入の確保できる兼業農家は残ります。集落の重要な構成員である
こうした人は、やはり大切にせにゃならないことだと思います。  

 以上申し上げます。  

○委員 今の御発言に関連して言えば、今までの何回かの議論でもそうなんですけれども、つま
り米価、価格が下がって農家が困るとおっしゃいます。ただ、その場合、農家というのは、この間の
資料にもございましたように、米代金依存率が1.2％という階層の人が、少なくとも販売農家の
45％いるわけですから、そういう人まで農家というふうに言うのかどうかということが、担い手論を
するときの一つの観点だと思うんです。今までの部会でもございましたけれども、担い手とこの場
合は言ってるわけですけれども、じゃ日本において、本当に農業を自己完結的にやっていく人たち
を農家というふうに呼ぶとか、そういう何か、せっかくの機会ですから、新しい農家についての考え
方といいますか、そういうものをこの際、報告書の中で私は出すというのも一つの手だと思うんで
すよ。そうすると、それは農外所得の方がものすごく多くて、それなりに地域社会に貢献しているよ
うな人はどうするかということになりますけれども、またそういう人たちも、それは365万戸の中に今
含まれていると言えば含まれているんですが、一つの言い方で、あんまりそれが数がどんどん減
っちゃうと、農林水産省のいろんな行政の範囲が、またそれだけ少ない人たちのためにとかなんと
かっていうことになるのであれば、何か工夫をしてもいいと思いますけど、そこのところはあんまり
漠然と農家とかというふうにはしない方が、担い手を考えるときにはいいんじゃないかと思います。 

○部会長 ありがとうございました。  

 農家についての考え方、あるいは農業経営の主体についての考え方ということですが、前に専
門委員の方からも、どういう農家を農政の対象にするのかということを、この際、やや原点に返っ
て考えた方がいいんじゃないかという御指摘もございました。私が仄聞したところでは、農林水産
省の方で、農家なり農業経営を統計上どうつかまえるかということについて少し勉強を始めてるよ
うに聞いております。これは合同部会のときになるのか、あるいは今日機会を見てお願いするの
か、一度、どんな観点で検討しているかについて、資料を出すなり説明するなりしていただけたら
と思っております。  

 その前に、会長代理にせっかくおいでいただいておりますが、３時ぐらいにはどうしても退席にな
らなければいけないという事情があるようでございます。会長代理には今までも地方行政の立場
から何回か御意見を賜っておりますが、今日、部会としては年内最後ということでもございますの



で、何かあればひとつ御発言を先にしていただきたいと思います。  

○会長代理 急に宇都宮へ帰らなければいけないことになったものですから、お許しをいただきた
いと思います。  

 ２点申し上げたいと思います。１つは、今までも随分御議論がありましたように、農村のみならず
日本中どこもそうだと思いますが、宇都宮は人口43万の都市ですが、そこでも中央商店街が後継
者がいなくなって、どんどん辞めていくということで、後継者問題というのは農村だけではなくなっ
てきたわけであります。そういう意味で、農村にはこれからどんどん人もいなくなるでしょうし、耕作
放棄地という言葉はあまり好きじゃないんですが、それもだんだん増えてくるのが現実だと思うん
です。その傾向が中山間地では特に強い。栃木県下で比較的東京に近いところであっても、そう
いう傾向が最近目につくようになってきたわけであります。  

 一方、あまりロマンチックな夢を描くわけでなくても、やっぱり農業とか農村というものは然るべき
形で残していった方がいいということも、また国民のコンセンサスの一応ベースにはあるんだろうと
思うんです。そういう意味で、農業とか農村の今後を支えていくというのは一体何だろうかと思いま
すと、実際に行政をやってみますと、いわゆる公社的なものしかないような気がするんです。現在
では、各県とも県が農業公社というのを持っていまして、農地利用の流動化とか、場合によっては
受委託みたいなこともやっているんだろうと思いますが、それはそれで結構ですけれども、今後は
市町村にそういう公社的なものをつくって、そこがいろんな意味で面倒を見ていくということ、それ
しかないような気が実感としております。それで、県単独で今各市町村に、10年先、20年先のこと
を考えて公社をつくろうということで、２桁近くできてきました。当面は農地利用の流動化のお手伝
いをするくらいですけど、ゆくゆくは各農家の受委託をやっていく。場合によっては栃木県には大
学がたくさんあり、宇都宮の農業者大学校もありますので、そういう人たちをアルバイトに使ってで
も、農村に時期的に働いてもらうとかいろんなことを、将来を夢見ながら、あるいは都会からＵター
ンしてくる人もいるかもしれませんので、それを農業公社が、雇うというと変ですが、そういうことを
考えております。  

 栃木県に鹿沼という人口８万ばかりの市がございまして、そこに農業公社があります。これは結
果的に言いますと今非常にうまくいってるんですね。設立は今から二十数年前なんですが、そのと
きの市長さんが中国に行って人民公社を見てきて、いろんな意味で感心して、これからはこれだと
いうような形で始まったんですが、いろんな紆余曲折を経まして、現在は常識的な姿で非常にうま
くいっていると思います。今大体400戸の農家から300haの農地を借りて、私も信じられないんです
けど、反当４万7,000ないし４万8,000円を委託農家に払って、20何人の職員を抱えて、みんなそれ
なりの給料をもらって、バランスとれてるわけです。そこに至るまでには確かに20年の歳月は要っ
たわけであり、また、いろんなこともあったんだろうと思いますが、現時点では非常にうまくいって
います。  

 それから県と市町村と農家という関係を見てみますと、県は一体何やってるんだというくらい、一
般的には県がやってる行政というのは農家にはあまり目に映らない。市町村はそういう意味では
農家にとって非常に身近でして、市町村の言うことの方なら、農家は割合聞くんです。これはどこ
の県でも一緒だと思うんですが。もちろん、土地改良のでっかいことをやるとか何かということは別
ですが、それにしても大きな土地改良事業につなげるまでの間は、やっぱり市町村がその気にな
って農家を説得しませんと合意に達しないという現実からしますと、変な話ですけど、県よりは市
町村の方が余程農民には信頼があるというふうに、委員もおられて恐縮でございますが、そんな
気がします。  

 ですから、各市町村でそういう公社的なものをつくって、そこが鹿沼の農業公社みたいなことをだ
んだん始めて、10年、20年後に中山間地も含めていろんな形でお世話をしていくという姿。とにか
く人がいなくなってしまうわけですし、確かに選ばれた農家を、2,000戸重点化して云々ということも
結構ですが、そういう選ばれた農家と公社は、当然のことながら仲よくやっていますし、そういう姿
しかどうも農村には考えられない、そんな気がして仕方がないので、できれば市町村にそういう公
社的なものをつくる方向での施策の強化といいますか、ものをやっていただけたらなというような



気がいたしております。  

 鹿沼の農業公社は一つの例にすぎませんけれども、たまたま米作日本一という成績を持った農
家が、家庭の事情で市町村の職員になって、その職員を言うなれば公社の責任者にしてやってき
た。そういう経過もあってうまくいってるわけですけれども、同じような農家を公社の責任者にすれ
ば、ほかの町村でも同じようなことは十分考えられるわけであります。私と似たような考え方を持
つ市町村長もだんだん増えてきたような気がいたしますので、地方の実態の一つとして御紹介を
し、ぜひ新しい担い手、担い手といわないかもしれませんが、農村、農業というものを支える主体
としてそういうものをぜひ検討していただけたらなと、そんな気がいたします。それが第１点であり
ます。  

 もう一つの点は、株式会社に農地を持たせるかというようなお話が前々からありました。今日も
事務局の方で整理されたペーパーの１ページの上から４行目に、「法律上農用地区域内の農地転
用はできないとされながら、実際には農用地区域からの除外により転用が行われており」とありま
す。この実態の指摘は、私がいつか出たときのこの部会でお話したこともございますし、私もこうい
うことはしょっちゅう経験をさせられております。  

 一方、１ページの真ん中の株式会社の農地の取得の欄では、「転用規制を厳格化できるのであ
れば、株式会社」云々に賛成だということがありますし、その次には反対意見として、最初だけ要
件を厳しくして、農業をやるからということで株式会社に権利取得を認めても、その後はいろいろお
かしくなってしまうので、株式の譲渡等に伴いその転用を防ぐことは難しいことから、参入には反
対だという御議論もございます。  

 それから７ページの１行目の経団連さんからの要請の中に、優良農地の保全をやれとか、４行
目あたりにかけまして、「農業的利用を行う区域については、農地として厳格にゾーニングをして
転用規制を強化し」とありますね。やっぱり農地を農地として保全しろということについては、そうい
う意味では御賛成なんだろうと思いますが、それを前提にして、その下から３行目に、「株式会社
に対する懸念を取り除くため、農地転用規制の厳格化や株式会社の農地取得の段階的解禁」と
いうのがございます。段階的解禁というのはどういう段取りにするのかわかりませんが、要するに
農地転用の規制が厳格に守られるなら、株式会社の転用もいいんじゃないかというお話なんです
が、その点について、私の経験話で大変恐縮でございますが、実態を御報告したいんです。  

 知事として十数年間、土地に係る取引問題、権利問題というのを長く見てきたつもりでございま
す。株式会社の土地所有の動きというものは、もちろん例外もありますが、まず特色的なことを２
つ申し上げますと、１つは、大部分は本尊さんは出てこないということであります。全部ダミー会社
をつくられて、ダミー会社が土地の取得をする。ダミー会社ですけど、申請者は何々株式会社とい
うことになる。いろいろお世話をして、おかしなことがあるので、直せとか、後で誓約書を取って元
へ戻せというようなことになりますと、逃げてしまいまして、結局東京にいる本社、本社というんでし
ょうかね、本当に実権を持ってる人というのは表面に出てこない。ダミー会社がさんざん悪いことを
やって、これは今までのあれですけど、いろんな約束を仮にしたとしても、まず守らない。守らない
からといって指摘したときには、逃げてしまうんですね。本尊はどっかにいるわけでありまして。そ
ういう意味で、ほんとにてこずるのがダミー会社。圧倒的多数がその話でありまして、苦労させら
れます。  

 もう一つは、株式会社が土地を取得するときは、今すぐ使うという場合ももちろんないわけじゃあ
りませんが、多くの場合、15年先を考えてやっております。いろんな法律の規制がありますから、
すぐ開発許可が下りないとかいろんなことを考えてのことかもしれませんが、当面はいろいろな役
所の言うことを聞いて、顔を立てながらずるずるいって、十数年たったところで何ともならなくなっ
て、役所も、しようがないから線引きを修正してＯＫするかというふうに追い込まれてくる。いいか
悪いかは別にして、それが現実であります。  

 そういうことを心配しますと、転用規制を厳格にすれば株式会社もいいじゃないかというお考え
方は分からぬではないんですが、転用規制の前に農地を農地として買って、買って２～３年まじめ



にやるのかもしれませんが、３～４年からはもう耕作放棄しちゃって、水問題についても周辺との
お付き合いを止めちゃって、それでにっちもさっちもいかなくて、県が泣く泣く転用を認めるような格
好で線引きを修正するなど、端的に言うとさせられる、追い込まれるというのが私の今までの経験
でございます。そういうことからしますと、確かに株式会社が平場の農村部に入ってきて、耕種農
業の分野で新しい知恵とか人材とか資本を入れて農業に新しい息吹を加える、進展が見られるん
ではないかという期待、理論としては私よくわかりますが、実感としては、現時点では、残念ながら
それは幻想にすぎないような気がいたします。これは私の意見でありますが。したがって、前回の
部会でも、現時点では「百害あって一利なし」と、敢えて申し上げたつもりであります。  

 これは農林水産省に対する皮肉でも何でもないんですが、知事になりますと各省と付き合いま
す。郵政省、運輸省、大蔵省、建設省、農林水産省、厚生省とも付き合います。非常に親切な役
所もあります。非常に不親切な役所もあります。威張っている役所もありますし、地方を大事にし
てくれる役所もあります。自分で言うのも変ですが、農林水産省は非常に親切な役所の方に入り
ます。入りますが、一番評判の悪い役所でもあります。それは何かというと、農地転用なんです
ね。転用規制あるいは移転のいろんな農地法上の規制問題。現実に我々行政をさばかなきゃな
らない立場ですと、過去にいろんな経緯があって線引きをし直した。無理やりにＯＫさせられたよう
なとこがあったとすると、回りが全部転用になってて、真ん中だけ残ってて、しようがないじゃない
かというような感じで国の方に相談に行きますと、職員の話を聞きますと、優良農地をつぶすとは
何事だと言って大変なお叱りを受けて、苦労をするわけであります。  

 それはそれで優良農地を残すべきだという哲学は非常に結構なことなんでありますが、優良農
地を残すという政策を農林水産省が止めるんなら別ですけれども、続けるという前提でありなが
ら、なおかつ優良農地をおかしくする可能性が多分にある、現時点では多分にあると思います株
式会社を農地に入れるということについては、私は何としても、地方で農政をさせられている立場
でいきますと、どうしても納得がいかないのであります。それを時期尚早と思うのか、あるいは経
団連の御要望にありますように農地転用規制を厳格にするという前提論といいますか、どういう形
で厳格にできるんだということについての担保が何なのかということが目の前に見えませんと、こ
の話についてはどうしても理解できない。  

 自分の時間の都合で勝手なことだけ申し上げさせていただいて大変恐縮でございますが、以上
２点だけちょっと申し上げさせていただきました。  

○部会長 ありがとうございました。  

 委員の御質問とも関連しまして、詳しいことは別にして、農業経営とか農家の分類あるいは捉え
方ということについて、今農林水産省で検討している考え方のようなものをちょっと箇条書き的に
御説明していただいて、場合によっては、次回にでも出せる資料を出していただくということでお願
いできますか。  

○事務局  

 今、部会長から御指摘ありましたように、当方で農家経営の分類につきまして見直しの論議をし
ております。その視点は３つございまして、１つは、近年に至りまして農家というものが、昔は家計
と経営というのが一体となっておった、それを前提として家に着目した農家で捕捉しておったわけ
ですが、最近におきましては家計と経営の分離、これは収支の面あるいは労働力の投下という面
でも分離が進んできているということで、経営という切り口でアプローチできないか。そうしますと、
これは家族経営も、畜産なんかでは法人経営のウエイトも高まってまいりましたけれども、この両
形態を一括して捕捉できる、これが第１の視点でございます。  

 第２の視点は、非常に有名な農家の分類で専業、兼業、一兼、二兼、こういうものがございます
が、この分類を導入した当時の考え方と実態というのは合致しておったんですが、最近はかなりず
れが出て、例えば大規模経営ですけれども、娘さんだけが農外に就労してますと、これは専業じゃ
なくて兼業に分類される。もう一つ、今度は逆のケースで、非常に零細規模でございますけれど



も、中国・四国地方で重化学工業に従事してて退職して、今度御夫婦で専業的な農業に従事する
と、零細だけれども専業と分類される。こういう、当時念頭に置いた専業とか兼業の考え方とずれ
た実態捕捉というのが出てきている。  

 したがって、これを何か修正する手だてはないかということで、端的に言いますと、農業に主とし
て従事しているか従事してないか、主業、副業という考え方で切り口ができないか、こういう検討
が第２の検討でございます。  

 第３の検討でございますが、５ha以上の農家が東北、北陸で大体農地面積で２割以上、あるい
は請負耕作が進む東海でも２割を占めるに至っておりますけれども、一方において中山間地等で
は、零細農家の間に大きい農家がぽつんとある、こういう実態にございます。したがいまして、そう
いう多面的な農業形態が同時併存している中で農家の最低下限というのをどういうふうに考える
のか、こういう点でございますけれども、やはり構造政策という観点から言いますと、農地等の出し
手として、30a以上が今販売農家と定義しておりますけれども、それを上げますと、要するに構造
政策の農地の出し手というのが捕捉できなくなってしまいます。したがって、下限の問題をどういう
ふうに考えていくのかということ。これが３つ目の視点でございます。  

 いずれにしましても、これは統計的な視点からいろいろ分類の見直しを論議しておるわけでござ
いまして、今度は政策対象として、こういう統計分類で捕捉した上でどれを政策対象にしていくか、
これはまた政策の議論として別途あろうかと思います。いずれにしても、今私が御説明しました点
につきましては、後日、資料を提示いたしまして御報告したいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  

 関連して何か御発言がありますか。  

○事務局 ただいまのは統計分類というお話でございますけれども、具体的な施策の対象という
ことにつきまして厳密に申し上げますと、それぞれの施策ごとに要件を定めておりまして、必ずしも
全体の農家ということで一律に扱っているわけではありません。例えば最近におきましては、認定
農業者に施策を集中するということで、金融措置をはじめいろいろな絞り込みをやっております。
そういうことですので、政策目的に対応いたしました施策対象ということで、330万戸の農家がある
からといって、それを対象に一律に施策を講じているということではないという点だけは、まず申し
上げておきたいと思います。詳しくは改めて御説明の機会があれば説明させていただきたいと思
います。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 私といたしましては、農業生産の担い手の確保の問題については、やはり我々農業生産
法人とか認定農業者がこれから地域農業の生産の担い手とならざるを得ないだろうという考え方
であります。今、会長代理の方から公社というお話もございまして、よく理解できるんですけれど
も、生産ということになると生き物を扱いますので、作業受託であるとか地域営農の調整には公社
はすばらしい機能でありますけれども、昼夜を問わず例えば家畜、稲を管理するシステムとして果
たして機能するかについては、私は議論が残るんではないかということが１点であります。  

 それから株式会社の問題につきましては会長代理と全く同感でございまして、我が国の農業環
境においては、また私の経験では、株式会社が農業に参入することにより農業生産の効率性、安
定性、生産性が明確に改善されて競争力が向上するというシミュレーションはなかなか描けない
し、株式会社が農地を取得して農業に参入なさる理由が私にはよく理解できないというのが現状
であります。今、会長代理の方からもお話がありましたが、万が一、そんなことはないと思います
が、農地が投機的な立場に立ったときには、結果的に我々農業者が追い出されたり、下請労働者
に成り下がるというような現実が出ないとも限らないということを懸念しているわけでございます。  

 とはいうものの、現在の我が国の社会は家という単位から個人という単位に変わっておりますの



で、家族経営のみでは、またその担い手として確保できるかということにも現実的に難しさも感じて
おるわけでございまして、農業生産法人の我々が新しい担い手として頑張らなきゃならないという
ことを言い聞かせておるということであります。  

 とはいうものの、今の消費者の皆さんや企業との対決姿勢を示していてはこれからの農業は前
に進むのではないということは十分理解しておりまして、今後、一層提携と連携という関係を推進
するということが私の持論でございます。したがって、私は農業生産法人の要件を少し緩和して、
消費者や企業との提携と連携を推進することが必要ではないかということを考えているわけでご
ざいます。  

 また、農業と企業が事業提携をしまして、生産性の向上を図ることが必要であるわけでございま
して、そのためには生産・加工・販売・交流というような各事業者が濃密な連携と調整を図ることの
できる事業組合制度というようなものを整備する必要があるのではないかということでありまして、
前から申し上げておりますように、一次、二次、三次産業が連携することによって、新しい独自産
業、総合生命産業を創造するという制度・政策が一番大事ではないかというふうに考えておりま
す。  

 また、これからの広域集落営農をどう組織していくかという観点からも、この事業協同組合制度
というのは必要欠かせない制度になるのではないかというふうに考えております。  

○委員 先ほどの会長代理のお話は、実際上の経験に基づかれたものだけに大変説得力がある
と思うわけでありますけれども、私は今の委員のお話のように、農業生産法人のシステムというも
のを一段と促進する、そしてその中の一環として、一つのオプションとして株式会社制度の導入と
いうことは考えるべきものだろうというふうに認識しておるのでございますけれども、先ほどのお
話、確かにダミー会社をつくっていろいろやるということなんですけれども、どうも我々話を伺って
おりますと、株式会社というのは収益のためにはいかなることでもいいんだ、例えそれがイリーガ
ルな面があったとしてもやっていくというふうな印象を受けるような面が強く出過ぎているように思
うわけであります。例えば一歩譲って、ダミー会社をつくる、15年後に結局その方針が貫かれてし
まうということでございますけれども、現在、この基本法の改正というものをやっても、その展望と
いうのは、これだけ世の中の変化が激しい中において、率直に言って、10年、15年先の問題まで
は分からない。15年、20年先のことを考えながら今そういったものを受け入れないという状態を続
けていたのでは、これからの大きな変化の中において、ますます農業自身が成り立たなくなってい
くという方向に行くんじゃないかなということを感じるわけであります。  

 もちろん、今おっしゃったマイナス面のみならず、あるいは理屈だと言われるかもしれませんけれ
ども、多くのメリットが、例えばオプションとしての株式会社制度を持てば、法人としての技術力だと
か経営ノウハウの導入が可能になるというようなことも指摘できるだろうと思うわけでありますし、
特に担い手という意味で言えば、こういった株式会社方式によって自分の力がフルに発揮されて、
それが業績に反映される、こういうメカニズムになってくれば、若者にとっても魅力のある職業とし
て、明確な勤務形態やあるいは安定収入というふうな意味でのプラスの面というものも大変に多
いと思います。  

 会長代理の実際の経験に基づいたお話というのは大変説得的なんでありますけれども、やはり
トータルとして見れば、今のような問題があるとしても、農村の活性化、方向づけとしては、私は農
業生産法人というものをさらに促していくとともに、その中に株式会社方式というものも入れてよろ
しいのではないか。敢えて今の農業基本法の問題で言えば、自作農的なものについての残さとい
うんでしょうか、ウエイトを高め過ぎたが故に、現状、実態と駆け離れているという側面も否定でき
ないのではないか、そんなふうに考えております。  

○委員 今話題になっております21世紀の我が国農業を考える場合、土地と担い手ということが
極めて重要であるわけであります。特に今お話のあります農業生産の担い手の確保であります
が、株式会社の農地取得なり農業参入につきましては、私は基本的に反対であるということであり
ます。この反対は私ども農業団体ばかりでなくして、先般の地方公聴会におきましても、消費者団



体からもかなり強いそういう意見があったように伺っております。また、昨日は私ども北信越の５県
の市長会がありましたが、そのときにも今の農基法の問題についての議論が多くなされました。そ
ういう中でも、やはり当面の段階では株式会社の参入については反対であるという意見表明が強
かったわけであります。その理由については今さら申し上げませんけれども、この担い手の中で、
先ほどからお話があります農業生産法人の発展形態としましての株式会社の必要性というのは
何であるのかということをもう一遍考えてみなきゃならぬと思いますし、また、資本の調達の問題
かなというふうなこと等でありますれば、この面については農業生産法人の中で十分、私は今の
制度の中でクリアできるではないかなと思っております。  

 したがいまして、農業生産法人の制度、そして農業生産法人からのニーズの対応につきまして
は、事業要件のもう少し緩和ができないか、そして弾力的な運用というものを求めていくべきじゃな
いか、こういうふうに思っております。  

 そこで、私どもの地域で20周年を迎えました有限会社六星生産組合でありますが、形態としまし
ては、当初は生産組合からスタートしました。それから農事組合法人ということに変わりました。さ
らに最近は有限会社六星生産組合ということでそれぞれ変わってまいりまして、生産から加工、さ
らに流通。そして流通の段階では、栽培指導と販売指導、さらに施設的には、言うなれば農道整
備、水路整備というふうな土木の関係までも機械力を駆使しておる、そしてまた一面、新規就農
者、学卒者というものを雇用をいたしておるわけであります。規模はあんまり大きくございませんけ
れども、2,000万円の資本金の中で経営面積は75ha。特に市街化周辺農地の条件不利なところを
多く担当いたしております。そして、現在19名の職員でこれを運営しておる。一部パートは７名ぐら
いおるわけでありますけれども、全体では水稲あるいはその他作物と農産加工でありますが、た
またまこの生産所得は水稲生産と加工部門が大体50、50になっておるのが現状であります。大体
年収が５億ほどであります。  

 そういうふうにかなり生産法人も成熟し、そういう弾力的な運営によって家族的な農業経営を持
続可能にし、もっともっと市場的な原理といいますか、そういう競争力を高めていけるのじゃないか
なと、こう思っておるわけであります。  

 さらにもう一点は、私ども農協の場合でも、有限会社「グリーン松任」ということで受委託を盛ん
にやっております。言うなれば過去の農地の小作等の問題での契約の解除には非常に至難なも
のがあったという、そういうものがいまだに抜け切れないということで、農業協同組合を仲介、窓口
としてやっていく。そして、農協からさらに再委託をお願いする。こういう中で、特に特栽米とかある
いは共同乾燥調製をやるとか、あるいは農機の貸与とか、そういう分野を担当しておるわけであり
ます。そういうことで、実際に有機米、特栽米というものについては生産者名を明記しながら販売
をしていく、こういう手法でやっておりますので、今後のそれぞれの農業団体のあり方の中でも、こ
の辺は十分充足は可能であるのではないかなと、こんなことを思います。  

 さらに、株式の方ではいろいろありますけれども、先ほどもお話ありましたように、株式の譲渡制
限をつければ何とかカバーできるんじゃないかというふうにも言われておりますけれども、実際は
やはり商法の適用からいけば、株式の保有ということになれば、すべて顔の見えるというわけにま
いらない。特に今日は、農業生産のその生産者の顔が川下の皆さんに見えるということは、生産
に対する信頼保証という問題があるのじゃないかなと思っておるわけであります。  

 いずれにしましても、今日たくましい農業生産法人が育ちつつあるわけでありますし、また、認定
農家も10万人を超えるというふうな段階でありますので、今は新政策を受けたこうした担い手の育
成にもっと力を入れるべきでないか、こう思います。  

 次に、今後の担い手の育成でありますが、農業生産の担い手はあくまで家族経営と農業生産法
人を基本に考えていくべきだと。この議論は省略しますが、今日までの多面的な機能あるいは歴
史的な背景等々を考えて、より未来に大きく展開できる希望の持てる農業をつくらなきゃならぬ、こ
う思っております。そういうことでございますので、今後とも農業経営の中心的な役割を担ってもら
うところの農業者を焦点にしたところの施策を講じる必要がある。そういう中で、経営安定政策とい



うことは価格であり所得政策であり、そして農業者は一定の自己責任というものを持つべきだろ
う。そういう中におきまして、今後のいろいろな条件の中で収入保険的な要素を取り入れて、経営
環境をより整備をしていかなきゃならない、こういうふうに思っております。  

 したがいまして、この保険制度につきましても、国としてもリスクに対するところの対応というもの
を十分明記をいただかなきゃならぬ、こんなふうに思っておるわけであります。  

○専門委員 私、経団連の仕事もしておりまして、先ほど会長代理からもございましたように、本
日の資料の中にもありますこの基本法についての経団連の提言というものを作成した責任者の
一人でございます。したがいまして、先ほど来出ております株式会社の問題、それから今のテーマ
の担い手の問題、こういうことに若干触れさせていただきたいと思います。  

 まず最初に理念の部分で、私はどうも大きな食い違いがあるのではないか。例えば冒頭、委員
からお話がございました。そこで言われたことは極めて基本的な問題なんですが、基礎食料として
のお米は国内生産をするんだ、そう位置づける、こういうお言葉を使われました。輸入はしないん
だ、国内生産をするんだと。それから米及びその他の主要農産物というものについても、国が何を
どれだけつくるかという生産目標を設定するんだ、それが大前提というように私は受けとめさせて
いただきました。しかも、それを価格政策を絡めてと、こういうようなこともおっしゃいました。そうな
ってくると、これは米を始め主要農産物すべてが国産であり、それをどれだけつくるということであ
り、しかも価格政策がそのまま生きてくるという、現在我々の農業が困ってしまっている基本法を
変えなきゃならぬという原点をそのまま存続させるということに近いような問題なのでございます、
基本的な部分で。  

 そこのところが、私どもは観点が全く違います。確かに望むべくは、特に基礎食料であるお米は
日本の国内で生産したい、できれば全部したいものだという思いは全く同じでございます。その他
の小麦にしろトウモロコシにしろ砂糖にしろ、あるいはほかの主要なものにしても、国産が多けれ
ば多いにこしたことはない、国産主力でやっていければそれが一番いいんだという気持ちは、劣ら
ず持っているつもりでございます。  

 しかし、それを見ても、今やそういう世界の情勢ではない。ＷＴＯ体制の中で、お米ですら2001年
には関税化がほとんど間違いなくやってくるんじゃないか。ましてや、他の主要農産物とおっしゃい
ますけれども、自由化されてしまっているんだと。これらのものが海外では極めて安く生産されて
いるのに対して、我々貿易立国である日本が、これだけは、農業だけはとか、米だけはとか、何々
だけはと、今は大体規制緩和ですから、ＷＴＯ体制というのは私は国際的な規制緩和だと思って
いるんですが、それに例外というものは本来あっちゃいけないんです。あるべきでない。それを、
米だけは国内生産、主要農産物についてはどこどこの量までは国内生産ということができるわけ
がないんです。そこが今回の基本法を見直すという出発点だったはずです。  

 だから我々はどうしたらいいのか。それは非常にはっきりしているんです。国内の農業の力を強
くするということ以外にないわけなんです。外国の農業と肩を並べて闘って、そして拮抗できるよう
な農産物を供給するようにできれは、それはほっといても、経済原則から言って、国内生産主力で
やっていけるわけなんです。  

 ですから、そのためには国内の農業を強くしなきゃいかぬ。強くするのにどうするか。それには私
どもは、ここがかなり違うんですが、市場原理に基づくべきだと、原則は。まず国外と闘わなきゃい
かぬけれども、国内でもやはり激しい競争をすべきだと。強いところ、効率的な生産をするところに
仕事をしていただくんだ、農業生産をしていただくんだという形をとるべきだと。市場原理を導入す
べきなんだということで、根本的な違いがそこにございます。それが担い手の問題あるいは株式会
社の問題等に影となって投影されている、このように思っております。  

 我々は、市場原理の導入ということで生産コストを下げる、いい質のものを安くつくるということに
徹した農業というものをどうやったらできるか。例えばその中の一つとして、先般来話題になってお
ります規模の拡大をしていかなきゃならない。しかし、実際問題として規模拡大は遅々として進ん



でいるという程度だと思っております。じゃ、なぜか。物的労働生産性は向上している。しかしなが
ら、向上分を振り向ける仕事がない。言ってみれば、土日で農業すれば間に合ってしまう。兼業農
家ができるような下地をつくってることになっている。我々の産業界で言うと、こういうのを脱落労
務費と言うんですが、要するに不完全燃焼。労働力についても不完全燃焼。それから設備投資し
て機械化しましても、規模に対して過大であるがために、ほとんどが遊んでしまっている。稼働率
が極めて低い。そういうことからマスプロの効果が出てこない。もっともっと大規模化しなきゃなら
ない。そして、それで量産効果を出して効率を良くしていく。しかも、そのときにもっともっと多面的
な機能をその農業者に持ってもらわなきゃならない。例えばの話、需要分析あるいは品質を改良
する技術、生産の技術、機械化の技術、土壌についての科学、肥料についての科学、資金の調
達、こういったことを網羅して、言ってみれば産業としての農業を目指しているわけですから、産業
というのは要するに価格競争というふうに言葉を置きかえることができると思うんです。  

 そうなれば、そういった競争に最も適した形態、システムというのが、それが例えば株式会社もそ
の一つではないかということを申し上げているわけです。先ほど委員が言われましたように、私ど
も経団連でも、農業生産法人というものをもっと充実すべきだということを第１に思っております。
将来のオプションとして株式会社というのを視野に入れてやっていくわけです。ただ、そのときに、
これは会長代理から出ましたけれども、前提として転用規制の厳格化と言われるけれども、その
具体的なものは何なのか、そこが具体的に担保されなければわからないと、最後の結びの言葉で
ございます。これは私、全くそのとおりだと思います。しかし、今の我々のラウンドは、考え方をまと
める段階でございます。したがって、我々は何としてでもその厳格化。会長代理のように現場で御
苦労なさっておられるところの知見を、ダミーについてもほかのことについても大いに入れて、そう
いうことをさせないような転用規制の厳格というものがあり得るかどうか、それをこの後、方向が決
まった後、作業をすべきだと、そう考えております。経団連が何も担保すべき具体的な案を今持っ
ているわけではございません。そういう意味で申し上げております。  

 それから、もう一つだけ最後に。株式会社について、私は先ほど申し上げたように、一つの仕組
みだと考えております。委員から先ほど、なぜ株式会社をやらなきゃならないか理由がわからない
し、あるいは、いずれ来たら追い出されるんじゃないか、あるいは下請にされるんじゃないかという
ようなお話がございました。先ほど申し上げたように株式会社というやり方は、産業として価格競
争等をやっていくのに、しのぎを削るのに最も適した仕組みである。ですから、そこでやっていただ
く方は、何も都会から株式会社という怪物が出ていって、それが農村へ行って、農村でそこを浸食
する、こういうものじゃありません。そうじゃなくて、やはり中心になるのは農業者だと思います、株
式会社が仮にできたとしても。そのときに、仕組みとして株式会社という形態があるんじゃないかと
いうことを申し上げているのであって、何かお話を聞いてると、都会から、それは、先ほどの会長
代理のダミーだ云々だということになってくればそうでしょう。しかし、私はもっとまじめな、農業を本
当に強くするための株式会社ということを申し上げているんですから、その中核になっているの
は、もちろん経営者もありましょう、いろいろ事業予測するところもありましょう、川下産業との提携
をするところもありましょう、しかし中心はやっぱり農業者なんです。農業者がその株式会社の中
核になるという前提でお話を申し上げておりますことを付け加えさせていただきます。  

○部会長 ありがとうございました。  

 複数の方から手が挙がっておりますが、やはり議論してまいりますと、経営主体と土地の結びつ
きということはおのずから関連してまいります。したがいまして、２番目の項目といいますか、農業
が産業として自立するためにどういう農業構造を実現すべきなのか、そこで経営主体と土地の結
びつきをどういうふうにするか、また、そのための前提条件になる農地の確保なり利用、整備のあ
り方といった点も含めまして、このあたりから先はもう少し幅を広げて議論をしていただけたらと考
えます。この農業構造の実現の問題については、産業として自立がなかなか難しいいわゆる兼業
農家等なり、あるいはまた非常に条件の不利な中山間地域における農業構造のあり方の問題も
一応視野に入れて問題をくくっていきたいと思っていますので、そのことも念頭に置いてどうぞ御
発言願いたいと思います。  

○専門委員 まず、担い手の話を少しだけさせていただいて、それから自立し得る農業の構造の
話等に移っていきたいと思うんですけれども、担い手の姿を描くことはあれなんですけれども、ここ



でこういう議論をすること自体はやぶさかではもちろんないんですが、どういう人に農業をやっても
らうかという議論をすることが果たして適当なのかどうか。つまり、担い手というものの姿を絞り込
むことが、２番目の産業としての自立ということと本当に整合的なのかどうか、それをやっぱり議論
しなくちゃいけないのではないかと思っております。  

 したがいまして、担い手に関して言いますと、土地利用の枠組み、農地をどうするかという枠組
みがはっきりすれば、経営形態にかかわらずいろんな人がいろんな形で農業というところに参入し
てくればいいのではないか、そういうふうに基本的には考えております。  

 株式会社の話をそこでちょっとさせていただきたいんですけれども、どうも議論が逆立ちしている
といいますか、ずれてるところがあるとずっと感じているんですね。それは株式会社によって、コス
トベネフィットといいますか、株式会社の利点、欠点、それぞれあるわけですね。会長代理は「百害
あって一利なし」と断言されたのには非常に驚いてしまって、そういうことになりますと話をする余
地がなくて、政治家でもあり、なおかつこういう会長の代理まで務められているということは、皆さ
んの意見を聞いていただける立場にあると信じてたわけでして、私はいろんな意味で非常に驚い
ているわけです。  

 それはさて置きまして、何が逆立ちしているかと言いますと、株式会社の参入で一番皆さんが懸
念されているのは農地転用の問題だと。転用の問題と株式会社を経営形態として認めるかどうか
ということは、先ほど来皆さんおっしゃっているように、やはり切り離して考えるべきである。たとえ
で言いますならば、未成年者に酒を売ることは禁止してます。しかし、それ自体の規制方法を議論
しないで、家族経営の小っちゃな酒屋さんは酒を扱ってもいいけれども、スーパーなんかの大型
店は未成年者にたくさん酒を売りそうだから、これはいかぬと、そういう経営形態で酒の売る売ら
ないの認可を出しているようなものではないか。したがって、そうした議論のすれ違い、かけ違いと
いうものをここできちっと整理し直す必要があるのではないかということが第１点です。  

 それから転用規制のことだけ強調されてました。しかし、株式会社が入ってきたときに農地を確
保する方法として、果たして転用規制の強化だけなんだろうか、別のやり方もあるのではないか。
それは、次年度になりますか、中間報告の後の各論に入ったときに、まさに優良農地を確保する
方法、いろんな考え方があると思います。あるいは開発権を使っての確保の仕方、つまり優良農
地をどうしても開発しなければならない局面になったときには、別の代替優良農地をどう確保する
か、そういう担保措置があればそこは開発してもいいんじゃないか。つまり、国民全体の視点で、
そこの土地利用をどうするかということに関して国民全体のウェルフェアが高まる方法であれば、
それはそういうやり方があってもいいのではないかという気がします。  

 もう一つは税制ですよね。譲渡所得課税は従来でも強化されているわけですけれども、これは
農地を売った場合にキャピタルゲインが発生して、それに対する課税をほかの場合に比べて強化
するということは譲渡所得課税全体の問題ですから、農地の転用による所得の場合だけでない幅
広い議論が必要だと思うんですけれども、税制を使うということも一つの方法だと思いますし、何も
転用規制あるいはゾーニングあるいは転用規制の強化ということだけではなくて、いろんな方法を
ここで皆さんでアイデアを出しませんかと、そういうことだと思うんですね。ですから、初めから「百
害あって一利なし」という形で切り捨てられてるのには非常に抵抗感を感じたわけです。  

 次に、株式会社がなぜ必要かということで委員の方から、今の農業生産法人で何が悪いんだ、
それをなぜ株式会社に持っていく必要があるんだという御指摘がありました。これを主張したのは
私自身なんですけれども、株式会社の経営形態といいますか、専門委員の方からも御説明ありま
したけれども、経営形態としてのメリットが非常に大きい。一つは企業の永続化ですよね。家族経
営でやってるときにはどうしても相続の問題が出てきますし、農業生産法人の場合も制約がある
わけで、企業の永続化という観点から見たときには、非常に制限の多い今の生産法人の制度に
なっているということですね。  

 それから２番目には巨大資本の集積といいますか、今の農業生産法人のあり方ですと、どうして
も資金の調達が限られてきます。合資会社であれ合弁会社、有限会社等々、それぞれ資金の集



められる規模が決まってきますし、それから責任体制といいますか、合資会社の場合ですと無限
責任になりますが、株式会社の場合ですと、株式の資金の提供者が自分の提供した部分だけで
済むという、有限責任で済むわけですね。  

 それから３番目には、皆さんおっしゃっているように人材の募集、つまり株主が経営者である必
要はないわけで、経営者は幅広くいろんな形で調達できる。  

 最後に大きいのは、起業家的インセンティブといいますか、いろんな企業を興して、もし農業生産
法人が株式会社になって上場するというようなところまで行ったと仮定しますと、これは大きないわ
ばキャピタルゲインを得ることができるわけですね。そういう企業を興していくときのインセンティブ
というのはまさにそこにあるわけで、初めの出資金に比べて、その企業が有望であれば、上場し
たときに非常に大きな利益を得ることができる。それが起業家としていい会社をつくっていくとい
う、そういうインセンティブにつながっていく。経営形態として多々メリットがある。そこの点をやっぱ
り重視しておかなくちゃいけないわけですし、これは前回の繰り返しですけれども、いろんな規制
緩和が叫ばれている中で、これまでのような農産物の生産変動だけではなくて経営変動、あるい
は簡単に言いますと経営リスク、そうしたものを非常に大きく負わなくてはいけないときに、やはり
さまざまな経営形態として、その一つとして、すべてが株式会社になれなんていうことを主張する
気は全くありませんが、その経営形態の一つとして認めるべきではないか。  

 デメリットに関しては、多々いろんな方策があるはずで、私自身もいろんなことを考えてますし、
そうしたことをもっともっと知恵を出し合って、それがどうしてもデメリットの方が大きいとなれば、そ
れは導入すべきではないしと、そういう議論の進め方でないとおかしいのではないかという気がし
ます。  

○部会長 ありがとうございました。  

 会長代理の発言についてですが、私は座長として、知事の経験をもとにした一委員としての御発
言というふうに受け取っております。また、そういうことでなければぐあいが悪いだろうと思っており
ます。どうも座長役をやっておりますとストレスがたまるものです。私も前回ちょっと発言させてい
ただいた時、個人としての発言とお断りいたしました。議論をまとめるときは、やはり皆さんの御意
見の最大公約数をどうまとめるかという立場で会長代理も臨まれると思います。そういうことで御
了解いただきたいと思います。  

○専門委員 できるだけ簡単に申し上げたいと思います。株式会社の問題が話題になっておりま
すので、その点と、それに絡みまして、先ほど来転用規制というような議論がございますので、もう
既に私、この部会で発言したのかもしれませんけれども、少し考え方を述べさせていただきたいと
思います。  

 農業の企業形態につきましては、日本の場合、特に農地解放以降の歴史的な経緯がございま
す。したがいまして、既に相当いろいろな積み重ねで現在の農村の構造はあると思うわけでありま
すけれども、株式会社の是非論あるいは農業生産法人の資格要件なり事業要件の緩和というの
は、やや達観して見ますと、やはり農業そのものの大きな不可逆的といいますか、そういった変化
を根底に持っているというふうに私自身は思っております。自作農主義から耕作者主義、さらには
その耕作者も、現在の議論で言えば自然人に限る必要はないという形になってきているわけであ
りますけれども、これは農業の技術自体が非常に手労働といいますか、裸の労働に依存した状態
から、機械あるいは非常に資本装備を使うような形に変化してきた大きな流れの中で出てきてい
る問題というふうに思っております。  

 また、最近で言いますならば、農業自体が大きなフードシステムの中の一部であって、農業と川
上、川下の間でいろいろな形の取引形態の可能性が出てきて、そこをいろいろ工夫すること自体
が農業経営のおもしろさになってきているという点があるわけでございます。  

 したがいまして、私、ある意味ではこれは是非論ということを超えて、ゆっくりとした流れかもしれ



ませんけれども、大きな時代の流れではないかという判断をしております。ただ、現にある農村、
また、現に施策として認定農業者の問題も出ましたし、そういったものと非常にドラスチックな変化
というものは恐らく齟齬を来すという意味では、もちろん慎重に事を運ぶということは必要かと思い
ますけれども、私は制度なりをもってしても、なかなか時代の流れに逆らうことは難しくなっている
んじゃないかという判断をしております。  

 さまざまな副作用が懸念される。これはある意味では株式会社のみに限らないというあたりがな
かなか議論の難しいところで、転用の問題等につきましても、私自身はやや皮肉っぽく申し上げる
ならば、この問題を契機にもう一度日本の農業、特に農地制度のあり方を根本的に考え直す非常
によいきっかけになっているのではないかというような気がしております。  

 先ほど来、転用規制という表現でもって議論が行われているわけでありますけれども、確かにそ
こに焦点があるわけでありますけれども、私はもっと農村計画なり農村の地域づくりということにつ
いて、ここは農業部会ではあるわけでありますけれども、農業そのもののあり方を考える上で、農
村の地域づくりということについて相当根本的な議論をする必要があるように思っております。私
自身は、現在の転用規制の方法が非常にルーズであるといったような指摘も申し上げたような記
憶もございますけれども、制度そのものについて、私は率直に申し上げまして、日本の農村計画
なり農村の土地利用制度というのはまさに後進国の状態にあるという認識からスタートすべきであ
って、確かに昭和43年、44年に一応の制度はできておりますけれども、これは私は決して十分な
ものではないというふうに思っています。むしろ次の世紀に向けて、現在必要な農地政策なり農村
づくりの政策をつくるべきだというふうに思っております。  

 その場合に幾つかのポイントがあるわけでございますけれども、特に農振法の場合にはです
が、私の理解では、１つは線を引く、それからせいぜい農用地指定というところまでであって、非常
に問題の起こりやすい集落の部分等を含めた面的な緻密な計画をつくって、その計画に沿って地
域をつくっていくというようなシステムには恐らくなっていないだろうという気がしております。  

 それからもう一つ、土地改良なり農村整備というハードなものと、線引きといいますかあるいは色
塗りといいますか、そういう青写真づくりというものが必ずしも一体的に行われていない。  

 さらに申し上げますならば、私は転用規制なりあるいは農地の計画的な利用というのは、こうい
った制度あるいはハードだけではまだ足りなくて、ある意味ではそこの住民の運動といいますか、
望ましい方向を実現していくような運動というものの裏づけがない限りは、私は維持が難しい、そう
いう性質の問題だろうと思うわけであります。こういったいろいろな認識も含めて、少し技術論の域
を超えたレベルで本格的な議論を私はすべきだろうというふうに思っております。  

 発言のついでに申し上げますと、特に計画的な利用というのは、ある意味では規制ということに
もなるわけでございます。現在の線の引き方なり色の塗り方自体をきちんと見直すということも含
めてきちっとした制度をつくっていただきたいと思いますし、このことは、ある意味では以前御指摘
のあった憲法の29条の解釈の幅といいますか、これを農業側からいろいろ積極的に発言していく
というぐらいの意気込みでもって考えていいのではないか。この調査会なる部会はそれなりの重
みと広がりを持っていいものだろうというふうに私自身は考えております。  

○委員 次のテーマに行ってしまうと、株式会社のことはまたピント外れになっちゃいますので、一
言だけ。  

 私も、今の専門委員の御発言を少し別の面から。この株式会社の問題を実は先ほどから申し上
げたいと思って手を挙げていたんですが、つまり優良農地を残すという観点で考えるのが先であっ
て、私は何も今の株式会社、いろいろ巷間ニュースに出てくるようなああいう姿を見ていると、別に
農地を持ってもらって農業をやってもらうという気には積極的になりません。だけど、もちろん株式
会社だって、今こういった部門以外は、結構畜産とかなんかはもう参入しているわけだから、そう
いうことから言うと、この株式会社の論というのは、今専門委員もちょっとおっしゃいましたけど、地
域の土地の利用計画をつくって、その中で担い手が農業に参入するための農地を確保できるよう



な条件をつくった、その先にある話が株式会社だと思うんですね。ところが、株式会社のことだけ
を先に取り上げて云々すると、話が逆になっちゃう。そうすると、いや農地転用を規制したって、そ
んなうまくいきませんよとか、そういう話になっちゃう。  

 そうじゃなくて、私はちょっと誤解を恐れずに言えば、株式会社の問題というのは矮小化された
話ですよ、と私は思います。それよりも、むしろどういうふうに優良農地が確保できるかということを
お話しする。それで、これは前にも申し上げましたけど、今の生産者、つまり地権者の意識では、
優良農地は守れないわけです、ちっとも担保できないわけです。それは一概に言っても申しわけ
ないかもしれないけれども、常に自分の農地は資産として意識をしてる、そういう人たちが大部分
の状況の中で、優良農地は守れるかといったら、私は全然そんなことは担保できないわけで、そ
のことを、まずどうやってきちんと担保するんですかということだと思うんですね。  

 私は、言葉が過ぎるかもしれませんけれども、農業側の方が株式会社の参入をどうしてもだめだ
というふうにおっしゃるのは、勘ぐれば、どうせ株式会社とかなんとかという話になってくれば、土
地の利用計画とかそういうものが議題に上ってくる、そうなってはたまらぬ。そうなると、自分たち
の言ってみれば農地を左右する自由が損なわれる。むしろそのことが嫌だから、その問題をあえ
て、殊さら強く言ってるんではないかというふうにさえ、実は地方に行って考えれば、そういう実態
です。この間、群馬に行ったら、ほんとにそれは優良農地なんだけど、それは相手が公共事業で
したけど、話題の中心が、あの家はあれで２億円入ったとか、こっちは３億円入った。私のとこは、
ちょっとその前に学校に売っちゃったものだから、学校の土地だったものだから非常に安かったと
か、私は損したとか、そういう話を農協中央会の中で幹部連中が一生懸命やってるような状況の
中で、優良農地なんて守れません。だから、そのことをどうするかということをまず最優先に考え
て、株式会社というのはその後に出てくる話ではないかなというふうに実は思っています。この間
もこのことは、もうちょっと、あんまりこれほど強くなくて申し上げたような気がしますけど、私は今そ
う思っております。  

○専門委員 私、今農家、農業という定義、これが最初にある程度固まってくると、大分論議が変
わってくるんじゃないかなと。私たちもこの農家というもののイメージがつかめなくて、そのために
何かおへそがなくて討論してるような気がしたんですが、いずれにしても、何らかの形で新しい定
義ができるというのは歓迎すべきことではないかなと思います。  

 それと、これはちょっと話がずれますが、２～３日前ですか、売れないお米の銘柄という名前が
新聞に出ておりました。私は、大変これは興味を持って見ましたし、私たち生活者、今この段階で
は、皆いろいろな提言の中で、生活者いわゆる消費者の話が全然入っていないわけで、流通から
販売まではあるんですが、川上から川下という割には、その末端の川下が全く抜けている。川下と
いうのは、やはり売れないお米というのに大変興味を持っております。売れないから買うという興
味ではなくて、どういうお米が売れないんだろう。じゃ、売れないお米が市場に出てるんだろうとか
いうと、全然出てないんです。その売れないお米を何でみんなつくって蓄えてるんだろうというの
が、消費者の単純な疑問でございます。  

 そういう意味で、そのために売れないお米を残しておいて、それをまた国のお金でいろいろ処分
するというのは非常に理不尽な感じだなというのが生活者全般、私たちの周囲の人間の感想でご
ざいます。  

 もう一つ、農業政策に関する各種団体からの提言、委員のお話、先ほど専門委員もおっしゃられ
ましたけれども、何かおんぶにだっこという印象がございます。これは理想論ということで、これが
どうにもならないので、自分たちはどうするから、どこをどう譲るからこうしていこうとかいうようなこ
とが何もなくて、全面的にすべてを共生という言葉で行きますと。共生というのは生活者の方なの
か、多分これは違うと思いますが、うがった見方をしますと、消費者となあなあでやっていこうとい
うふうな感じになるのか。やはり消費者というのは、安ければ安いほどいいんです。いくら有機野
菜で高いものがいいといいましても、安いものが並べば、安いものに走っていく。  

 そういう意味で、コストダウンということが大前提ではないかと思います。殊に毎日の食べ物とい



うのは非常にシビアです。１円、２円という金額が左右します。１億円借金の人は、どうってことは
ない優雅な生活していて、２、３千円、１万円借金してる人は大変苦しいように、消費というのは金
額が少なければ少ないほど微妙に左右するということが非常に気になりまして、ぜひこの辺を、生
活者の視点というものを酌んでいただきたいなと思います。  

 それで、前回お米の問題で、供給カロリーが４分の１ということで、私が確か、主食という言葉が
今は使われていないと。これは平成になって完全に使われていない。そのかわりとして主菜、いわ
ゆるおかずです。主菜、副菜という言葉が今メインになっております。この主菜というのはたんぱく
質で、肉、魚、卵、大豆ですね。もう一つのおかずというのが大変今人気がございます。ということ
は、もう一つプラスアルファの分が、これがいわゆる飲み物なのかお菓子なのかおかずなのか。
食生活というのはそういう状況に流れておりますので、そういった食生活をにらみ合わせて転作の
計画も考えていただければと思っております。  

○専門委員 担い手といいますか、株式会社の問題と転用規制についてもそれぞれ簡単に述べ
させていただきたいんですが、若干前に述べた意見とも重なるんですけれども、株式会社の参入
を認めるかどうかについては、どういう目的あるいはどういうねらいでそれを認めるのか認めない
のか、その論じる視点というものがあるんだろうと思います。私は、皆様の議論の中にもう出てき
たと思うんですけれども、実はここに２つちょっと対立する、先ほど専門委員も言われましたけれど
も、少し矛盾する２つの視点があるんだろうと思うんですね。１つは、担い手の問題というふうな形
で問題は出発したと思いますけれども、現在の農家のそのままの形ではどうも農地を維持するだ
けでも困難で、そういう意味で法人なりにその道を開く。その農業生産法人の中でもさらに株式会
社みたいなものに開いていく。そういう脈絡で論じる一つの問題がある。もう一つは、株式会社を
導入することのねらい、これも先ほど御意見があったと思いますけれども、まさに競争力を強める
んだと、そういう意味では産業の問題として考えるんだという発想で、この２つの発想は相当違うと
いうか、恐らく根本的に違うんですよね。  

 担い手の方から行くということになりますと、その観点から行っても、やはり株式会社は認めるべ
きでないという最終的な結論もあり得るでしょうし、あるいは株式会社ぐらいは認めていいだろう。
ただし、その際には農業生産法人の枠内で、いろんな制約があるわけでしょうけれども、そういう
中で認めるならばいい。したがって、いろいろ資格制限なども加わってくるんだと思います。しか
し、産業としての農業を展開していくために株式会社をやるんだということになれば、これはむしろ
規制なんかあったんじゃ恐らく世界的には闘えないんで、最終的にはどんな規制も撤廃する。転
用の規制はちょっとまた違った観点が入ってくるかもしれませんが、恐らく最終的には転用の規制
というものも撤廃して、非常に自由な形で、もちろん農業に関連してということなんでしょうけれど
も、土地を使うように認めていく。そんな方向になるんだろうと。そういう意味では、２つは全く違う
観点から出発しているものであるということをまず認識すべきだろうというふうに思います。  

 それをもうちょっとまとめ的な私の言い方で言えば、一つの発想は、要するに担い手から出発し
てだんだんと個人から法人へと至っていく、その流れ、道、そういう形で発想した場合にも、株式会
社というのはあり得る。ただし、それは一定の制約がある。もう一つは、資本の論理というんでしょ
うか、そっちの方から出発して、最後、農地についても及んでいく。発想がそもそも正反対なんだろ
うと思います。  

 どっちがいいかというのは、私もちょっとわかりませんけれども、農業の問題というのはやはり農
村の問題とかそういうものもすべて関係いたしますから、産業の問題だけでもって解決がつくのか
どうか、私はちょっと懐疑的で、そういう意味では、担い手の方から出発して株式会社にまで至る、
そういうところが一つの線だろうというふうにちょっと感じております。  

 それから転用規制も非常に関連する問題であることは皆さんの御意見のとおりでございますが、
恐らく転用に関しては、株式会社にした場合にそれをどう規制するかという問題はもちろん重要で
すけれども、より根本的には、現在の農家であっても転用によっていわば私的な利益を上げると
いうこと自体が問題で、先ほど憲法の問題が出てまいりましたけれども、それをあまり強く制限す
るのは財産権の侵害だからという御心配もあるという話を伺いましたけれども、恐らく現在の農



地、農業に関しては、今までにたくさんの公的な補助だとかいうものでもって支援されてきた。そう
いう意味では、半ば公的なものが入っているわけですから、転用によって私的な利益を莫大に上
げるというのはそもそも非常にけしからぬ話で、やっぱりそれを正面から規制するロジックを打ち
立てるべきではないかというふうに思います。  

○委員 まず最初に、専門委員からいろいろお話がありました。肯定すべき点もありますし、賛成
しがたいなという点もあります。それは前段として省略しまして、今後の農業構造を考える場合、
先ほど来いろいろお話がありますように、農地に対する基本的な考え方の定義がやはり必要であ
ると存じます。農地につきましては、食料安全保障の観点からも現行規模の農地確保は必要であ
るということを今までも申し上げてまいりました。この500万haの農地が、高齢化をし担い手がいな
いということで、もう500万haを割っておる。なおその割り方は進むんじゃないだろうか。そこで、ど
のようにやるかということでいろいろ皆さんから御意見が出たところであります。  

 したがいまして、転用を国が責任を持って、今の農地というものは子孫へ伝えるべき貴重な財産
であるということが必要であろうと思うわけであります。耕作放棄農地を解消し、農地を農地として
有効利用を図るための施策が必要であります。つまり、そういう農村地域においても荒廃農地が
出ておるじゃないか、国土の有効活用のためにもこういう農地を一体どのように整備をしていくの
かということ。それにはやはり農地の合理化法人、公社方式、そういうようなところで農地を取得す
るか、あるいは賃貸借を受けるかということで規模拡大、そういう方向づけ。あるいは地域のいろ
んな活性化に対して、どういうことをしたらいいのかということ等については、やはり地域の市町村
というようなところで、全体計画の中でそういう農地の有効利用ということを決めていったらどうか
というように思います。  

 平場などの条件のよい地域では、地域集落の中心的担い手に農地を集積をして、団地化、規模
拡大によるコスト低減を図るということは賛成でございます。  

 また、農地合理化法人を核に流動化を促進する政策や税制などを見直しまして、高齢化農家か
ら作業受委託や農地の貸借が進むよう取り組むなど、地域や集落の実情や条件を踏まえて取り
組む必要があります。  

 一方、我が国の農業生産の４割を占めます中山間地等の条件不利地域については、産業として
の農業展開を進めることは難しいと存じます。特に私の住む中国地方では、条件不利地域が大変
多いところであります。産業としての農業にはなかなかなじんでいないという実態であります。中山
間地では、日本人の食生活に必要な多様な農産物が生産されており、また、水資源のかん養を
始めとする多面的な機能があります。こうした国土保全に重要な役割を果たす農地、農村に対す
る政策を充実すべきであると存じます。  

 こうした地域で持続的家族農業を行い、集落で営農に生産従事し、地域の農地保全、環境保全
に資している農家に対しては、例えばＪＡなど農地保有合理化法人や第三セクターを通じた日本
型の直接補償としての市町村や、あるいは市町村交付税の増額による産地づくりの支援などの
施策を講じるべきであると存じます。  

 先ほど、専門委員の方から共生という発言がありましたが、これは３つのことを我々は考えてお
るわけであります。１つは次世代との共生、農業者と消費者との共生、アジアとの共生の３つであ
るということを申し上げておきます。  

○委員 担い手の確保と農業を産業として自立させる、その２つの点について簡単に意見を述べ
させていただきます。  

 多様な担い手の確保ということでありますけれども、そういう観点から言えば、いわゆる農業生
産法人の構成要件、ああいうようなものの緩和を進めていく。その緩和を進めていけば、その行き
着く先はやはり株式会社というものがあるだろうと思います。先ほどからも株式会社についてはさ
まざまな問題点が指摘されておりましたけれども、確かに株式会社には株式が譲渡されるとか、



あるいは先行きに不安があるのも事実でありますが、それに対応するには、これも先ほどから言
われている転用規制というものをできる仕組みを考えるべきだろうと。それには農地法と農振法、
それを一本化して対処すべきだと思っています。  

 将来を見通せば、株式会社性悪説というものに立って、株式会社をすべて排除するというのは
いかがなものであろうかと思います。多様な選択肢の一つとして株式会社を入れておかない手は
ないだろう、こう考えているわけです。  

 それから農業を産業として自立させるということについてでありますけれども、そのためには、今
の平等というのか、いわゆる悪平等的な農政というのを改めて、担い手の育成に農政の焦点を当
てる、集中させていくということが重要だろうと思っています。産業として自立が大変難しい零細と
いうか、飯米農家とかあるいは中山間地域の対策というのは、いわゆる農政の対象とすべきでは
ないと。対象にすれば、要するに焦点がぼけてしまってしまうのではなかろうかと考えます。社会
政策とか地域計画とかそういうもので対応すべきだろうと思います。そうなるとすれば、農水省だ
けじゃなくて労働省とか厚生省とか、そういう横断的に政府が一体となって考えるべき問題になる
だろうと思っております。  

○委員 今、産業として自立し得る農業構造の実現ということに入っているようでございますので、
その点について私、少し農業者の意見を述べさせていただきたいんですが、戦後の農地改革にお
きまして、今委員の方からも御指摘ありましたけど、すべての農家が１haの農地を確保し、同じ目
的を持つ農家で農協をつくり、国家的役割を私は果たしてきたと思っております。しかし、皆さん御
存じのように社会の激変により、地域農業は８割の兼業農家と２割の専業農家とになっておりまし
て、農業構造も農業経営に対する目的も大きく変化したわけでございます。にもかかわらず、私の
目から見ますと一括した農業政策が実施されておりますし、相変わらず農協も平等な組合員とし
て位置づけて組合活動を続けてきたわけでございます。したがって、農業経営の目的や所得分
配、または農政における制度・政策においても大きな意識のずれが生じておるわけでございまし
て、専業農家も兼業農家も常に不満という錯覚に陥っているということが、どうもあらゆる問題の
根源にあるというふうに私は現場で感じておるわけでございます。  

 したがって、今回のこの基本法の見直しにおきまして最も大切なことは、将来の地域農業を支え
て発展していく産業として自立した専業経営体像というものを提示して、政策の目的、対象を明確
にするためにも、先ほどから出ておりますが、一つ地域農家の整理が必要ではないかということで
あります。  

 私、農業法人協会の会長もしておりますので、つけ加えるならば、ぜひお願いしたいのは、農業
法人経営体を専門的に支援、育成するような農業法人団体が今こそ必要ではないかというふうに
考えておるということであります。あえてつけ加えるとするならば、私どもはまじめに命がけで皆さ
んの期待にこたえようと、産業として自立しようと一生懸命に頑張ってきたわけですが、多数決の
論理で、少数派の専門農家にとっては結果的に厳しい政策となっておりまして、いまだ産業として
自立し得る形態になっていないということに対して、私の反省も含めて、ぜひ皆さんの御理解と御
支援をいただきたい、こういうふうに考えております。  

○部会長 ありがとうございました。  

 ２番目の項目まで来て、残すところあと１時間になっております。私は、今日会議が始まったとき
から思っておりましたが、今日も恐らく３時間内で終わるまいと。ですから、ある程度時間配分をし
ながらも、言い残された部分につきましては書面で出していただきたいと思います。事務局の方に
お願いしたいと思いますが、書面で出てきました追加的な意見については、すべての委員、専門
委員の方に見ていただけるような手配をしていただきたいと思います。  

 まだ今までのところ御発言がございませんでした委員が今手を挙げておられますので、委員に
御発言いただいて、できればその次の経営の安定性、継続性の確保なり生産政策の問題、環境
の問題の方にも議論を広げていきたいと思っております。それでは委員どうぞ。  



○委員 できるだけ簡単にいたします。  

 現在の状態の結果している大きな原因の一つが、やはり規模拡大の不徹底ということにあると
思いますので、その点の反省から。今後とも規模拡大の問題をやっていく中で、農業生産法人が
頑張っておられるわけですけれども、やはり株式会社という問題をオプションに入れていただきた
いというのが私の、細かいニュアンスはもう省きますけれども、そういう気持ちを持っております。
それに伴って生ずるであろうさまざまな問題については、これは全力を挙げて、その悪い点の予
防なら予防という点の議論も尽くさなければいけないだろうと思います。  

 それから今言われております産業としての自立ということの中で、先ほどから中山間地の問題が
若干触れられておるわけでありますけれども、中山間地の問題はいろいろな視点があるだろうと
思います。例えば公益的機能イコール環境保全と仮に、やや短絡かもしれませんがそのように結
びつけて考えます場合に、環境保全ということだけから言えば、場合によっては、かねて会長なん
かが言っておられるような棚田の美田をいつまでも保全するということだけが手段ではなくて、例
えば粗放的なものになっても、例えば木が植えられるというようなことで環境保全に寄与していくと
いうことだってあるのかもしれないんですね。しかし、現在の農村の中山間地農業の姿というもの
をできるだけ残していこうということのバックにありますのは、やはり地域社会というものあるいは
集落というもの、そういうものを守っていきたいという希求が日本人の中にあるんだろうと思いま
す。  

 そういうふうに考えますと、やはり地域社会を守っていくという面がこの中山間地問題には色濃く
付随しておるということを念頭に置いて議論をしていただきたいなと、会長代理はお帰りになりまし
たけれども、やはり地域社会、地方財政、地方行政というものがどれだけの役割を果たせるかと
いうことの議論が必要になってくるだろうと思います。現在の国の農業予算というのを見ますと、地
方の農業予算、出口は国の予算の大体２倍ぐらいですよね。ですから、補助率２分の１とします
と、大体国のやっておられる予算の分を多分なぞっておられるのかなというふうに思いますから、
もう少し地域社会、地方行政、地方財政というものが独自色を持てるような状態になってもいいの
ではないかなという気がするわけです。  

 それからヨーロッパの条件不利地域の問題はいつかも申し上げたような気がするんですけれど
も、大変大きな金を条件不利地域対策として使っておるわけでございますけれども、反当たりの単
価で見ますと260円ぐらいのものであるわけでありまして、中山間地といっても、ヨーロッパでたし
か受け取り農家の平均値が16haぐらいになりますから、そういったようなバックグラウンドを考えな
いと、なかなかこれは財政の有効活用、財源の有効活用という点からいっても大変難しい課題に
なるのかなという気はしております。まだ、今後もいろいろ議論をする機会があると思いますけれ
ども、先ほどからちょっとその話が出ておりますので、私から一言申し上げさせていただいた次第
であります。  

○部会長 ありがとうございました。  

 中山間地域の問題は農村部会の方でもいろいろ御議論があるようでございますので、合同部会
でまたいろいろ、部会の壁を超えた御議論をしていただく機会があるだろうと思っております。  

○委員 どうしてもというか、要するに１つだけ、産業として自立し得るということを例えば中間報告
なり報告書に書くときにどうかということが、ちょっと私引っかかってて、実はちょっとわからないと
ころもあるので、それを申し上げたいと思うんですけど。  

 私は前に、これからの21世紀の農業者の感覚として、確かに自立という意識は大事だということ
を申し上げましたけど、敢えて産業として自立ということは、実はそのときは言ってないんですね。
つまり、産業としてというのはどういうイメージかというのが、先ほどの専門委員のお話などを伺う
と少しわかるんですけど、かなり国際的な競争力もある、そのためには一定の規模を大きくした農
業という、そういうイメージなのかなと思うんですけど、私はもう規模拡大とかというのは、次の基
本問題の構想を立てるときにあるいはそんなに強く押し出すことなのかどうかというところがある。



だから、さっきちょっと分からないところがあると言ったのはそのことなんです。それよりも私は、な
ぜ自立ということを申し上げたかというと、そのときに確か経営感覚ということも一緒に申し上げた
と思うんですけど、つまり農業で一定の自己完結型の経営をしていて、そして同時に経営感覚を
持ってるような人をこれから育てていく、そういう気持ちで実は申し上げたわけです。  

 というのは、私も新規参入の希望の人たちのセミナーなんかにかなり出て話を聞いていますと、
価値観が随分変わってきてまして、確かに一つの柱としては経営を追求したい、そのために農業
でやりたいという人もいますけど、もう半分ぐらいの人は、自分の生き方で農業を選ぶんだと、そ
の規模は決して大きくはないんだけれども、地域の環境を守りながら消費者とうまく結びつく、そう
いう実は生き方を自分は選択したいんだと。これはお年寄りだけじゃなくて、若い人も結構いるわ
けです。その人も、私はこれからの日本の農業を考えたときに、そういうのは全然ごみみたいなも
のだからどうでもいいやというんじゃなくて、やっぱり無視していくということではないんじゃないか
なと。  

 そうすると、今度は何かのときにコストではとても太刀打ちできないというようなことになって、そ
のときに経営安定対策として、実を言うとこれは価格支持とかなんかの制度の外にあるんじゃな
いかというような気もするので、そこの経営の対策というのは一体どんなことがあり得るのかどう
かですね。あるいは所得補償ということがそういうときに入ってくるのかどうか。そういう方でお米を
選ぶという人はそんなに多くない感じなんですけれども、そこまで話は行かなくていいんですけど、
産業としての自立というのを、そういうふうに規模拡大、コスト削減、国際競争力というふうにくくっ
ていくことがいいのかどうかということをちょっと申し上げたかったのです。  

○委員 産業としての自立という中で、先ほど生産法人の関係を申し上げましたけれども、この中
に市場原理を入れる、あるいは川下のニーズをどう受けとめるかというふうなことにつきましても、
生産法人の制度改正がなされておりまして、特に構成員の要件につきましても、言うなれば産直
の相手方である消費者、こういったような個人なりあるいは特許権を持つ関係企業等も構成員に
なれるようになっておるということを伺っておるわけであります。そういう点で今後さらに強力なもの
に展開していきたい、こう思うわけであります。それからまた、生協などを構成員といたしまして、
それぞれ今後も川下ニーズなりあるいは国民的な要求の問題等も要件として組み込むべきでな
いかということを強く求めるものであります。  

 次に、総合的な土地利用なりあるいは計画的な土地利用の問題でありますが、先般来大きく議
論になっておりますものは、計画なきところに開発なしというこの理念でありますが、これはもっと
もだと私どもも思っておるわけであります。特に今、地方分権が推進されまして市町村長への権限
委譲が進む中にありまして、言うなれば一方の建設省サイドの都市計画法につきましては、それ
ぞれ年次を決めまして、例えば今の段階ですと2010年ぐらいを目途にしながら、一つのその町の
あるべき姿、言うなれば住民の構造、企業あるいは道路、水路、公園といったようなものが一応マ
スタープランとして策定が義務づけられ、それは地域の都市計画審議会なりあるいは条例に従う
ところの総合開発審議会の議を経て、それを議会で承認をして公表していくということで、既に実
施済みであります。  

 したがいまして、今後この農地の問題につきましても、農振法に従った農振計画、先ほどありま
したように適地適作なりあるいは農地をどういうふうに運用していくのか、こういったようなものをき
ちんと地域別に制度を決めていく、それが県あるいは国の段階でも承認を得ていくということにな
れば、もっと土地利用の形態にしてもスムーズにいき、あるいは農地の規模拡大なり集積という問
題も極めてスムーズに進行するのじゃないか、こんなふうに思っておるわけであります。  

 そこで、今日ありますのは、農村活性化土地利用構想あるいは農業集落地域土地利用構想と
いうふうなものの中に、それぞれ農地特性を生かした転用なりそういう緩和措置があるわけであり
ます。この中で問題に残るのは、今後申請から許可までの期間の短縮というものをもっとやらなけ
れば、いろいろなところから大きな批判を受けるし、その計画と実際の開発の合意というものが迅
速に進まない、こういうことがあります。  



 さらに、もちろん我々は耕作の義務ということについては、農地の遊休化なりあるいは荒廃をさ
せる実態があるかないかは農業委員会なり市町村長の勧告ということで、今言いました農業振興
地域整備計画というものに沿って適切な勧告をやっていく。これはやはり住民合意の方策でありま
すので、今後この点につきましても、強い規制というか制約事項を設けた方がいいのじゃないかな
と、こんなようなことを思っておるわけであります。  

○専門委員 先ほど委員が、８割が兼業農家の中で御苦労しているという話があったわけであり
ますけれども、私も委員のお話に非常に共感を覚えておりまして、これからのより良い農業構造を
実現していく場合に、いわば農村社会あるいは農家の社会も完全に異質化しているということが
あろうかと思います。政策としても、少なくとも農業政策としては担い手に集中するということで、ほ
ぼ全体の流れが進んできているわけでございますけれども、実はいろいろな制度、組織は戦後、
昭和20年代にできた、つまり非常に等質的な農村を前提にした、あるいはそういう社会に適した原
理でもって構成されているわけでございます。土地改良の資格者の同意が、１人１票でありますと
か、いろいろ指摘することができるわけであります。全体として異質化した農村社会にマッチしたよ
うな形の制度あるいは組織のあり方ということを考えていく必要がありはしないかという気がしてお
ります。もちろん、このことはビジネスとしての規模の大きな農家だけを大事にするということでは
なくて、農業への貢献はそういう方が主としてなさる、しかし、兼業農家あるいは元農家の方は地
域社会づくりなりいろんな形で貢献するんだと。つまり、異質な構成員がそれぞれにお互いの役割
を認め合うような、そういう地域社会をつくっていくということが必要かというふうに思うわけであり
ます。  

 例えば農業協同組合の組織も、今は正組合員と準組合員という形があるわけでありますけれど
も、実際には正組合員の中も、農業的に中心的になってやられる方とそうでない方という形で、か
なり異質化しているというふうに思うわけであります。政府の組織じゃございませんけれども、農業
にかかわりのある組織全体をヘテロ化した社会にマッチしたように組みかえていくということを、こ
の際考える必要があるような気がいたします。  

 それから２番目に、新しい政策手法を導入する場合のいろいろな理念というような部会長からの
問題提起がございました、そのケーススタディーというような観点から、中山間のことについて一
言述べさせていただきたいと思っております。  

 私自身は中山間につきまして、まず、農業政策でできることとできないことは当然あるわけでご
ざいますけれども、農業政策に限った場合にも、中山間という形で一くくりにして議論することはで
きないというふうに考えております。特に都府県の中山間の農家の数では多分多数派になると思
いますけれども、いわば自給的な飯米農家といいますか、そういったような経営。それから典型的
には北海道の根釧ですとか天北といったようなところで展開している、経営としてはほぼ自立して
いる経営がほとんどでございますけれども、非常に単収の低い、それを規模でカバーしているよう
な、そういう土地利用型の経営もあろうかと思います。あるいは率直に申し上げまして、短期的、５
年やそこらはともかくとして、これから先長期的には非常に維持の難しい、そういう農地というのも
あるというふうに思うわけであります。  

 施策も、これはやはりきちっと分けて行うべきでありまして、私はＥＵ型の個別経営をターゲットに
したある種の財政的な支援ということを否定するわけではございませんけれども、私の考えでは、
きょうは細々とした話をする場ではございませんので結論だけ申し上げますけれども、土地利用型
の、現在既に自立しているあるいはその可能性の高い経営にＥＵ型の政策という意味では検討の
余地はあるけれども、ほかのタイプにつきましては、私はないというふうに思っております。  

 特に稲作の小規模な経営について、そういう地域の農業を維持するかどうかということ自体の判
断がまずあるわけでございますけれども、維持するといたしましても、私はむしろ日本の水田農業
というのは、お互いのほ場がお互いを支え合うといいますか、経営が経営同士支え合うというとこ
ろがあるわけでございまして、そういう網の目がいろいろほころびを生じてくるだろうと、中山間で
ありますから。そこをバックアップするような、現に第三セクターなりがそういう活動をしているとこ
ろもございますけれども、そこへの言わばてこ入れということが最も効率的で、あるいは効果的だ



ろうというふうに思うわけであります。  

 あるいは、これは市町村の判断だと思いますけれども、そういった小規模の農業が維持されて
いるのは、つまるところ農外就業機会へのアクセスがいいかどうか、また、定住環境としてそこが
良好な条件を維持しているかどうかだろうと。そうなりますと、むしろ個別経営への所得補償という
よりは、これはむしろ自治体の判断だと思いますけれども、長期的にそこを定住すべき地域として
維持する、そういう判断があった上で、例えばほ場整備なり、これは定住環境整備型のほ場整備
と言っていいと思いますけれども、そういった手だてをする。つまり、中山間という問題一つをとり
ましても、かなり政策のターゲットなり、また、それによってとるべき政策の手段は違うということだ
ろうと思います。  

 経営の安定化政策として価格支持政策に代わるものがいろいろ考えられると思いますけれど
も、率直に申しまして、私はケース・バイ・ケースだろうと思います。目下の農業政策の非常に難し
いところは、政策の目的自体が非常に多様化している。環境の問題しかり、条件不利地域の問題
しかり、多様化しているということがあるわけでございます。したがいまして、政策の手段もある意
味では多様化する。また、政策のターゲットもある意味で非常に厳密に、かつ透明度の高い形で
絞るということが、長期的に生命力のある政策をつくっていく非常に重要なポイントだというふうに
思っております。  

 ３番目に、少し環境の問題に関係する点でございますけれども、今、私は中山間のお話を申し上
げたわけでありますけれども、私はそのテーマが議論されていたときの補足も含めてでございま
すけれども、生産政策ということを考えた場合、私は基本的には、お米はこれから先もある意味で
は国のリードが必要だろうというふうに思っております。そのほかのものにつきましては、なかなか
品目別の数値目標というようなことは難しいというふうに考えております。  

 ただ、餌、自給飼料については、これは相当真剣に考える必要があるように思います。これは中
山間だけではございませんけれども、特に中山間地域の土地利用を今後どうするかという点で非
常に大事だというふうに思っております。これは実は日本の畜産の言わばアキレス腱とも言える、
土地から離れたことによって非常に強い畜産ができているわけでございますけれども、土地から
離れたことによって、実はそれがウィークポイントになりつつあるという点があるわけでございま
す。今、餌はアメリカにお願いしているというような部分があるわけでございますけれども、それが
粗飼料にも及んでいる。ここはある意味で非常にウィークポイントというふうになりつつあるという
認識を持っておりまして、できるところから土地との結びつきを回復していくということが、実は日本
の畜産自体をこれから長期的に持続可能な形にしていく非常に重要なポイントになろうかというふ
うに思うわけであります。  

 ちょっと長くなりましたけれども、以上であります。  

○部会長 ありがとうございました。  

 残されたところ35分でございますので、経営の安定性、継続性の確保の問題、あるいは環境と
調和をしました持続可能な農業生産の実現の問題につきまして、この際発言しておきたいという
方、どうぞ。どなたでも結構でございます。  

○委員 経営の安定性、継続性の確保というところでありますが、現行の価格安定政策等を今後
どのように考えるかと書いてあるわけでございますが、実質的に言えば現状の価格安定政策とい
うのは、歯に衣を着せずに言えば、消費者負担型の価格政策と言ってもよろしいのではないかと
思うわけであります。私も実は基本的な物の考え方としては、先ほど専門委員がおっしゃいました
ように、日本の農業を強くするという観点からいけば、やはり市場原理を貫徹する、これが基本で
あって、これ以外に抜本的に日本の農業を強くする方向づけはないだろう、こういう認識に立って
おります。  

 そういう点から申しますと、この現状の、国際的に見て非常に高い言わば行政価格的なものを段



階的に引き下げていくということが必要になってくるんではないかと思いますが、もちろん急激にこ
れを実行することは不可能であります。したがって、時限的な財政負担型の所得政策を導入して
いくということは、私も妥当だろうと考えておるわけであります。しかしながら、いずれそれは５年な
り６年なりという先においては、価格支持制度の原則廃止ということをやっていかなければ、本当
の意味での日本農業の国際的な力をつけることはできないのではないかと思っております。  

 それから食管法に代わる食糧法でございますけれども、これ自身はかなり評価するべき面もあ
るわけでありますけれども、この観点について申せば、政府の役割というのは備蓄運営に限定す
るということ、それから市場原理に基づくということは個々の生産者の経営判断に基づいた生産調
整が行われていかなきゃいけないということであるし、それから今申しましたとおりの市場原理に
基づく価格形成というものが必要になってくるのではないか、そんなふうに考えております。当面
はまだ、やや時期尚早かもしれませんけれども、近い将来を展望する上からは、やはり米につき
ましても先物市場の検討という問題も必要になってくるんだろうと思うわけでありまして、現状にお
いていろいろその萌芽が出てきている段階ではなかろうか、そんなふうに認識しております。  

 以上です。  

○委員 一言だけ申し上げます。  

 経営安定性、継続性の確保の問題でありますけれども、まず、やはり価格の問題、所得政策を
考えるに当たりましては、何と言いましても農業構造政策を推進しなきゃならないというふうに考え
るものであります。生産コストの縮減は我々農業者の大きな使命だというふうに認識はいたしてお
るわけであり、それを努力目標として今後の経営改善に努力しなきゃならぬ。ただ、そこで急激な
価格の変動に対しましても万全な経営安定対策を講じなければならない。そういうことであります
ので、農業の構造改革はそんなに急激に変化を求めるというわけにはなかなかいかない、自然の
支配という環境条件というものもやはり気長に考えながら体質改善をしていかなきゃならない、こう
いうふうに思っています。  

 終わりに、環境と調和した持続可能な農業生産ということでありますけれども、都市地域におき
ましても農村におきましても、農地は農地として守りながら農地の生産力の維持を図っていくという
ことも今後極めて緊急な課題だと思います。今ありますように、我が国の500万haの中で、転作を
しまして米は200万弱、あとは230万ぐらいが畑地である、こういうふうなことでありますから、ここら
辺の運用の問題が今後非常に重要だと思います。  

 そういう一つの視点で私どもの地域を考えますと、規模は小さいわけでありますが、都市公園と
はいきませんけれども、約50haに及ぶ総合的な農村公園的なものの中で、約１割で景観作物をや
っておるわけであります。今、ちょうどコスモス畑であります。これは道路、水路の関係は要りませ
ん。自然に以前の農道を利用できる。そして春は春野菜を生産して、その後にコスモス、あるいは
ヒマワリ、こういったように非常に景観が良く、都市住民が多く訪れてくる。そういうような意味で
も、今後は生産地としての充足は十分可能であるわけであります。今後さらにそういう面の中にレ
ンゲも入れていくということは、土地の培養ということにもつながってくるわけであります。  

 そういう中で私は、環境と併せてそういう自然の景観に触れる、それから生産作物というものに
触れる教育、学校教育の中にそういう問題をきちっと義務づけることが今後必要であるのではな
いか、先般、中教審でも心の教育ということを言われておりますけれども、これらはもう一遍、きち
んと学校農園とか体験農園というものを義務づける必要があると思うんですね。そのことは、一つ
の自然対応の問題、企画力、生産・流通、そしてコスト意識というものがそういうときに芽生えてく
るんじゃないか。そしてまた、旬の味といいますか、本当に我が国で生産されるものの味、味覚と
いうものをきちんと覚えていく。そして物を育むという心がつくられれば、命の尊重、生命の尊厳と
いうことを十分考える大きな国民の財産であり、教育になる、こんなふうに環境の問題を含めて思
うわけであります。  

○委員 時間をあまりとっちゃいけないんですけれども、経営安定政策につきましては、ただいま



議論されております米の経営安定対策においても、ぜひ農業として自立を目指しております認定
農業者といいますか専業農家にも有効な政策となることを期待したいと思っております。  

 それから農業と環境についてでありますが、私はそれをもう一歩進めて、都市との結びつきにつ
いてちょっと意見を申し上げてみたいと思います。農業と環境の関係につきましては、我々専業農
業者は自然豊かな環境の守り手であり、作り手であると自負しておるわけでございます。しかし、
我々は国土保全のために農業を行っているわけではないわけでありまして、農業を守り発展させ
るというその営農の行為が地域農業と環境を守り育てるということを皆さんに伝えておかなきゃな
らないと思っております。  

 したがって、今農林省が国土保全省になるということについては、私はどう考えても納得できな
いということを一言、思っております。  

 それと少し角度を変えて、突っ拍子もない御提案をして怒られるかもしれませんけれども、環境
と農業ということについて一歩進めまして、先ほどから意見も出ておりますが、農業の多面的機能
をフルに生かしまして、我々の農業が大都市の環境保全と地域づくりに積極的に参加し、提携し、
新しいビジネスチャンスを見出すというような試みがこれからあっていいんじゃないかということで
あります。これが閉塞状態にあります我が国の農業改革の突破口にもなるのではないかというこ
とであります。ということは、国民の大多数の方が都市生活者であり消費者であるわけでございま
すから、その都市の身近なところに農業を体験できるものがあれば、国民理解ということにもつな
がるのではないかというふうに考えておりますし、また、都市に対しましても、公園管理や生ごみ
の処理の助っ人に我々はなれるんじゃないかという気がするわけでございまして、こうした取り組
みが必要ではないかということであります。  

 私は、それを農業都市づくりの時代に来ていると言っているわけでございまして、こうした取り組
みを農政の対象とする逆転の発想が今求められている時代じゃないかと常々思っているわけでご
ざいまして、農政もこうした新しい発想や夢というものに対する政策の光というのもあっていいんじ
ゃないかという気がしてならないということであります。  

 以上でございます。  

○委員 生産政策で１つだけ言いますけど、私、一番大事なこれからの生産政策は、要するに現
在は米だけはやたらに余っている、ほかの主要食料は軒並み足りない。これが生産構造でありま
して、この構造をどういうふうに少しでも、そんな大がかりな転換というのは難しいかもしれないけ
ど、少しずつそういう構造を是正していけるかどうかということが生産政策の中で一番大事なんじ
ゃないかと思います。じゃ、どうしてこういう実態になったかというのはいろいろ要因がありますけ
ど、米が非常に機械化が進んでつくりやすい、政治が非常に米については後押しをしていた、そし
てその政治をバックアップしたＪＡの問題とか、それから行政の問題とかいろいろあるわけです。そ
れを、さっきどなたかが言われたような、例えば目標をつくるというんじゃなくて、つまり小麦がどの
ぐらいの目標だとかあるいは大豆がどのぐらいの目標だということになると、その目標が達成でき
なかったら、じゃ値段を上げろとか何とかという話に必ずなりますから、そうじゃなくて、今のような
構造を是正していけるような手だては何なのか。それが地域の法人の力なのか、あるいはさっき
会長代理が言われたような公社の働きというのがそこで生きてくるのか分かりませんけれども、そ
ういう工夫が出て何かするというのがポイントではないかと思います。  

○専門委員 経営の安定性という言葉で語られている価格支持に代わる制度という話なんです
が、これは前にも申し上げましたけれども、ＷＴＯ体制の中でこれまでの価格支持政策がいろんな
形で、空洞化していくといいますか無効化していくといいますか、そういう状態になる。ですから、
今の価格支持体制を組みかえる、あるいは無くすということも一つのオプションとして含めて、まさ
にここの部会で検討しなきゃいけない緊急課題だと思うんですね。私は、行政改革委員会の規制
緩和小委員会で価格支持制度の見直しということで幾つかの制度改革を提言したりして、いろい
ろ農水省さんの方にも議論してもらっているわけですけれども、あまりにも体系が違うわけです
ね、いろんな形で。作物ごとに。それは歴史的な経緯もありますし、前に御説明もあったかと思う



んですけれども、基本法以前からの体系が尾を引きずっているために、なかなか一つの体系にな
ってない。したがって、品目ごとになかなか理解しがたい。それが一つは消費者の不信にもつなが
っているし、実態としてそれがどういう形で機能し、だれがどれぐらい得をしてるのか、そういうこと
がよく分からない。農民の方もそれによって、無い場合に比べてどれだけ利益を得られているの
か、還元されているのか、そういうことも不透明である。そういう意味では、やはり透明性を確保し
た何らかのシステムの展開ということを行わなくちゃいけない。その意味で、ぜひとも各論に入った
ときには価格支持制度の全面的な見直しということを緊急課題として取り上げていただければと
いうふうに思っております。  

○部会長 せっかく会長に御出席いただいておりますが、今までの御議論を全部要約して瞬時に
お伝えする能力が私に無いものですから申しわけございませんが、御発言いただければありがた
いと思いますが。  

○会長 別に賛成でも反対でもないんですが、昨日と一昨日、岩手県の室根村というところに行っ
ておりました。室根村といいましても、普通、ぱっと思いつかないと思いますが、一関市から宮城県
の方に向かってさらにおりてまいりまして、気仙沼市と山一つ隔てた田舎です。御承知と思います
が、「森は海の恋人」という言葉はまさに気仙沼市のカキづくりの方から出てきた言葉で、今までそ
この方々も、海がカキを育てるとばっかり思っていたのが、実は森からやってくる水が、その栄養
分がカキを育てているので、そのような川のないところは、海だけあっても魚とか貝が育たないと。
広島も太田川という川が養分を運んできているんだというお話であって、今、海の方々が室根村
に木を植えに来ているわけですね。大人もそうですが、同時に子供、小学校、中学校、高校生も今
盛んに植樹運動をしております。  

 この室根村が大変に美しい村でございまして、もう1,200年の歴史がございます。熊野神社の分
社としての室根神社というのがありまして、室根村の大祭が閏年の翌年の９月にございます。その
ときは近隣から、気仙沼市の人々もみんな集まってきまして、そこで大きな祭りですね。山の上か
ら神を急斜面の坂を下って下へおろすわけなんですが、そのような祭りで知られてる大変に美し
いところで、米が主な生産なんですが、同時にリンドウですね。普通、リンドウって紫ですが、赤の
珍しいリンドウもつくっておりますし、鳥居の生産が非常に活発でございますし、リンゴもつくってお
ります。よそからそこに就農したいということで、ここのところ、毎年２人ないし３人の人が入ってき
てるわけですね。それは、実はもうかるということじゃないんですね。村全体が大変に美しくて、20
集落があるんですが、20の集落それぞれが物すごく活気があって、特に女性が目を輝かして自分
たちの村をつくってるわけですね。  

 でありまして、聞いてみましたら、耕作放棄地もないわけじゃないというお話でしたが、どこの土
地も何かの形で利用されているんですね。その明るさと元気のよさ、特に女性の元気のよさです
ね。自己充足的な生き方をしてるわけです。つまり、もうかる生き方じゃなくて、もうこれでいいとい
うことで。その中で特に経営努力をする人は、それはそれなりに村ではやってもらっている。しか
し、年をとってるとか、後継者がいなくてどうしても生産組合がなくてはやれない人は、それはそれ
なりにやってもらっている。つまり、村の中でも経営の自由というのを認めているわけですね。先ほ
ども委員がおっしゃったような市場原理ですね。どんどん伸ばせる人は伸ばすし、そうでない人は
組合でやっていくということで、大きな規制がないものですから、その点非常に自由なんですね。し
かも、今申しました海とのかかわりがあって、誇りを持って生きているわけで、あぁ故郷っていうの
はこんなところかなと。大変に美しい。普通、20集落があっても、どこかが活躍してどこかが活躍し
ていないというものが普通なんですが、20全部がそれぞれの形でフル稼働しているというのは、私
は非常に強い印象、感動を覚えました。  

 このようなところは、いわゆる収益は例え上がらなくても、これからの私たちの生き方の原点にな
るのではないか。先ほど専門委員から、定住環境型のほ場整備というお話がありましたが、ほ場
整備も８割は済んでいるんですが、まさにそういう形でのほ場整備がそこではなされているのでは
ないか。このような場所は、今はむしろ女性が活躍しているものですから、よそから婿が入ってくる
ので婿村とも言われてるそうで、これは日本の農村の中でほんとに珍しいことだと思うんです。
人々が、特に女性の方々が、昔から繭があって、使われなかった繭というのは捨てられてしまうん
ですが、その繭を使って繭花という花をつくっておりまして、これが大変にきれいなんですね。装飾



品で、値段、定価があるようなないようななので、どうやって定価をつけていいかわからなくて、町
に売りに行くのが恐ろしくて困っているというお話でしたが、そのような場所が実際あるんで、こう
いうものを何とかして私たちの宝として、残すというよりはそれを維持発展させていきたいなという
感じがいたしております。  

 これは印象でございます。失礼しました。  

○専門委員 環境についてなんですが、私、これが議論されたときにはちょっと欠席しておりまし
て、その後、資料をいただいたわけですから、ちゃんとフォローしておればいいんですけど、必ずし
も十分に、どういう形でどういうふうに議論されたのか分かりません。きょうのまとめを拝見いたし
ますと、環境保全型農業の推進という形で一つの方向が出ているように思われました。ただ、環境
と農業との関係、それを答申の中に位置づけるということになりますといろんな視点があり得るの
で、極めて慎重にといいますか、考えなくてはいけないのかなというふうに思います。  

 それは、農業と環境との間の関係というのはどんな関係があり得るのかをちょっとさっきから一
人で考えてたんですけれども、一つは、先ほど話が出てきました農業が環境に対していわばアク
ティブな形で貢献しているという関係、これは都市近郊での緑地の代わりを果たすというような単
純なものから、もっと積極的なもの、いろんなものがあるんだと思いますが、さっきコスモスの話も
出てまいりましたが、そんなアクティブな関係というものがございます。  

 それから２番目には、環境保全型農業とちょっと視点が違うかもしれませんが、農業が環境に配
慮しながら言わば共存していくという関係なんでしょうか。若干背後にはネガティブな関係がある
わけですけれども、それに配慮しながら共存していく。そういう関係が２番目かなと。  

 それから３番目が、これはある意味で言い難いんですけれども、農業がはっきりと環境に対立す
るネガティブな関係というのはやっぱりあるんだろうと思うんですね。非常に単純なことを言えば、
例えば最近、インドネシアですとかああいうところでも起きたように、森林を伐採して農地をつくる。
そんなこと、現在の日本では行われないと思いますけれども、そういう形でのネガティブな関係、
あるいは、最近日本でも若干問題があった、湾を埋め立てて農地にするとかいう話がもし出てくれ
ば、やっぱりそこにはネガティブな関係があるので、そういう関係もあるということを踏まえた上で
農業と環境との関係というのは、あるいはそれについての基本的な視点というのは論じるべきだ
ろうというふうに思いましたので、意見を述べさせていただきました。  

○委員 環境保全型農業というのは、やはり今の基本法、現行基本法にはほとんどない視点だと
思いますから、今度は取り組まなければいけないだろうと思うんですけれども、私は今の環境保全
型農業って非常に広く考えれば、例えば有機農業の推進であるとか安全性の点検であるとか、そ
ういうことが国際的な動きで日本はかなり揺さぶられて、それに一生懸命対応しようとして、なかな
かそううまくいかないというような側面があると思いますので、これを考えるときに、つまり、一つ端
的な例を挙げますと、2004年までに例の臭化メチルが、国際的に温暖化対策として使わないとい
うことになっている。今、輸入米のくん蒸を船の中でやっている薬だと思いますけど、くん蒸につい
ては少し残るらしいんですが、例えば高知県なんかは、土壌消毒を2004年までに何とかしなくちゃ
いけないというので、今、県全体で非常に考えているわけですね。これもやはり国際的なそういう
流れの中で、日本がそれに対応していかなきゃいけない。もちろんこれは悪いことではないから、
それはちゃんと是認した上で対応を考えなければいけないわけです。  

 そういう中で日本型の環境保全型農業のあり方、これは私は、やはり日本のような狭い土地で、
しかも高温多湿で非常に農業生産が難しい国では、乾燥型の土地とは同じ基準ではいかないん
じゃないかという気がしているんですけど、そこを何か日本型のやり方で、しかもあんまり国際的
に文句を言われないような形のものが、これから考えられていかなければいけないのではないか
なというふうに思います。  

 ちょっとここに書いてありますけど、リサイクルの視点、一つはコンポストだと思いますが、やはり
コンポストも、何かうまく自治体なんかがやっていけるようなバックアップ体制みたいなものをつくっ



ていかなければならないかなというふうに思っています。  

○委員 環境問題ですけれども、環境保全型農業の問題は、新しい農業基本法をおつくりになる
上での初めてのケースですし、今後ますますこの問題は恐らく世界的な地球規模での問題にもな
るわけですので、ぜひ盛り込んでいただきたいというふうにまず思います。  

 私どもの農業関係を担当しております専門の研究員などからの情報によりますと、現状におい
ては環境問題というのを本当に考えている農家の方々は、なかなかそれだけのゆとりがないと。
そういう意味では、農業に対する情熱を持っているような農家の方のみが取り組んでいるというの
が現状ではないかというふうに伺っておるわけであります。そういう意味では、やはりコストのかか
る例えば堆肥センター計画なんていうのは、アイデアはよろしいんですけれども、なかなかうまく進
んでいないというふうなことを仄聞しているわけであります。そんなことを踏まえて考えた場合、先
ほど来、株式会社の問題など大分厳しい御批判の声もあったわけなんですけれども、確かに法人
の経営というものは経営効率の方にウエイトがかかりまして、自然生態系との調和を無視すると
いうふうな動きはとかく起こりがちではないかと思うんですね。  

 そういう点から考えますと、法人ないしは農業生産法人というふうなもの、さらには場合によった
ら株式会社というふうなものの経営ですね。その条件として環境保全型農業というものをかなり厳
しく義務づけるような、そんなことがあってもいいのではないかなと思います。環境問題といいまし
ても、それぞれの個別の家族農業などの中で実際上これが実行できるような問題ではございませ
んので、対象を絞ってそういう問題を義務づけるということも一案ではなかろうかと思います。  

○専門委員 手短に申し上げます。環境の問題でございますけど、２点だけでございます。  

 １つは、もう既に今何人かの方がおっしゃいましたんですけれども、結局、長期的に経営を維持
できるというような展望を持っているかどうかということが、環境保全型の農業に情熱を傾けること
ができるかどうかということの分かれ目になるというふうに思います。もう数年で止めるということ
が見込まれたときには、なかなか子供の世代、孫の世代というところまでは思いが及ばないという
ことがあるかと思います。やはり環境保全型の農業をリードするのも、しっかりした知識なりを持っ
た、ある程度のサイズと言っていいのか分かりませんけれども、ベースを持った経営者が中心に
なるというふうに思っております。  

 もう１つは、環境の問題でヨーロッパなんかでも、例えば家畜の飼養密度を１ha当たり何頭以下
とかいうような形のものがあるわけでございますけれども、私はあの方式にはやや疑問を持って
おりまして、環境と農業の関係というのは非常に地域性があるということがございます。  

 したがいまして、特に日本のように地形なり南北に長いということで非常に条件が違うわけでご
ざいますので、厳しい環境の規制が私は必要だと思いますけれども、それは全国レベルで画一化
するというよりも、むしろローカルなところできちんとその地域の条件に合った形の基準なりあるい
は枠組みを設けることが必要で、農業改良普及センターというようなことでございますけれども、ロ
ーカルなところできちんと施策を咀嚼することができるような組織というのが実は非常に重要だと
いうふうに思っております。  

○専門委員 環境を取り上げるということ自体に反対するわけじゃありませんけれども、これは非
常に他の論点と対立する問題でもあるという認識が必要ではないかということを申し上げたいと思
います。すなわち環境にやさしい農業というのは、やはり今の技術ですと生産性を落とさざるを得
ない。本来的には環境にやさしくて、なおかつ生産性を落とさない技術を開発することが環境問題
の本当は解決の方法なんですが、現在の技術でもって環境にやさしい農業を営もうとすれば、こ
れは生産性を落とさざるを得ません。  

 したがって、自給率も下がるということすら念頭に置いた議論が必要かと思います。そのあたり、
我々が基本法をつくっていくときに、いかに整合性を保つのかということを考えて議論するべきだと
思います。  



○委員 環境につきましては、いろいろ先生方から言われたとおりでありますが、我々が農地を守
らなきゃならぬという１点は、農地が荒廃をしていくと、一番大事な表土がどんどん失われていく。
一番問題は年間の表土の流出ということで、いろいろな調査でかなり大きい問題になっておるよう
であります。そういう意味で、やっぱり農地の保全ということが極めて重要になってくるという１点。 

 さらに水でありますね、貯水機能。前の資料によりますと、水田で44億トン、畑で９億トンというふ
うになっておるわけでありますが、私どものとこの手取ダムだけ考えましても、貯水量が２億トンで
すから、大変な大きい力を水田機能は持っておるということになるわけで、これを仮に宅地化してく
ると、３分の２までが失われる。一遍に洪水として鉄砲水が出てくるというふうに言われておりま
す。現実に、私どもの地域もいろいろ農業用水、土地開発等というような中で、市街地に鉄砲水が
出てきて困るというのが言われております。そういう中で今やっておるのは、県営かん排事業なり
水環境整備事業なり緊急防災事業という中で、水田地帯、平野地帯の行政、団体が一緒になって
溢水対策をやっておるわけであります。  

 そういうようなことも考えたり、あるいは砂漠化の問題もこの間テレビでやっておりましたけれど
も、世界で年に九州、四国の分が砂漠化されている。この砂漠化の現象も、先生方ですから私は
喋々言いませんけれども、こういうことも含めると、環境問題というのはやはり21世紀には、生産
性も落ちますが、森の緑はやっぱり腐葉土をつくる、腐葉土の中に微生物が生きてくる、現生態系
を守る、水を浄化する、いろいろな環境といいますか輪廻の関係があると思うんです。ここら辺を
きちんと位置づけして、今後、農業政策の中にも未来に展望の持てる農業を構築していくべきだと
いうふうに思っております。  

○委員 昨日、滋賀県にちょっとお邪魔してきたんですが、滋賀県は琵琶湖という大変な飲み水
の水がめを持っているから、我々が日本の環境保全型農業の最先進県だとおっしゃっていまし
た。これは見習うところがあるんじゃないか。できるよというお話がありました。  

 それと、今専門委員が、生産性を落とすと。私は必ずしもそうじゃないと思います。私のおやじは
死ぬときに、おまえ、「米をつくり牛を飼え」ということを忘れるなよと。先人が我が日本列島の定住
再生産という文化の中で築き上げた文化、要するに複合なんですね。我々は草地造成をして牛を
飼ったら100頭しか飼えなかった。地域の農家と堆肥と稲わらを交換することで200頭飼えるように
なって、非常に合理化したということがありますので、一概にそうでもない。先人の知恵もあるとい
うことをぜひ申し上げておきたい。  

○部会長 ありがとうございました。  

 なかなか論議も尽きませんが、ちょうど予定された時間が参りましたので、本日の議論、このあ
たりで終了させていただきたいと思います。  

 なお、ただいまあるいはこれから、よく考えてみたらこういうことを言っておくべきだったなというよ
うなことがございましたら、書面でぜひお出しをいただきたいと思います。  

   

４．閉会  

   

○部会長 冒頭申し上げましたように、今後の議論は合同部会の場の方に移ってまいりますが、
次回の日程は11月の７日ということになっております。改めて事務局から案内がありますので、よ
ろしくお願いをいたしたいと思います。  

 なお、次回の合同部会におきましては、これまでの部会における議論を踏まえまして、私外合計
３人の部会長から簡単にその後の報告をやった上で御議論をいただくというような段取りになるよ



うでございます。  

 それでは、どうもありがとうございました。本日はこれで閉会いたします。  


