
食料・農業・農村基本問題調査会第８回農業部会議事録 

  

平成１０年６月５日（金） 

農林水産省第二特別会議室 

  

目  次 

１．開  会 

２．資料説明 

３．質  疑 

４．閉  会 

  

１．開 会  

○部会長 では、時間が参りましたので、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８回の会合を始めさせていただきます。  
 なお、本日は二委員が所用により欠席となっております。  
 また、本日は会長と会長代理のお二方にも御出席をいただいております。  
 本日の部会は一応５時までを予定をいたしております。  
 二委員から、今、御所用があるので若干早く途中退席をせざるを得ないというお話がご
ざいましたので、御発言は少し優先的に前へ繰り上げてやっていただくこともあり得べし
ということでお許しを願いたいと思います。  
 本日は前回の部会で打ち合わせましたとおり、構造政策の問題について議論を行いたい
と存じます。  
 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をしていただいて
おりますので、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考
えております。  
 それでは、説明をお願いいたします。  

   

２．資料説明  

○事務局 それでは、資料の説明をさせていただきます。  
 お手元に横長の紙で資料ナンバー４に「農業構造政策について」ということになってお
りますが、これにつきまして、まず目次をお開きいただきたいと思いますが、本日の資料
は一番目に「農業構造の見通し」ということで、労働力ですとか農地の関係、これの将来
推計というのを出しております。こうした見通しを踏まえまして、２番目に「農業構造政
策の基本的な考え方」を、具体的な政策関係ということで、３番から５番までですが、
「新規就農者の確保」の関係、「農業経営の発展のための条件整備」の関係、それから
「農地の確保と利用」の関係、こういうことで本日の資料は整理いたしております。  



 それでは、まず１ページ目でございますが、見通しの関係でございます。１ページ目は
「農業構造の見通し」の中で、「農業労働力に関する推計」ということでつけておりま
す。平成22年、すなわち2010年までの農業労働力の状況の推計ということでつけておりま
すが、全体として見ますと、農業従事者の関係、減少と高齢化が一層進展するという見込
みになっております。具体的には右の方に表の形で整理をいたしておりますが、平成22
年、「基幹的農業従事者」、この具体的な定義につきましては下の注の２番につけており
ますけれども、「農業に主として従事する者のうち、普段仕事を主とする者」ということ
でございますけれども、平成７年の256万人が42％減りまして147万人ということで、平成
７年と比べますと６割を切るような水準になるということでございます。この中で65歳以
上と65歳未満ということでその下につけておりますが、ほぼ半々の格好で65歳ということ
で分岐する、すなわち74万人ずつになるという見通しになるということでございます。し
たがいまして、基幹的農業従事者のうち、65歳以上の方が占める割合、平成７年時点にお
きましては40％でございますが、これが平成22年、15年後には50％ということで半分を占
めるようになるという見通しでございます。  
 次に２ページをお開きいただきますが、２ページには「農家戸数及び経営規模に関する
推計」ということでお示しをいたしております。左の方の文章に触れておりますけれど
も、概括申し上げますと、３行目からでございますが、農家の中におきましては、経営体
としての農家と資産保有的、あるいは生き甲斐的な農家、これの分化が一層進展するとい
う推計になるということでございます。また、経営規模の拡大の関係でございますが、北
海道におきましてはさらに進展する見込みでございますけれども、都府県においてはその
テンポは遅いのではないかということでございます。  
 具体的な数字でございますけれども、右の表をごらんいただきますと、平成７年と平成
22年の欄でございますが、総農家数、平成７年の344万4,000戸から平成22年には246万戸と
いうことで、約３割の農家総数の減少という見込みになるということでございます。ま
た、この中で専従者がいない農家、これが227万から168万ということで若干減少いたしま
すけれども、この割合が高まっていくということでございます。その下に規模別の農家数
ということで、北海道と都府県と分けて推計を行っておりますが、まず北海道の場合、大
規模農家ということでは30ha以上ということで推計をしているわけでございますけれど
も、現状、平成７年の１万戸から平成22年、１万1,000戸ということで若干増加がある。こ
の30ha以上層の占めます農地面積をトータルで見ていきますと、その下にありますよう
に、現在、49％から63％へと大規模層が占めます農地面積のシェアが10数ポイント上がる
という見通しがなされるということでございます。  
 一方、都府県の方も大規模層、これを都府県の場合は５ha以上ということで取っており
ますけれども、大規模農家層は若干増加をするわけでございますが、この大規模農家層で
占めます農地面積のシェアは現在の10％から15％程度ということで、５ポイント程度の上
昇にすぎない。相変わらず小規模の、0.5ha未満の農家によります農地面積のシェアが10
数％を占めている段階にあるということでございます。また、中山間地域におきまして
は、この小規模の農家が占めます農地面積の割合は22％ということで、現状とほとんど変
わらないという見込みだということでございます。  
 次に３ページ目でございますが、農地の関係の推計ということでつけております。左の
方に触れておりますけれども、農地関係の面積は増加要因ということでは農用地の造成、
また減少の要因ということでは農地から他用途への転用と耕作放棄ということになるわけ
でございます。２つ目のパラグラフにありますように、農用地造成という増加要因、これ
は今後大規模な農用地造成等が行われないということで、増加という面での要因としては
ほとんど見込まれないということではないかということでございます。減少要因の１つで
あります農地の他用途への転用の関係でございますけれども、昨今の経済の成熟化と申し
ますか、他用途需要ということがだんだん下がってきているということで、他用途の転用
も現状から行きますと少しずつ減っていくのではないかということで、今後15年間の間に
は総計で約29万ha程度、これが他用途への転用ということで見込めるのではないかという
ことでございます。  
 その下に耕作放棄関係の見込みでございますが、ケースⅠ、ケースⅡということでお示
ししております。ケースⅠは過去のトレンドからこれまでの耕作放棄の状況、これが今後
15年間も発生が継続すると見込みますと、これからの15年間におきまして33万haの耕作放
棄が発生するのではないか。また、全耕作放棄地の約５割は中山間地域において発生する



のではないかという数字になるということでございます。また、ケースⅡの場合は、先ほ
どお示しいたしました農家戸数の増減ですとか経営規模別の今後の見通し、こういったこ
とから残りました農業経営におきまして利用される農地面積、これをもとに推計していく
ということになりますと、耕作放棄地が79万ha出るのではないかという数字が出てくると
いうことでございます。また、このうちの約５割であります41万haは中山間地域の農地と
いうふうになるのではないかということでございまして、そうなりました場合、中山間地
域の農地の２割が耕作放棄地となる可能性があるということでございます。  
 具体的な数字ということで右の方に表をいろいろつけておりますが、一番上に転用面積
の推計の根拠となります耕作放棄面積の推計並びにこれまでの実績をつけておりますが、
ケースⅠの場合をごらんいただきますと、真ん中の方でございますが、平成７年に504万ha
という農地面積があるわけでございますが、先ほど申し上げました今後15年間の転用面積
のトレンド、これが29万ha、それから右の方に書いておりますが、今後15年間の耕作放棄
面積のトレンド33万ha、これを引きますと、平成22年における農地面積は442万ha、こうい
う数字があり得るということがケースⅠでございます。  
 一方、ケースⅡの出し方でございますが、その下に書いておりますように、平成７年農
家戸数344万戸で農業経営に利用されました農地面積、これが504万haでございますが、平
成22年、先ほど出ましたように246万戸ということになりまして、これは階層分化の最近の
トレンド等を変動率ということに取りまして推計してまいりますと、平成22年度、この246
万戸において経営される農地面積が396万haになるという見通しになるということでござい
まして、そうなりますと、現在の504万haのうち、利用されるのが396万ha、転用されるの
が先ほどと同じ29万haでございますが、504万haから396と29を引いた残りの79万ha、これ
が耕作放棄される可能性がある面積ではないかということで出したというものでございま
す。  
 以上が今後の農地関係、あるいは人の関係の見通しということで私どもで試算したもの
をお示ししたわけでございますが、いわばこれまでのトレンド通りということになってい
ますと以上のような数字が出てくるという前提で、こうしたことに対応するために今後の
構造政策の基本的な考え方をどうするかということを４ページ目に１枚ということでまと
めているわけでございます。  
 左の冒頭に触れておりますけれども、今後の農業構造が以上のような見通しのとおりに
推移したという場合に、アンダーラインで引っ張っておりますように、国内におきます食
料供給量が減退いたしますし、国土・自然環境の保全ですとかアメニティーの保持といっ
た多面的な機能の維持も困難化することが懸念されるのではないか。したがいまして、今
後の農業構造政策の展開に当たりましての基本的な考え方ということで、その下に①から
④までお示ししておりますが、まず１番目は国内の食料生産の担い手を農業の経営者とし
て確保するとともに、その経営の発展を図ることが大事ではないか。２番目には食料の安
定供給等に必要な農地を良好な状態で確保することが必要ではないかということ、３番目
は先ほどの多面的な機能が維持されるよう、農業生産の継続と農地の有効利用、これを確
保することが重要であるということのほか、先ほど中山間地域等に耕作放棄地がより発生
する度合いが高まるということを申し上げましたけれども、農業生産活動の維持等にも資
するようその主体の確保を考慮することが必要ではないかということを触れているわけで
ございます。こうしたことによりまして、安定的な形態が相当部分を占めます望ましい農
業構造が実現することによりまして、国民食料の安定供給と農業の多面的な機能な発揮、
これが確保され、またこのことを目指す必要があるのではないかということでございま
す。  
 その流れの関係を右の方に理念及び体系ということでフローチャート的にお示しいたし
ておりますが、具体的な政策の方向ということでは、このフローチャートのほぼ下の方に
大きくは３つの方向、すなわち新規就農者の確保、農業経営の発展のための条件整備、農
地の確保と利用、こういったことで整理をしたいということでございます。  
 ５ページ目からが具体的な施策の方向の関係でございますが、まず１番目は「新規就農
者の確保」の関係でございます。左上の方に触れておりますけれども、今後の持続的な農
業生産を確保していくためには、今後とも次代の農業生産を担う若い担い手が継続的に就
農するような状況を確保していく必要があるのではないかということでございます。新規
就農者の数、平成に入りまして若干増加している面もございますが、今後は農業に意欲が
ある方々については農家の子弟ということだけにこだわるのではなく、農業外からの就農



も促進する必要があるのではないかということでございます。  
 ただ、若い担い手の方々の就農という点につきましては、技術面、あるいは資金面等で
いろいろな負担ですとかリスクがあるということで、そうした負担を軽減する対策を講ず
る必要があるのではないかということと、もう一つは就農ルートを多様化していくことも
重要ではないかということでございます。これまで新規就農対策ということではこうした
新規就農者のあい路の解消ということで、農業大学校によります技術等の習得ですとか、
就農支援資金制度等の資金的な手当て、あるいは農地保有合理化事業等によります農地の
確保の支援、こういったものを行ってきたわけでございますが、さらに以下のような検討
が必要ではないかということで２つ挙げているわけでございます。  
 １点目は「就農時の負担の軽減」ということでございまして、農地ですとか機械施設と
いったいわばハード関係の大がかりな資産関係、こういったことにつきましてのリース事
業等の充実、これにつきまして具体的な方策を考える必要があるのではないかというのが
１点目でございます。また、融資の関係では新規就農者の方々は担保物件が十分ではない
ということですとか、保証人が得られないというふうなことで十分な融資を得られないと
いう面があるわけでございますので、そうした融資の面で新規就農者の方々が受けやすい
ような方途、こういったことが考えられないかということでございます。  
 それから、２番目の就農ルートの多様化の関係は６ページ目に触れておりますが、まず
法人などの雇用者として参入していただくということを促進すべきではないかということ
でございます。新規就農者の方々が農業法人等に一たん雇用されまして就農されますと、
技術面、あるいは資金面等でのリスクが軽減されるというふうなことで、ある意味におき
ましては、新規就農の拡大する機能ということがあるのではないかということで、農業法
人ですとか公社といった第三セクター、あるいは酪農等に見られますヘルパー組織、こう
いった組織への参入、あるいはその後の経営開始のための条件整備、こういったことにつ
いて具体策を練っていく必要があるのではないかということと、その下に②ということで
触れておりますが、農業大学校、あるいは普及センターの役割の見直し、それから指導農
業士の方が生産現場において担っております実践研修の充実強化、こういったこと等によ
りまして、新規就農者の方々のいろいろな面でのあい路を少しずつ狭めていく必要がある
のではないかということでございます。  
 ７ページ目からは大きな具体策の２番目であります農業経営の発展のための条件整備と
いうことで触れております。現在の農業基本法の制定以降、経営規模の拡大ですとか資本
装備の高度化ということでいろいろな施策を講じてきております。その結果、畜産・施設
園芸といった施設型の部門ですとか、北海道等におきましてはそれなりに規模拡大等は進
んでおりますけれども、都府県の土地利用型農業等につきましては、依然として零細な経
営が大宗を占める構造となっている。その中におきまして、農業を職業として選択し得る
魅力あるものとしていくために、農業の担い手がその経営を発展させていくために、いわ
ばそうした経営体が生産の相当分を担うような構造をつくっていくことが重要ではないか
ということで、これまでも農地の流動化ですとか法人化の推進、あるいは施策の重点化、
集中化、こういったことを行ってきたわけでございますけれども、その一層の推進を図る
必要があるのではないかということでございます。  
 具体的には６つの課題を挙げておりまして、まず１番目は農地の流動化によります経営
規模の拡大の関係でございます。規模が大きく生産性が高い経営体がその相当部分を占め
ます構造に改善していくという点におきましては、農地の流動化によります経営規模の拡
大、農地の集団化、こういったことが必要なわけでございますが、特にいわゆる昭和一桁
時代の方々がリタイヤされる時期が近づいているというふうなことで、こうした時期を農
地の流動化を加速化する契機ということでとらえなければいけないのではないか。そのこ
とによりまして、農業構造の改善を現実のものにする必要があるのではないかということ
でございます。  
 そのための具体的なやり方ということで８ページ目に何点か触れておりますけれども、
まず１点目に「農地の権利移動の方向付けの強化」ということで触れております。現在、
農業委員会によります斡旋ですとか掘り起こし活動、あるいは農地保有合理化法人により
ます農地保有合理化事業等々があるわけでございますけれども、農地の権利移動の斡旋か
ら権利移動の方向付けに至ります農地流動化の推進体制の強化のあり方、これにつきまし
ていろいろと考えていく必要があるのではないかというのが１点目でございます。それか
ら、公共事業で行っておりますほ場整備事業、これの実施を農地の利用集積と結びつける



ように、ほ場整備事業の実施の中身につきまして具体的にいろいろと改善していく必要が
あるのではないかというのが２点目でございます。３点目は構造政策推進上の政策的な年
金ということで現在農業者年金制度があるわけでございますけれども、加入者のリタイヤ
後の生活の安定と経営委譲によります農業構造の改善がより的確に図られるような制度の
見直しを行っていく必要があるのではないかということでございます。  
 ②はそうした農地の権利移動ということによらない農作業の受委託の促進ということに
よりまして、実質的な経営規模の拡大を行う必要があるのではないかということでござい
まして、その具体的な方策につきまして今後検討を深めていく必要があるのではないかと
いうことでございます。  
 ９ページ目は２点目といたしまして、「法人化の推進と農業生産法人制度の見直し」と
いうことで触れているわけでございます。今後、農業経営の発展を図るということで、経
営管理能力の向上ということが再三にわたりまして指摘されているわけでございますけれ
ども、そういったことの中におきまして、経営の多角化ですとか労働条件の明確化とその
向上を図るということが重要な課題になっているということで、こうした課題にこたえて
いくためにも法人化を進めることが有効ではないかということでございます。また、こう
した法人化の進行は、法人化の進展自体が農村地域におきます新たな雇用機会を創出する
でしょうし、また農村地域の活性化にもつながるのではないかというふうなことで、以上
のような観点から現在の農業生産法人制度の見直しの検討が必要ではないかということで
ございます。  
 具体的には何点か挙げておりますが、まず１点目は現在の農業生産法人制度の事業要件
の見直しの関係でございます。現在、農業生産法人につきましては、農業及び関連事業と
いうことでその事業要件が限定されているわけでございますが、これから経営の多角化を
通じまして、経営の発展ですとか雇用労働力を周年確保していくという問題ですとか、さ
らには経営自体の安定を図っていくというふうなことで、この事業要件自体を見直す必要
があるのではないかというのが１点目でございます。  
 ２点目は構成員の要件でございます。現在は農地の提供者ですとか法人の常時従事者と
いう農業関係者を基本といたしまして、いわゆる農業関係者以外の方の構成員は総議決権
の４分の１以下ということに限定されているわけでございます。これにつきまして、資
本、技術・経営ノウハウの充実というような観点から、農地の提供者等以外の方々を構成
員として追加し得るかどうか、こうした要件の見直しを行う必要があるのではないかとい
うことでございます。  
 ３点目は業務執行役員の要件の関係でございますけれども、10ページ目でございます。
現在、業務執行役員、役員の過半数は主として農作業に常時従事しなければならないとい
うふうになっているわけでございますが、いろいろと経営として多角化、あるいは高度化
してまいりますと、農業経営自体の企画管理業務的な比重が高まっていくであろうという
ふうなことで、マーケティングですとか資金調達等の業務に従事する役員、こうした方々
を増加し得るような要件ということが考えられないかどうかということでございます。  
 なお、株式会社の農地権利取得問題につきましては左下に触れておりますけれども、将
来の農業構造の見通しも踏まえながら、農業生産法人制度の見直しの議論の中で、農地の
投機的取得の防止等にも留意しながら、今後検討を深めていただいてはどうかということ
でございます。  
 次に11ページ目に３番目といたしまして、「施策の重点化・集中化」ということで触れ
ております。農業経営の発展を図るという観点から行きますと、農業施策の推進に当たり
ましても、その対象を特定し、施策の集中を図っていくということが必要ではないかとい
うことでございます。ただ、他方におきましては、現実の農業経営の担い手という姿を見
ていきますと、極めて多様であるということでございますし、また地域ですとか地域の実
態等に応じまして、経営発展の道筋も、発展の姿も一様ではないということが言えるので
はないかと思います。そういったことから、現在、都道府県ですとか市町村の実態に応じ
まして、それぞれの地域の実態に見合った農業経営を育成するということから認定農業者
制度があるわけでございますので、この認定農業者制度の一層の推進を図るという観点か
ら、以下のような検討を行ってはどうかということでございます。  
 まず、認定農業者に対します支援策の拡充ということでございますが、望ましい経営体
の育成、構造改革を加速するという観点から、認定農業者に対します支援策の拡充を図っ
ていく必要があるのではないか。また、その下に②ということで触れておりますが、地域



における営農展開という考え方で行きますと、土地利用、あるいは水の利用の面におきま
して、どうしても集落ぐるみでの合意に基づく取り組みが重要であるということで、認定
農業者と耕作の委託等を行います小規模の農家、こういった方々がそれぞれ役割分担をし
ながら地域全体として認定農業者の方々の育成、あるいは経営発展を支援していくという
体制を構築する必要があるのではないかということで、そのための具体的な方策を検討す
る必要があるのではないかということでございます。  
 ４番目は12ページ目に、「多様な生産活動の担い手の確保」ということで触れておりま
す。昨今、農作業の受託を専門に行いますサービス事業体ですとか、酪農等に見られます
ヘルパー組織、あるいは市町村等が出資いたしました第三セクターというふうなことで、
多様な形で生産の担い手が出現しているということでございますが、こうした多様な担い
手の位置づけを明確にするというふうなことで、以下のような検討が必要ではないかとい
うことでございます。  
 まず１点目はサービス事業体、あるいはヘルパーの組織でございますけれども、こうし
た組織は高度化する農業経営の作業の外部化の受け皿、アウトソーシングと申しますか、
そういったことでゆとりある農業経営の実現のための支援組織としての必要性が高まって
いるのではないか。そういう観点から、こうしたサービス事業体ですとかヘルパー組織に
対します支援策の拡充方策、これにつきましてさらに具体化を図っていく必要があるので
はないかというのが１点目でございます。２点目は集落営農の関係でございますが、先ほ
どもちょっと出てまいりましたけれども、地域におきます営農管理という点から行きまし
て、集落単位での農地を面として確保しながら、小規模、あるいは兼業、高齢農家、こう
いったいろいろな担い手の方々を組み合わせながら、あるいは補完しながら一体として営
農を継続するような体制を構築することも重要ではないかということから、集落単位の営
農システム、これを法人化するなど、営農システムの発展と安定化を促進する具体的な方
策を検討する必要があるのではないかということでございます。  
 13ページ目に、３番目に「市町村、農協等が参画した農業生産活動の維持等の取り組
み」ということで触れておりますが、特に担い手が不足している地域等におきまして、市
町村、あるいは農協等が参画し、農地等の管理耕作ですとか、農業生産活動の維持を図る
という取り組みが見られているということで、こうした面におきます取り組みをより積極
的に助長していくということで、先ほど出てまいりましたけれども、農業生産法人の構成
員に市町村を加えるというふうなことで、農業生産法人制度の見直しとも関連させました
具体的な方策、こういったことを検討していく必要があるのではないかということでござ
います。  
 ５番目は14ページ目でございますが、「女性の地位の明確化と向上」ということで触れ
ております。就業人口のうち６割は女性ということでございますし、地域社会の活性化に
おいても女性の方々が果たしておられます役割は大きい。ただ、他方、仕事だけではな
く、家事、育児ということで労働過重の問題でございますとか、就業条件の不明確さの問
題、さらには農業経営上の位置づけの低さの問題、いろいろあるということで、基本的に
は農業の担い手として女性の地位の明確化と向上を図っていく環境を整えるべきではない
か。また、地域の方針決定の場への参画の拡大、こういったことを図っていく必要がある
のではないかということでございます。  
 具体的には女性の感性や特性を生かした取り組みの支援ということで、農業経営の多角
化に資するような農産物加工・販売ですとか都市との交流の面、こういった農村女性の取
り組みを一層促進するような仕組みですとか、２番目に家族経営協定の締結の促進という
ことで、そうした女性の役割、あるいは地位の明確化のために、家族協定につきまして、
その締結を一層促進するような具体的な方策を考えていく必要があるのではないかという
ことでございます。３番目は女性の能力発揮への支援ということでございまして、女性の
方々の能力のさらなる発揮のために、農業技術ですとか経営管理に関します知識ですとか
技術の習得、こういった資質向上のための具体的な施策ですとか、労働過重の面というこ
とでの負担軽減の具体的な方策、こういったことを考える必要があるのではないかという
ことでございます。また、４番目に、15ページ目でございますが、地域の方針決定過程へ
の女性の参画の促進ということでございまして、農業団体の役員等への登用促進ですと
か、地域の方針決定過程の女性の参画、こういったことをより進めるための具体的施策と
いうことでいろいろ考えていかなければいけないのではないかということでございます。 
 ６番目が高齢者の方々の問題でございます。高齢者の方々も地域社会全体が高齢化した



り、あるいは担い手が減少していく中におきまして、それぞれ有しておられます技術です
とか能力、こういったことの活用がより一層求められていくのではないかということで、
①に触れておりますけれども、農業生産面におきます技術や能力の活用ということで、い
ろいろと具体的な方策を考えていく必要があるのではないかということですとか、地域社
会におきまして、農業技術の伝承、あるいは都市住民への理解促進の対応、こういった面
におきます高齢者の方々の能力等の活用が考えられないかということでございます。  
 16ページ目からは大きい５番目ということで、「農地の確保と利用」の関係ということ
で触れております。優良農地の確保ということは、農業生産におきまして最も基礎的な資
源ということで重要なわけでございますし、同時に農地を効率的に利用してもらわなけれ
ばいけないということでございます。  
 まず１点目は優良農地の確保ということでございますけれども、農地自体、一たんかい
廃いたしますとその復元が困難であるということですとか、農業生産という面から見ます
と、生産力の高い農地が面的にはまとまった形で確保されている必要があるということ
で、これまでも農地法及び農振法によりましていろいろな規制を行ってきているわけでご
ざいますが、さらに以下のような検討が必要ではないかということで数点触れておりま
す。  
 まず１点目は農地の確保の方針の明示ということでございます。現在の政策におきまし
て、国全体として必要な農地総量を確保する、こういった視点が欠けているのではないか
ということで、国民に対しまして食料を安定的に供給するという観点から、その下にア、
イということで触れておりますが、必要な農地総量の明示でございますとか、優良農地の
確保の方針の明示、こういったことを明らかにしていく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17ページ目でございますが、こうした「優良農地確保のための取り組みの強
化」ということでございますが、生産力の高い優良農地をまとまった形で今後とも確保し
ていくということのために、農地はまたいろいろとほ場整備事業ですとか相当規模の公共
投資も行われているということでの公共性の高い財であるということで、農業上の土地利
用と農業外の土地利用の調整、こういったことも適切に行う必要があるわけでございます
が、こういった中におきまして、制度の透明性を高めるというふうなことが必要ではない
かということでございます。具体的には農地の転用の関係の許可基準につきましては、こ
としの通常国会におきまして法定化が行われまして、制度の透明性を高めるということが
行われたわけでございますが、農業振興地域制度におきましても、農用地区域の除外要
件、こういったことにつきまして、制度の透明性を高めるため、具体的な方策につきまし
て検討していく必要があるのではないかということでございます。  
 ２番目は18ページ目に触れておりますが、「農地の有効利用」という関係でございま
す。農業従事者の減少ですとか高齢化ということによりまして、農地自体の遊休化、ある
いは冒頭お示しいたしましたような格好での耕作放棄化というケースが増加しているとい
うことでございます。これからは経営規模の拡大によりまして農業経営の活用を通じまし
て生産力を維持されるようにするということを基本にし、利用を促進する必要があるので
はないかということでございますが、同時に農業者以外の国民の方々から農地を農業的に
利用したいという要請も高まっているということを踏まえますと、農地の多面的な利用、
こういったことも視野に入れた対応を検討する必要があるのではないかということでござ
います。  
 具体的には、まず１番目に未利用地、あるいは耕作放棄地等の利用の方向の明確化とい
うことでございますが、現在、経営基盤強化促進法に基づきます市町村の基本構想がある
わけでございますけれども、こういった基本構想の中に耕作放棄地対策、こういったこと
を明記していただくとか、あるいは耕作放棄地なり未利用地につきまして、農地利用の方
向をどういうふうにやるかということを、それぞれの地域の実情に即して方向づけられる
ような仕組み、こういったことが考えられないかということでございます。  
 それから、農業経営の利活用の促進ということで、遊休農地に関します措置、具体的に
は右の方、表の中で示してありますが、農地の遊休化を防止するために、各市町村ごとの
農業委員会の農地の権利者に対します利用増進の指導ですとか、あるいは市町村長に対し
まして利用増進の勧告の要請の関係ということで規定されているわけでございますけれど
も、こうした農地の有効利用に関します手続関係での具体的な改善策、あるいは推進方
策、こういったことにつきまして検討できないかということでございます。  



 ３点目は農地の多面的利用の促進という観点でございますけれども、先ほどちょっと触
れておりますけれども、一般国民の方々からもいろいろと農地の農業的な利用というふう
なことでのいろいろな要望等も出てきているということでございますが、こうした問題に
つきましては地域の主体的な判断によりまして農地が農業生産力の維持が確保されるとい
う形で市民農園ですとか学童農園、こういったことに積極的に活用されることも促進する
必要があるのではないかということでございまして、具体的には市民農園としての普及と
いうふうなことで、その開設・整備の充実方策ですとか、昨今は医療上のセラピーと申し
ますか、そういった事業目的への活用ということも言われているということで、そうした
ものへの具体的方策が考えられないか。さらには、耕作条件が不利な中山間地域等におき
まして、クラインガルテンというふうなことでの整備促進、こういったことは考えられな
いかというふうなことでございまして、こうした方策を講ずることによりまして、全体的
に農地の確保、あるいは有効利用を進めていってはどうかというふうなことでございま
す。  
 以上、ちょっとはしょったところもありますけれども、本日の構造政策関係ということ
で、担い手、あるいは農地の利用関係ということで事務局として整理した資料でございま
す。  

○部会長 ありがとうございました。  
 それでは、ただいま御説明がありました資料をもとに議論を行ってまいりたいと思いま
すが、本日御欠席の委員から書面で意見が寄せられておりますので、お手元にもお配りを
してあると思いますが、事務局から紹介していただきたいと思います。  

○事務局 お手元に２枚紙で「農業構造政策についての意見」ということで、委員から出
ておりますけれども、かいつまんで読み上げたいと思います。  
 今回の資料全体に示されているものにつきましてはおおむね妥当と考えますが、以下意
見を申し上げます。  
 １番、農業構造の見通しの関係でございますが、状況認識はそのとおりであると考えま
す。こうした状況を招かないためにも多様な担い手を育成・確保していくことが必要であ
り、農地を農地として有効に活用し、あわせて耕作放棄地を解消していくための取り組み
が必要です。農業生産の４割を占める中山間地・島しょ部の条件不利地域における施策の
対応は留意すべきであると考えます。  
 ２番目、農業構造政策の基本的考え方についてですが、安定的な経営体については食料
の安定供給や農業の多面的な機能の発揮の確保を目指すということには異論はありません
が、現在の日本の農業は大規模専業農家中心の営農だけではなく、集落中心の営農等、地
域の多様な条件に対応した多様な担い手の形が考えられます。個別の経営体のみならず、
地域や集落を基盤とした組織等も考慮すべきであると考えます。集落営農の必要性につい
ても触れていますが、この点は重要であると考えます。こうした多様な担い手が共生でき
る仕組みを地域全体の合意形成のもとでつくり上げ、作目の選定や農地の流動化を進める
中で地域の担い手を特定していくことが基本であると考えます。  
 新規就農者の確保の関係ですが、若い担い手のみならず、多様な担い手の参加を得るた
め、就農支援策の強化を図るとともに、提案されている就農ルートの多様化についても、
農業生産人口の拡大のためにも必要であると考えます。その際、営農面での負担軽減とあ
わせ、生活面においても、例えば住宅の斡旋や当面の生活費の助成等の負担軽減措置を講
じることも必要です。  
 農地の流動化の推進について。農家への働きかけ、集落座談会などの地道な努力が必要
で、これにかかる調整主体等の負担と役割は極めて大きいものがあります。このため、行
政、ＪＡ等の農地保有合理化法人、農業委員会等のこうした調整活動への支援が極めて重
要です。特に、都市近郊においては農地の賃貸借よりも、権利が移動しない作業受委託を
志向する農家も多く、構造政策上も重要な政策として位置づけられるべきと考えます。  
 ５番目の法人化の推進と農業生産法人制度の見直しについてでございますが、農業生産
法人については、多様な担い手の一形態として位置づけていくことが必要であると考えま
す。農業生産法人制度については、基本的には現行制度の普及定着がまず先決であると考
えますが、資料で提案されている法人要件の見直しについては基本的には法人の主たる性
格や目的が農業主体の組織から逸脱しないようにすることが必要であり、農外資本に法人



が支配されないよう留意する必要があります。  
 ６番目は多様な生産活動の担い手の確保についてですが、地域には認定農業者のみなら
ず、兼業農家、高齢者などさまざまな農家があり、集落全員の合意のもとで進めていま
す。認定農業者の育成については集落や地域で認知された中核的担い手を中心に育成し、
かつ認定に際しての目標設定や経営改善指導、また認定農業者への各種メリットを明確化
することが必要です。４行ほど飛ばしまして、こうした「担い手」は地域内で認知された
担い手でなければならないと考えます。また、認定農業者以外にもさまざまな「担い手」
の形態があることを踏まえると、認定農業者への施策集中だけではなく、地域の営農スタ
イルを類型化し、それぞれのパターンに応じた「地域の担い手」への施策を重点化してい
く必要があると考えます。  
 ７番目は農地の確保と利用についてですが、農地は農業生産にとって最も基礎的な資源
であり、国民食料の安定供給のための生産基盤としても優良農地を確保し、効率的に利用
する必要があり、そのための取り組みを強化する必要があると考えます。そして、このた
めにもそれらを踏まえた国全体の農地総量水準等の明示が必要であると考えます。耕作放
棄地対策については、地域ごとに判断する方向が求められており、農地総量確保の観点か
ら公的機関による一定の関与が必要であると考えます。耕作放棄地解消については、我が
ＪＡグループにおいても農業委員会系統とともに、各段階での推進協議会の設置等、「農
地の不作付け解消・有効利用対策」に取り組むこととしており、その取り組みに対する支
援が必要であると考えます。  
 以上、ちょっと要約させてもらいました。  

   

３．質 疑  

○部会長 ありがとうございました。  
 それでは、御質問、御意見、あるいは資料要求等ございましたら、時間の許す限り御発
言をいただきたいと思います。  

○委員 まず冒頭に、５月の31日、６月１日にそれぞれの報道によりますと、まず１点目
は株式会社の農地取得の解禁というのが４段抜きのトップに出ておりました。いろいろ戦
後農政の転換なり99年度施行を目指すというふうに表現をいたしてありました。２点目
は、食料自給率について、政策目標を見送るというふうにあるわけでありまして、このこ
とについては、人口増加の問題なり異常気象の問題、あるいは環境の問題、食品の安全性
の問題、要約しますと2000年のこのウルグァイ・ラウンドの事後対策等における国際間の
問題等のニュアンスもあったようでありますけれども、今から議論をしなければならない
という重要な段階に、まず私としては極めて遺憾に思いましたので、一言だけ申しておき
ます。  
 それでは、早速本日の構造、担い手の問題、経営政策につきまして非常に明記をされて
おりますけれども、私どもの関係から若干御要望したいと思います。  
 まず、就農ルートの多様化の問題については表記をしてありますけれども、やはり農業
の担い手ということは、先ほどもいろいろお話がありますように、私はまず農業に対する
哲学と魅力がなければいけない。そして、そこに所得もやはり相伴わなければならない。
さらに、リスクの保全ということも考えた意欲ある者を担い手として幅広く確保する必要
があるだろう。そういう中にありまして、農業への就職斡旋、これは職安法との関係では
難しい面がありますが、農業の関係は例外にしていただいた方が自然でありますので、そ
ういう中でこの体制につきましては、私ども農業会議といたしましては、そういう問題を
取り扱う機能をもっと強化なり、そういう形を取り得ることができないだろうかというこ
とであります。  
 実は、先般、全国農業会議所と県の都道府県農業会議の新規就農ガイドセンター、ある
いは農業法人協会等で就農なりあるいは就職説明会を開催をし、非常に多くの皆さんが寄
ったわけであります。先般、５月30日に東京の池袋で「ファーマーフェア'98」ということ
で、この懇談会には710名ということで、非常に感心があるなということでありますので、
こういう機能をもっと具体化といいますか、制度化したらいいなというふうに思うわけで



あります。  
 次に２点目は、農業者年金制度の、８ページにもちょっとありましたけれども、農業者
年金制度につきましては、新たな構造政策並びに農業者の老後の保障の重要な柱として位
置づけをいたしております。各県組織も今約30できたようであります。順次この成熟を見
ておるようでありますが、いずれにしましても、平成12年の次期財政再計算とあわせまし
て、政策年金としてのあり方と年金財政の長期安定を図る仕組みを再整備する必要がある
のではないかというふうに思っております。あとの面は省略いたします。  
 ３点目に法人化の推進と農業生産法人の制度の見直しは、これはやはり必要であろう。
言うなればそれぞれのノウハウをもっと導入するように活性化を期待をしたいと思いま
す。特に、食品産業等につきましては流通の問題、これは特許ある者に限定ということで
ありますけれども、新政策の中にはこういう問題をもう少し広げて繰り入れていただけれ
ばなというふうに思います。そうすれば、食品産業、あるいは生協、消費者の連携も必要
になってくるというふうに認識をいたすものであります。  
 もう一つ、認定農業者に対する支援策の拡充でありますが、これも先ほど説明の中にあ
りましたように、まずやはり地域の評価というものと、それから地域がどう支援するかと
いうことが極めて重要であろうかと思います。このことは競争力を持てるようにするため
に経営内部の蓄積、自己資本の充実を高めながら、その施策やら、あるいは今日の経営拡
大はほとんど賃貸借でありますので、担保力が極めて少ないわけであります。そういった
ような面で信用力の補完の仕組みをどうするのか。あるいは、個別経営に対するところの
投資、助成等を検討を願えればどうか、言うなれば担い手育成でありますが、今後は環境
の問題については、特に畜産事業についてはこの環境ということを見逃すことはできませ
んし、また景観という面をあわせますと、やはり相当な資本蓄積が重要なウェートを持つ
のだろう、こんなふうに思っております。いずれにしましても、今後、こういう問題をク
リアするためにいろいろな財政的な支援なり、あるいは誘導策というものを明示をしてい
ただければと、このように思っております。  
 以上であります。  

○部会長 １つだけよろしゅうございますか。今、お話のありました中で認定農業者につ
いて信用補完の措置をしていただくというお話がございましたけれども、何か具体的なア
イデアはお持ちでいらっしゃいますか。今は一応各県に信用保証協会というのがございま
すね。ただ、新規就農者の場合にはまだ農協の組合員でない状態でお金を借りる、お金を
借りると同時に組合員になるのかもしれませんけれども、あの仕組みではちょっとかゆい
ところに手が届かないということであるかどうか。  

○委員 今言われましたように、信用保証協会の関係、それからスーパーＬ資金等は経営
拡大に非常に役立っておりますけれども、要は、今申し上げましたように、何といいまし
ても規模拡大する人は土地の貸借、あるいは大きな施設をやるときにはだれかが保証しな
いと畜産農家でもどうにもできないわけですね。そういう意味では農協の組合員といえど
も担保力のない者はどうにもできないという問題がやはり大きなネックになるのではない
かなと思っておるわけであります。  
 そういう意味で、例えば行政の方でそういう支援策に対しての保証枠を別途につくると
いうことになれば、これはいわゆる議会の合意とかそういう条例をつくらなければいけな
いのではないかなと思っておりますが、そういう面も含めて御検討を願いたいと思いま
す。  

○委員 構造問題、大変大事な項目だと思いますけれども、まず基本的な考え方で４ペー
ジのところに整理されておりますことは、もちろん大変結構なことでおっしゃるとおりだ
という感じがいたしますけれども、ただ一方、この４ページだけではこれまでの取られて
きた政策から一歩踏み出してさらに強めていくのだというニュアンスが私には余り感じら
れないのですね。  
 １つ、私自身の今までいろいろ携わってきたことの反省も含めて言うと、やはり規模拡
大路線というのはこの30年ぐらいずっと続いてきたのだろうと思いますが、そしてそれは
決して間違いではなかったわけだし、これからもその旗を下ろすことはないとは思います
が、ただこの何年間の努力の割には拡大した成果というのは極めて小さいというのが実態



だと思うのです。ということであれば、この４ページの理念はまあ一応このとおりだとい
うことにしても、あと各論に入った段階でもう少し一歩これまでとは違うのだと、こうい
うことをやっていくから、今まではそれほど拡大傾向を強めようとしても、本当を言うと
そんなに成果は上がらなかったので、今度は違うのだということがわかるようなことを打
ち出したいというのが私の率直な気持ちです。  
 そういうところで、いろいろあるのですけれども、また少し分けて言いますから１つだ
け言いますと、例えば、最初の数字でこれからの見通しでお示しいただいたように、平成
22年になってもなお都府県で小規模な、0.5ha未満の方々が103万戸も残るという実態もこ
れあり、それで実はこの農家の定義も今のところこれは10ａ以上で１年間の販売金額15万
円以上ということを基準にしてやっているわけですが、この間からもう農家の定義という
のはこんなあれでいいのかというような御意見もいろいろあったように、平成22年にこの
基準がそのまま残っているかどうかというのもちょっとわからない。しかし、それはここ
でそれを申し上げるのではなくて、100万戸以上も50ａ以上の方が残っている方々が、別に
この人たちが今や貧農でもないし、悲惨な暮らしをしているわけでもないし、もしその農
地をより有効に使えるような、つまり本来の農業生産の強化のために何か有効に使えるよ
うな手だてはないのか。別に所有権まで召し上げるというわけではないわけですから、そ
ういう問題提起といいますか、それがどうかなと、私はちょっとあった方がいいのではな
いかなというふうに思うのです。  
 それはなぜかといいますと、中間取りまとめにせっかく農地というのは資産ではもちろ
んあるけれども、それを超えて公共的な財なのだということを書いたわけですから、この
ときの公共ということは、つまり農業生産に資するということだと私は思っていますか
ら、そのためにその構造政策のために何らかのそういう手だてができないだろうか。少な
くともそういう問題提起ぐらいはしたいなというのが率直な印象でございます。そうでな
いと、それは書いてあることは結構なのだけれども、何か今までやってきたことの延長で
はないか。今までやってきたのではないのということが率直な印象になることを私はちょ
っと心配するものですから、それだけ最初に印象ですけれども、申し上げます。  

○部会長 私もその点、全く同感でございます。今おっしゃった零細農家の農地をもっと
有効に使える手だてはないかということも、この各論の中で、例えば認定農業者を支援す
る体制の構築だとか、あるいは集落営農だとかと触れているところに抽象的には入ってい
るのですけれども、要するに今までよりももう一歩突っ込んで、じゃあ具体的にどういう
ことをやるのだということがもう少し出てくるといいなというふうに私自身思っておりま
す。これは恐らくいろいろなことを御当局の方では頭の中で今考えておられるところだと
思いますけれども。  
 それから、そういう意味で言いますと、この資料の中で、一方では先ほどから委員がお
っしゃったような就農センターですか、それの活動がございますが、そういうものとどこ
かにありましたが、指導農業士のお力をかりて技術研修をするみたいなことには、必ずし
もそこまでうまく結びついていないように私は思っているのですが、もうちょっとそこを
結びつけると、そこから例えば信用力の補完なんというときにも、指導農業士の人がこの
人の技術とか、それから人物はしっかりしていますよというようなことである程度人的な
保証みたいなことをね。事実、私は前に農林公庫の仕事をしていまして、新規就農で岡山
の郊外でバラをつくっている人ですけれども、やるのはもう半分あきらめかけたら、結
局、最後に自分が技術習得したところの大規模なバラの農園を広島県でやってる人が、お
まえならおれが個人保証すると言って7,000万円個人保証してくれた。それでお金を貸した
岡山の信農連が心配になって広島まで保証人の経営を見に行って、あれなら大丈夫だとい
うことで安心して帰りましたという例がありますけれども、そういうふうに、この中で散
らばっているものをうまく結びつけていくというようなことも必要ではないかなというこ
とを、座長としてやや余計なことでございますけれども、そんなことを自分も考えており
ます。  

○委員 きょうの資料の整理はその限りにおいて極めて明快だし、妥当な内容だと思いま
すけれども、冒頭にあります今後の労働力、あるいは農地の状況等に関する推計ですけれ
ども、今に始まったことではないと思いますけれども、こういった推計から明確に農業部
門というものが、農業部門の総合的なパワーというものが継続的に将来に向かって細って



いく姿がやはり浮き彫りにされるわけです。この推計はよくわかりませんけれども、これ
までのトレンドの延長線であろうかと思いますから、当然この推計からは、どこかで農業
部門のパワーというものが次第に細っていくというものが底を打つという推計にはなり得
ないのだろうと思います。しかし、それは推計の方法がそうだからそうならないだけであ
ってどこかで底を打つということについては大丈夫なのだと言い切れるかといえば、決し
てそうではないと思うわけであります。  
 まあ、たしか審議会は2010年あたりをまず１つのめどとしてひとつ答申を描いてみよう
かというコンセンサスがあったかと思います。それで行くと2010年にはきょうの推計で行
けば一定の農業部門のパワーというものはもちろん残存するわけです。諸元はちゃんとし
た数字が残っているわけであります。だからいいじゃないかと言えるかというと、だから
いいじゃないかということにはならないのだと思います。やはり農業部門のいろいろな労
働力、あるいは土地、あるいは資金もそうだと思いますけれども、そういったものがどこ
かで底を打つ、一方的に減少していくということではないのだというものを見つけなけれ
ばならないというふうに思うわけであります。したがって、そのためには当然脱落してい
く方だけを見ているのではなくて、新しく外から持ってくるものがなければならない。そ
ういう考え方をやはり積極的に取るべきであろうかなと思います。  
 きょうもいろいろ記述されているいろいろな方策があるわけですけれども、もちろんそ
ういうことのために一生懸命今後の方策を模索をしているということは事実だと思います
けれども、例えば農用地のところを見ると、この資料にも記述されていますように、今後
は大規模造成というのは見込めないから、農用地造成というものはあったとしても、それ
は余り大した新しい追加にはならない。むしろ耕作放棄地等の増加がはるかに大きくて、
農用地というのは減っていく、こういうことになるわけですね。  
 私はやはり土地と資金と労働力ということを考えた場合には、労働力をこの農業部門に
もっと吸収してくるという視点を何とかはっきりさせられないか。その労働力が農業部門
に追加になる。まあ追加になると言っても、もちろん私も今より数字がふえるとは思いま
せんけれども、きょう示された推計のような激しい減り方ではない、むしろ底を打つとい
う感じが見えるように外から労働力を持ってくるということを何か考えられないのか。も
ちろん、きょう議論することではありませんけれども、株式会社の問題もあろうかと思い
ます。これはそれ以外にいろいろな大きな要素のある問題ですから慎重に議論をすべきこ
とだと思いますけれども、そういう意味で労働力の吸収というのが農業部門のパワーをつ
ける、あるいは最低限度底を打つということのための核になるのではないか。何か諸元の
うち、そういう核になるものをはっきり見定めないと、全般的衰弱状態、こういうのがど
こまで行っても議論の中に入ってきてしまうのではないかということを心配をしておりま
す。  
 私も具体的にはじゃあ何だと言われると思い浮かばないのですけれども、最低限度、き
ょう提示されている議論の中ではやはり法人化の推進とか、あるいは受委託の制度化のよ
うなことを言っておられますけれども、大変おもしろい話で受委託のはっきりした制度化
などで規模拡大をする。規模拡大をすることによってそこに労働力というものが明らかに
明確に入ってくる。いわゆる今までの既存の農業セクターというものに対して外部からプ
ラスのものを持ってくることをよく考えるというようなアプローチが必要なのではないか
というふうに思います。  

○委員 今の話に多少関係しますけれども、今特に深刻なのは、言うまでもなくて農業従
事者の数全体が減っているということではなくて、若い世代が農業を敬遠している、そっ
ぽを向いているということにあるのだろうと思っているわけです。若者が農業、とりわけ
土地利用型農業というのですか、そういうものに魅力を感じられないというのは、やはり
将来農業をやっても経営規模を拡大して事業を発展させていくというような将来展望を持
ちにくいからだろうと思っているわけです。その障害になっているものはいろいろあるの
でしょうけれども、きょうの話題である農業構造政策というものに関連して言えば、その
大きなものとしてはやはり農地の問題があるだろうと思うわけです。いずれ、自分が農業
をやって農地を広げようと思ってもなかなか実現できないのではないかというのが現状だ
ろうと思っているわけです。  
 それはもとをたぐっていけば、それは農地法がネックになっていると考えるのです。農
地法はいわゆる自作農主義ですか、耕作者主義というのか、そういうものに基づいている



わけですけれども、要するに逆に耕作しない場合には農地を貸し付けるとか、貸すとか、
あるいは売却しなければならないという何らかの義務を負わせる必要があるのではない
か。公的機関に先買い権を認めるとか、憲法と絡んで非常にいろいろ難しい問題があると
思いますけれども、ぜひ農地法というものを改正する必要があるのではないかと思ってお
ります。  
 農地の流動化というのは随分前から言われているし、ここでも盛んに書かれております
し、あるいはいろいろな工夫もそれぞれ行われてきたし、ここでも行おうとしているわけ
ですけれども、やはりその根っこにある農地法の理念というのか、思想というのか、そう
いうものを抜本的に変えなければ、農地を資産として保有する、あるいは耕作を放棄した
ままにほっておいてもどうしようもないというような時代が続いて、結局規模拡大と叫ん
でみても、それは単なるスローガンにとどまってしまうのではないか、これは今までの歴
史が示しているのではないかと私は思っているわけです。そういうようなことで、農地法
の考え方を変えて権利があると同時に義務も課すようなものにする必要があるだろうとい
うふうに考えております。  
 それに関連してこの資料の18ページの右側に農地の遊休化を防止する法的措置というの
がありますけれども、これも農地の活用を図るためのアイデアの１つなのだろうと思いま
すけれども、その運用状況は一体どうなっているのだろうか。ここで農業委員会が農地の
権利者に対して利用を指導して、それでも改善がないときには市町村長に利用の勧告を要
請するというふうになっておりますけれども、その中で丸括弧をして「（要請の実績な
し）」となっているのですが、これは一体なぜなのだろうか。そこら辺、もし把握されて
いるのであれば教えていただきたいと思っております。  
 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  
 今の遊休化防止措置についての運用状況についてのお尋ね、答えていただけますか。  

○事務局 お答え申し上げます。  
 これは農地もそうでございますけれども、日本では土地の所有権を保護するという考え
方が憲法29条のもとで非常に強うございます。農地も特に公共的な性格を大変強く持って
いる財ではございますけれども、農地が遊休化した、あるいは耕作放棄されているという
場合に現在のここにお示ししております法律制度は農業上有効利用するための制度でござ
いますけれども、せっかく制度がございましても、実際には農業委員会なり市町村長さん
の勧告等が発動されていない。これはこういうものを発動するということは、農地の所有
者が大変これに対して反発が強いという現場の地域の事情があると思われます。私どもは
こういうことをぜひ発動していただきいたということをこの制度創設以来現場にはお話を
しておるわけでございますけれども、残念ながらそういう農地、あるいは土地の権利意識
が所有者に大変強いということがあって、現場の反発が強くてまだ発動の事例がないとい
う実態にございます。これについては私どもさらに先生方の御意見をいただきながら、制
度の改善、見直しを考えてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。  

○部会長 この点に関連しまして、委員の方から何か補足してお話はございませんか。  

○委員 私の県全体で考えれば中山間地域で荒廃をしたところは相当あります。しかし、
私の所管しておる地域は平坦地でありますので、有効利用をみんなやっておる、そういう
荒廃地はありません。ただ、今おっしゃいましたように、そういう勧告の問題等の提訴な
り、あるいは委員会で議論をしなければならないような問題が上がってきていないわけで
あります。ただ、転用案件の中でいわゆる農地法に不適な問題についてはいろいろ意見聴
取したり、現地聴取をしながらやっておりますが、今おっしゃるような問題は現在のとこ
ろ市町村の段階から上がってきていないのが現実のようであります。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 後で農地とか農業委員会のところで申し上げようと思っていたのですけれども、



委員がいらして余り申し上げるのもちょっとはばかられる部分もあるのですが、やはり私
は農業委員会の改革が必要だと思いますよ、見直しが。というのは、なぜそういうことを
申し上げるかというと、私のいろいろな地方へ伺ってのささやかな経験で言えば、割合平
場の比較的条件のいいところでは転用の場合に、仮にそれが農振地域であっても、農振外
しとか何かは、余りはっきりとは言いにくいのですが、外からの力で結構水面下でいろい
ろな交渉の上で行われる。ところが、逆に中山間地の利用度が低いようなところで、例え
ばどこかがそこを少し有効に使いたいというような要求があったときには、妙にかたくな
に、これは農地法云々でそう簡単にはいかないのだというような判断が下される。私は逆
ではないかと思うのです、本当は。  
 だから、その逆の姿勢を取り得るような形に、恐らく今、農業委員会法というのはいろ
いろきちんとしたことが書いてあるのだろうと思いますけれども、やはり本来の有効利用
についてもっと目的をはっきりするとか、そういうふうに私は改革をすべきだと思います
よ。実態を言えば、ほとんどの農業委員会はそうですけれども、選挙ということになって
いますけれども、実際はもう定員の数だけ立候補して、選挙はほとんど行われないという
のが私はほとんどの場合の例だと思いますので、こういう形では、私はやはり農地問題を
きちんと扱うような体制にはならないだろうというふうに思います。  

○専門委員 全体的な感想と、それから多少各論のところと２つに分けて御意見を申し上
げたいと思います。  
 全体的な印象で言いますと、確かに書かれていること自体は推進すべき項目がそれぞれ
並んでいるわけですが、１つやはりインパクトが弱いというのは、特に新政策との絡みで
どうなのだというふうに見たときに、どうも新政策の方がはるかにドラスティックな構造
改革を打ち出してきていて、それから比べると何か後退したという印象を拭えないわけで
すね。ですから、そのあたり、先ほど委員もおっしゃっていましたけれども、それから前
回生産政策のところでも申し上げましたけれども、やはり規模拡大を含めた形で、これか
らの日本の農業をどう変えていくのだという姿勢がどこかできっちり打ち出される必要が
あるのではないか。つまり、多様化とそれから規模の問題、この２つ、大きなところの柱
をやはり全面的に持ってこないとまずいのではないか。その意味では人の数、それから農
家の数の問題ではなくて、中の質の問題であろうという気がするわけです。その意味で
は、書き方として、生産政策のところで申し上げたと同じように、やはり両面の打ち出し
方といいますか、環境面等での多様化の面と、それから今後ＷＴＯという言葉は使うかど
うかは別として、やはり何らかの競争条件をもっともっとつけていくための規模拡大のメ
リットを打ち出していくということだと思うのです。  
 第２点目に優良農地の確保ということがうたわれています。これも私も重要な点だと思
うのですが、16ページになりますが、これまで農地を確保するという視点が欠けていた、
全国レベルで確保するという、量的な確保という視点が欠けていたということなのです
が、これは３ページの予測の中でどのシナリオを念頭に置いて確保するという言い方をし
ているのか。つまり、今の504万haなのか、それとも第１シナリオなのか、第２シナリオな
のか、それとも全く違う話なのか。その「確保」と言った場合に何を念頭に置いて議論し
ているのかということがここでは見えてこないと思うのです。ですから、それを確認する
ことが１点重要ではないかということです。  
 それからもう一つは、国全体として必要な農地をたとえ打ち出したところで、それをい
かに担保するのか、つまり優良農地の確保の仕方をどうするのか。特に、転用等に関しま
しては県の方に規制緩和で権限が移りつつあります。そういう中で国が決めた総量確保を
いかに地方のレベルでそれを担保していくのか。いろいろな方法があるとは思うのですけ
れども、そこをやはり詰めていかないと自給率と同じような話になってしまうのではない
か。つまり数を言うことは目標としてできても、それを担保するものがない。ですから、
例えば県ないしは市町村段階で転用する場合には、その転用に見合った優良農地を別に確
保することを義務づけるとか、そうしたことが、それは多少お金がかかっても農地を造成
することを義務づけるとかということもまあ極端な例としては考えられるわけで、そうし
た権限委譲が地方分権ととも進むに従って、国の設定したものをいかに地方で担保してい
くかというその筋道をきちんと議論しておく必要があるという気がします。  
 それから２番目に認定農家の話になりますけれども、これ自体はいろいろな経営体があ
って、その中で認定農家というものを考えて１つの担い手として位置づけているというこ



とだろうと思うのですけれども、いろいろな施策をメニューとして与えていく。それで、
それを選ばせていくという方法は結構だと思うのです。ただ、名称がどうも私自身気に入
らないのですね。「認定」というのはいかにもトップダウンで、そうではなくて、いわば
農業者としてこれから日本の農業を担っていく、そういうために自分がこういう施策を利
用できる権利を持つ人だということだと思うのです。上から認定されて、はい、じゃあこ
れをやりなさい、あれをやりなさいということではなくて、１つの権利としてこういう条
件を満たせばこういう施策に乗ることができる、そういう逆の発想の名前が何か考えられ
ないか。  
 前にも認定農家がどうも村の中で浮き上がってしまうということがあった原因は、やは
りトップダウンで上から、お上からお墨付きをもらったのはあいつだけだとか、何で私の
ところにはお墨付きがないのかというような、そういうことになってしまうので、そうで
はなくて、これとこれは全部クリアしているから、私はこの政策に乗る権利があるという
ような形の考え方といいますか、あるいは政策の取らせ方。つまり、そういうメニュー方
式の中で生産者のいわば自由度を拡大していくという方向が大事で、そのためにはちょっ
と後退した形になるかもしれませんけれども、それこそ新政策で打ち出した経営体とかと
いう言葉を使った方がむしろよろしいのではないか。すなわち、どうも今回の調査会の中
では、やはり「農家」、「農家」という呼び方が非常に強くて、しかし我々がここでこれ
からの日本の農業のことを考えていくのは、実は新政策で打ち出した経営体をどう実現し
ていくのかということがやはり大きな課題だと思うのです。その意味では認定農家イコー
ル経営体というような位置づけでもっとボトムアップで取り組めるような施策の出し方を
していってほしいなというふうに考えます。  
 それから、あと株式会社の話は今後また詰めていくという話になると思うのですけれど
も、ある意味でのその前提条件みたいな形で農業生産法人制度の見直し、この中にはした
がって組織形態の話は入ってないわけですけれども、これについては私は基本的にはこう
いう規制緩和の方向というのは打ち出していくべきだと思うし、いずれどういう形で農地
法の問題が決着するかわかりませんけれども、農業生産法人がもっと活躍の場を大きくし
ていくという方向で打ち出されているというふうに受け取っていますから、その意味での
規制緩和ということについては基本的に賛成です。  
 とりあえず、以上です。  

○調査会長代理 今の議論にも関係するので、耕作放棄地ということでまとめて何万haと
書いてありますが、これは田畑別でわかりますか。それから、北海道と内地で。北海道と
内地と同一に論議するのは大変間違いのもとになるので、ぜひ田畑別と内地、北海道別で
わかれば欲しい。  
 もう一つは、農地転用許可で、今度、分権で何とかだということで、まあそれはそれで
いいのですけれども、末端で土地行政をやっていますと非常に迷うのは、毎回申しますよ
うに都市計画法とか森林法では一定の要件を満たせば「許可をしなければならない」と法
律に書いてあるわけですね。農地法はそこが何も書いていないのです。こういうものは許
可していいという通達はあるのです。でも、こういうものであっても許可しないことがで
きるのだろうと私は法律上は思っているのですが、その公定解釈みたいなものがあったら
教えてほしいのですけれども。  

○部会長 ２つ御質問がありましたが、では、事務局。  

○事務局 今の１番目の御質問ですけれども、これは22年推計の各地域別にと、平成22年
の姿ということでございます。  

○調査会長代理 今でも何でもいいのですけれどもね。  

○事務局 22年の推計は田畑別ということでは特にしておりませんが、地域別には耕作放
棄が高い地域は、全国平均で耕作放棄地率、この数字で参りますと、ケースⅡの場合でご
ざいますが、17％に達しますが、全国平均を上回りますのは関東・東山、それから西の
方、中・四国、九州、沖縄、こういった地域ということになりまして、具体的な面積とい
うことで地域別の面積を申し上げますと、北海道が14万ha、都府県が65万ha、こういった



数字の内訳ということで、一応センサスの計算でこうした……。  

○調査会長代理 それは何の関心もないのです。田畑別が知りたいのです。委員もさっき
御質問のときに私のところはそういう現象はないと言ったのですが、うちの県もそうなの
です。耕作放棄地というのは水田にはほとんどないですよ。まあ、あるところもあるかも
しれませんけれどもね。それを一緒くたにして議論するのはものすごく間違うので、田畑
別をぜひ調査をして、しかもそれも内地、北海道別にやらないと政策判断をこれは間違う
と思いますよ。畑は確かに栃木県でもほっておくところがありますよ。それは耕作放棄地
なんという大げさな概念規定するようなところではないし、農業生産力としてもそんなに
期待するほどのことではないので、ちょっと私はこれは騒ぎ過ぎではないかなという感じ
が、栃木県の知事として実態を踏まえますとそういう感じがしますがね。どうでしょうか
ね。  

○委員 そうですね。  

○事務局 現況のセンサスによりますと、田畑別に見ますと大体畑の方が田の２倍から３
倍ぐらいの格好での耕作放棄地ということになるのではないかと思います。  

○調査会長代理 全体の６～７割は畑。  

○事務局 ええ。したがいまして、先ほどの推計も現在の実績、過去のトレンドから延ば
している数字になりますので、傾向といたしましてはおっしゃられるような割合が高いと
いうふうなことになるのではないかと思いますけれども、若干そこら辺はそこまでブレイ
クダウンした推計ということではやっておりませんので、申しわけございませんけれど
も、数字的にはお示しできない。  

○調査会長代理 これに間に合わなければ間に合わなくても結構なのですけれども、ぜひ
そこは分けて考えてください。水田地帯の耕作放棄地の持つ意味と、いわゆる畑地の耕作
放棄地の持つ意味と内地と北海道の意味合いの違いというものを考慮しませんと、判断を
誤ると思いますので。  

○事務局 後段の農地の転用の許可制度の運用でございますけれども、今度の新しい新農
地法では農地の転用基準が法定化されておりますけれども、こういう書き方になっており
ます。例えば、４条２項でございますけれども、「転用の許可は、次の各項のいずれかに
該当する場合には……することができない。」ある場合には「転用を許可することができ
ない」と、だから都市計画法と逆の書き方になっております。例えば、優良農地である場
合ですね。優良農地である場合には「転用してはならない」と書いてあるわけですね。そ
ういうぐあいに書いてございまして、それから、例えば代替地がある場合とかですね。そ
れで、それを当てはめ……。  

○調査会長代理 それはそれでいいのですけれども、要件に合っていなければ転用の許可
をしてはいけないということですね。  

○事務局 そうです。  

○調査会長代理 そうでしょう。裏返しをすれば、合っていても転用許可をしなくてもい
いわけでしょう。  

○事務局 こういうことでございますが、一般的には私権の制限は最小限でなければなら
ないものですから、要件に合っている場合に、「許可しないことができる」とは言えない
と思いますが、要件に合わない場合には、「許可をしてはならない」と書いてございまし
て、その要件が法律上の要件はかなり一般的に言うと抽象的でございまして、これを政
令、省令、さらに通達で具体化いたしますけれども、それにしてもそこのところは現場、



現場でのある程度判断に全く幅がないわけではございません。  

○調査会長代理 この話は末端で行政を担当しているときにはものすごく難しい問題を起
こしまして、多分今まで要件に合っていれば「許可しなければならない」に近い、そうい
う近い運用がなされてきたのでしょうけれども、最近私はそうではないのではないか、不
許可を１回やってみろ、裁判をやって白黒つけてもらおうではないかというようなことを
言ったのです。担当は嫌がっていますけれどもね。どうも都市計画法などの書き方と農地
法の書き方と逆なのですけれども、実際は法文上は自由裁量みたいですしね。法規裁量で
はなさそうですし。例えば「要件」といいましても、かなり解釈の幅、行政庁が例えば
「優良農地は」と言ったときに、「優良農地」であるかどうかなんというのは相当判断に
幅がある。それが行政庁に任されているものを「ねばならない」か「しないことができ
る」と読むか、まあ寝た子を起こすつもりもありませんけれども、ちょっとそういう農地
法上の問題というのもあるわけですから、おっしゃるような農地をどうしろ、ああしろ、
抑えろとか何とか言っても現場は大変混乱するといいますか、そういう要素があるという
ことを１つ申し上げたかっただけです。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 二、三点なのですが、基本的には私は整理できているし、農業者としても現場も
わかりやすい。これがどれだけ具体的な制度、政策になり、それが明確に実施されていく
かということが今までの皆さんの御議論ではないかと思うのですが、繰り返しにもなると
思うのですが、我々現場で農業をやってまいりまして、つくれば売れるという時代ではな
くなったという１つの大きな条件、それで苦労しているわけです。それから、地域政策と
いう、１つの農村地域というある程度多数決と言えばちょっと話がドロドロしますけれど
も、それと経営、農業経営という悩みを常に抱えて今日まで参っているということであり
まして、この辺をこれからどう今度の制度、政策の中で整理して地域がうまくいくのか、
農業がうまくいくのかということにかかってくるわけで、大変な苦労があるだろうと思う
のです。  
 まずその１つ、これはお願いなのですけれども、特に新規就農者の確保というのは地域
農業の中で大変な課題でございまして、先般、私たち法人協会もガイダンスをやりまし
て、七百数十名の全く非農家のお嬢さん、息子さんが農業をやりたいと来られるわけで
す。私のところもブースを出しましてお話をしたのですが、30～40人いらっしゃって、私
は今回は用事で出られなかったのでうちの担当部長が行ったのですけれども、話を聞いて
みますと、どうしても３年ぐらいまず給料をもらって農業をやってみたい。自立経営にな
るには自信がない、けれども、農業に非常に興味があるというお話で面接に来られる。研
修対象で給料をもらって、就業規則がある程度あってわかりいい。こういう解釈、これは
若者の非常にわかりやすい主張だろうと思います。  
 これに対応するために我々法人もなかなか悩んでおりまして、私どもも相当の研修生も
受け入れてきましたし、数十名は超すのではないかと思いますが、１年とか半年研修とか
ありますし、就職として来ましても、３年ぐらいしてある程度実績ができたころ自分は自
分でやりたいとか言って、今から機能してもらいたい、力になってもらいたいときにやめ
ていく、これを止める方法はないわけでございまして、その辺からも今回の就農ルートの
多様化というのは非常に大事であろうかと思います。  
 今までずっと私は申し上げてきましたけれども、もはや家という単位で物を見ていな
い、個人という単位で動いているという現実がもう若者にあるわけでございますから、い
かに親が農家だから農業をやれと長男、長女に言ったところでそれはもうナンセンスな話
でございますので、その意味ではこれは非常に重要だと思うのですが、そのときに今大き
い課題になってきておりますのが指導農業士にその資格をとこういう言葉でございまし
て、指導農業士は8,000人ぐらいいると書かれてございますが、これは非常に立派な方でご
ざいますけれども、これは個人を対象に今指定されているわけですね。例えば、私も指導
農業士でございますけれども、私個人であって、船方総合農場という法人ではないわけで
ございまして、私が定年するなりやめますと船方総合農場は指導農業士の資格はない。し
かし、年間3,500人もの視察がいらっしゃるし、調査類からすべて大変な負担もあるわけで
ございます。まあ、私は負担とは思っていませんけれども、その辺の役割は各法人でたく



さんやっていると思うので、法人も対象拡大にしていただく制度にしてもらわないといけ
ないのではないかと思います。個人だと思います、今の制度は。ですから、その辺を御検
討願いたい、こういうことが１つであります。  
 それから、新規就農者の保証問題がさっき出ましたし、確かに今、各都道府県に信用基
金協会という立派なものがございますが、これは保証額というのは非常に小さいわけでご
ざいまして、もはや、これから今大規模化の話も出ておりますが、少しこれでは耐えられ
ない。民間金融との連携というのは経営の多角化という、要するに加工なり販売というよ
うな新しい農業も考えないと、つくれば売れる時代ではないよという前提がありますの
で、そうしますと、保証をいろいろ広く拡大するシステムということでの現制度を拡大す
るのか、それとも新規につくるのか、この辺は御検討願いたいなということでございま
す。  
 それから、もう一点は優良農地の問題でございますが、私ども農業者として地域で仲間
と話すときにいろいろな問題があるわけでございますが、私は優良農地を明示していただ
く必要があるのではないか。これはじゃあ何万haだと、こういうことになるのかもしれま
せんが、私は465という数字を出しているわけでございまして、これは守るべきだと。これ
が減る場合は国家、国民の責任において造成するのかどうするのか、いやそれとも今の農
地を絶対に転用させないのかというあたりの姿勢はもはや必要ではないかという気がして
いるということでございます。  
 それを踏まえまして、農地の利用形態のあり方ですが、これもしっかり、私、先般ちょ
っと書いたのですが、これは言葉としては私は勝手につくっているのですが、「経営農
地」と「自給農地」と「環境農地」というような１つのきちっとした線引きをしていただ
いて、経営農地については転用はもう一切認めないのだという制度誘導といいますか、そ
のかわり、制度施策を集中していくというような方向を明確にすべきでありましょうし、
自給農地については、住宅近郊の農地については余り転用規制を厳しくせずに、そのかわ
り税制上の優遇等もある程度は排除していくというような制度というか、それから環境農
地につきましては、これは経済的論理では成り立たないけれども、国家、我が国の風土、
国土を守るためには絶対に必要な農地だとするならば、これは規制をきっちりかけて転用
もできない。そのかわり、デカップリング等の施策、制度で保護していくというような整
理がなされれば我々農業者も基本的にはわかりやすくなるのではないかという気がしてお
るということでございます。  
 以上でございます。抽象的な意見ではございますけれども。  

○部会長 委員のところで研修されて、やはり農場でずっと続けて働こうという方もおら
れるのではないですか、そうでもないですか。  

○委員 これは時間が貴重ですからちょっと避けたのですが、ちょっと状況を、私の農場
は農業法人ですけれども、60人今仲間がおります、グループ全体では。それで30名、半分
が全く非農家と言った方がいいと思います。その中で見てみますと、これはこういう場で
こういうことを言っていいのかどうかわかりませんが、非常に優秀な方と、就職の場がな
い、先ほどありましたように、就職の場にも農業をというのはあると思いますけれども、
もういろいろな就職を考えたけれどもないから、お母さんが、おやじさんが、御両親が、
ひとつ使ってくれんかというような方と、今ちょっと両極端でございます。  
 優秀な方は、やはり労働者として働くという感覚よりも、農業ですから、自分で経営し
てみたいという気持ちは常に持っていらっしゃいますので、３～４年してある程度経営の
管理とか、今まではつくれば売れていたので技術だけでよかったのですけれども、マーケ
ティングであるとか企画力であるとか、それからコストを出すという、幾らでこのお米が
できているの、この原乳ができているのという数字がなくてはもはや経営にならないわけ
ですから、その辺をある程度身につけますと、自分で法人をつくってみたいとかという発
想が出てきておりますし、それはまたいいことではあるわけです。  
 ですから、それをとめるというよりも、今現在、我々法人、仲間はみんなそういう体験
をしつつありますので、今、指導農業士制度の中に入れて、それにある程度我々を支援し
ていただければ、３年間なら３年間を預かりまして、わかりやすく指導して差し上げられ
るということですが、今、経営でございますから、大変なコストがかかっているわけで
す。３年間というのは全くど素人で来られるわけですから、一から教えなければならな



い。牛にけられて、牛というのはけるのだったかというようなお話が出るのですね。だか
ら、アルプスの牧場みたいなイメージの方も来るわけです。（笑声）笑われますが、これ
は現実なのですよ。それでは、農家の子弟、これは一番理想ですけれども、今、こういう
現状になっている現実を踏まえるなら、ここをやはりしっかり受け止めて委員の皆さんも
考えていただきたいということであります。  
 以上であります。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 大変迫力のある話の後で余り迫力のない話になってしまうかもしれませんけ
れども、二、三申し上げたいと思います。  
 きょうの資料につきましては、全体としては、私、かなり踏み込んで書かれていて、イ
ンパクトといいますか、インパクトがあるなと思ったのは、法人化の推進、あるいは農業
生産法人制度の見直しのところかと思うのです。私、この点は特に前回も申し上げました
けれども、農業と関連産業の境目がどんどんどんどん急速にシームレス化している状況の
中で、特に経営の多角化といったことが強調されていまして、これはこれで私は基本的に
は結構だというふうに考えております。  
 ただ、問題はやはり委員もおっしゃいましたけれども、法人化レベルまで行けばある意
味では構造の問題というのはそんなに難しい問題ではないのかもしれないのですね。ある
一定の規模に行ってその経営が法人化するなり、あるいは農業以外の加工に、さらにいわ
ば立体的に規模を拡大するという意味では、そこまで行けばある意味ではその人々、ある
いは法人にいろいろ任せておいて余り手を加えないというぐらいがいいのだろうと思うわ
けですけれども、問題はそこに行くまでの、特に土地利用型農業についてどうするかとい
うことかと思うのです。  
 これはもう妙案がないということがあるからこそもう何年も、あるいは何十年もいろい
ろ苦労を重ねてきているのだろうと思うのですけれども、私もいろいろな多様な経営があ
っていいと思いますけれども、担い手があっていいと思いますけれども、やはり若い人が
特に農業経営をやろうという、これのその情熱にこたえるだけの経営をつくるという意味
では、なお構造政策というのは可能性をいろいろ探ってみるべきだろうというふうに思っ
ております。  
 それで、私、きょうの整理とはちょっと違った物の見方が、そんなに大きく違うわけで
はございませんけれども、多少違った物の見方ができるのではないかと思っておりまし
て、１つは構造政策、非常に単純化して言えば規模拡大というふうに御理解いただいてい
いかと思いますけれども、その環境づくりといいますか、そこにおられる農業者が土地を
借りてみたいとか、あるいは土地を逆に貸してみたい、あるいは貸した方が有利であると
いうような、そういう環境をつくる、その点での政策ということと、それからぜひ規模拡
大をしたいという農業者がおられて、また貸したいという人がおられて、その間に何らか
の制度的な障害がないかどうか。その障害を取り除くというか、どうも２つの面があっ
て、そのあたりをもう少しきめ細かく議論していく必要があるのではないかというふうに
思っております。  
 比喩的に申し上げますと、いわば水が高いところから低いところへ流れるような、それ
が構造政策のイメージであるとすれば、その水の落差をつくり出すというような政策と、
流れるパイプがちゃんと詰まらずに通っているかどうかという、この２つのレベルの問題
があるのだろうと思うのです。どうも構造政策がなかなか進まないといった場合に、どち
らに原因があるかということをきちんと見ておく必要があるのだろうと思います。落差は
ないところに流れろと言ってもこれは無理な相談だろうというふうに思うわけでありま
す。  
 その点で言いますと、私は後段のパイプの方といいますか、制度的な問題につきまして
は、農地の流動化という点に限って言いますならば、現在の農地制度がそれほど大きな障
害にはなっていないのではないかという、そういう判断を私自身は持っております。大局
的に見てですね。ただ、それほど大きな問題ではないのかもしれませんけれども、例えば
小作料について、定額金納制が原則になっている点ですとか、あるいは標準小作料制度い
ったものがあるわけでございますね。標準小作料制度には私はいろいろな機能があるとい
うふうに思っておりまして、ある水準に小作料の標準値を設定するというような意味合



い、あるいはその地域での小作料の相場がどれぐらいであるかということを周知させるよ
うな機能ですとか、あるいは何か問題が起こった場合の仲裁の基準になるようないろいろ
な機能があるかと思いますけれども、そういった機能を今のような標準小作料制度という
形で継続する必要があるかどうか。このあたりはもう少し検討の余地があるように思って
おります。これはパイプの方の問題であります。  
 もう一つの構造政策の環境づくりといいますか、この点はまだいろいろ私は工夫の余地
があるような気がしておりまして、幾つかもう皆さんおっしゃいましたので、私はむしろ
農村部会のマターとの、課題との関連で一、二申し上げたいのですけれども、１つは優良
農地の確保というそういう観点から、きょうもゾーニングの問題ですとか、土地利用計画
の問題ですとか農村計画の問題が出てきたわけでございますけれども、これは私はやはり
間接的に構造政策をサポートする面があるというふうに思っております。よく言われるこ
とでございますけれども、農家の中にもある種の転用期待というものが残念ながら蔓延し
ているという部分があるわけでございます。これは転用によるキャピタルゲインがある以
上は、こういう期待を持つのはある意味で当然でございまして、これをいいとか悪いとか
いう話とはちょっと違うレベルだというふうに私は思っておりますけれども、こういう転
用期待自体を鎮静化するということは、ある意味では農地を貸しやすくするといいます
か、逆に言いますと転用期待があるからなかなか農地を手放さないといいますか、貸しに
出さないというものに対しては、ある程度有効な措置として機能するだろうと思います。
あるいは、委員がおっしゃいました有効に利用していないものについては、有効な利用を
きちんと義務づける、またある意味ではそういう規制を強化するということも貸し出す方
のいわば後押しをするということですね。そういう意味合いがやはりあるのだろうという
ふうに思っております。  
 それからもう一つは、私はやや抽象的な言い方で恐縮でありますけれども、農業構造を
強くするためには、その周りの農村構造がどう健全であるかということは非常に大事だと
いうふうに思っているわけであります。これはいろいろな形でお話を申し上げることがで
きるかと思うのですけれども、先ほど専門委員もおっしゃいましたけれども、どうかする
と認定農業者といったような形で村の中で規模を拡大していくと浮いてしまうということ
がやはりあるわけです。これは今の農村は私はもう完全にヘテロ化した社会だというふう
に考えているわけでありますが、したがいまして、農業で規模の小さい、そういう世帯の
方も何も全然肩身の狭い思いをする必要はないわけでありまして、逆に言いますと、農業
で、まあ認定農業者でも何でもいいわけですけれども、立派にやっておられる方は、だか
らといって村の中で威張る必要は全くないわけでありまして、要はお互いにみずからの役
割が違うのだということをもうちょっと直視するような、そういう気風が必要ではないか
というふうに、やや抽象的で恐縮ですけれども、思うわけであります。  
 これまでの農村の政策というのは、例えばきょうの資料の中にもございますけれども、
「集落ぐるみ」といったような表現がされると、ついつい差があることに目をつぶるよう
な、どうもそんなニュアンスがあったような気がするのです。私はこれから農業でやって
いきたい、頑張っていきたいという人をサポートするとすれば、そういう人はそういう人
だ、別の世界で頑張る人は頑張るのだというような形で、お互いに役割の差違を徹底的に
認識することが大事だろうというふうに思っております。  
 それからもう一つちょっとつけ加えますと、私自身、土地利用型の、特に都府県の土地
利用型農業の構造政策で非常に厄介な問題は、経営は大きい、しかし地主さん、つまり土
地所有者は非常に小さな農家ということで、20人、あるいは30人、場合によったら40人を
相手にするという、そういうことがあるわけですね。こういう農業構造というのは恐らく
歴史的に見てもそんなにないのだろうと思うのです。大きな地主があって、小さな農場が
あるような、例えばイギリスのようなタイプとか、そういう場合には経営者は１人の地主
を相手にすればいいわけでありますけれども、これからの日本の場合には10人とか20人と
かの、中にはへそ曲がりの方もおられるような方をいろいろ考えながら交渉なりをすると
いうことがあるわけですね。これは先ほど申し上げました水の高低差の問題なのかパイプ
の問題なのかちょっとよくわかりませんけれども、こういった担い手の側のいろいろな負
担を軽減するという意味でも、農村の中で農業で伸びていきたいという人をうまく支える
ような仕組みをいろいろ考えていく必要があるというふうに思っております。  
 ちょっと長くなりましたけれども。  



○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 私も農村の実態の方は余り知りませんので、単なる感想めいたことを申し上
げるだけなのですが、きょう私がこの報告の原案といいますか、拝見していて一番興味を
持ちましたのは、最初にまず２ページ目のところでもって分析として、経営体としての農
家と、それから資産保有的・生きがい的な農家との分化という分析から出発して、どうい
う政策を立てるべきか、そんな構造になっていると思いますが、まずその点に関連してで
あります。  
 恐らく、経営体としての農家の方は、これはますますさらに経営として効率的に、さら
に規模が大きく進んでいくという政策をさらに続けるということになるのだと思います
が、若干私が位置づけが少し、まあよく読むと結局はそうおかしくないのですけれども、
必ずしも、漫然とお聞きする、あるいは見ていてわかりにくかったのが資産保有的・生き
がい的な農家、別にこれは分析のところでこういうふうに位置づけろということではない
と思いますので、あるいはちょっと私のような言い方は少しおかしいかもしれませんが、
この部分の表現なり位置づけがこれで適切なのかどうかというのがちょっと気になりまし
た。  
 それはさらにどういうことかといいますと、こういう農家に対して、じゃあどういう政
策がそれに対して対応して取られるのかということなのですが、一方で恐らく権利移動の
話、流動化の問題も出ていましたし、現在こういうふうに位置づけられる小規模な農家で
あってもさらにそこから大規模化へ土地が流動する、農地が流動化する施策が取られるべ
きである。そのためにいろいろな施策が書いてあるのだと思いますが、他方で、最後の方
にちょっと出ていましたように、集落営農というのでしょうか、ある意味でもう小規模で
ある農家を前提として、それで何をするかという、これはちょっと方向が当然違うわけ
で、そこら辺の位置づけが若干違うニュアンスのものが必ずしも余り明確に分けていない
のかなという気がいたしました。  
 それと関連いたしますけれども、この資産保有的・生きがい的農家というのは、要する
に小規模な農家だと思いますけれども、政策として将来どっちの方向に持っていくのか、
あるいは単純に、さっき言いましたように流動化の方に持っていくのか、あるいはそれを
前提として何か積極的な意義をそれに見い出すのかという、どちらか二者択一では簡単に
は済まない問題だと思いますけれども、しかしどの程度どっちで、どの程度は最小限残す
ものなのか。そういう位置づけが必要なのかと思いました。  
 恐らく、私も実感としては、あるいは単なる空想かもしれませんが、何らかの形でコミ
ュニティとして農家がそれなりに形成メンバーとして重要な位置を占める以上、小さな規
模であってもコミュニティを形成する農家としての最小限のものというのはやはり重要
で、これは恐らくなくてはいけないと思います。しかし、それ以外のものでやはり効率的
な経営ができないものは、できるだけ効率的な経営に移転するような形で、現在の資産保
有的と位置づけられている部分を流動化する必要があるのかなということでございます。 
 それと関連してでございますけれども、資産保有的、これも農家の方々はどういう意識
を最近お持ちなのかわかりませんけれども、だんだん規模が小さくて資産保有的なそうい
う財産だという意識を持つと、例えば家族でもって何人も子供がいるというときに、経営
として位置付けるわけではないものですから、どうしても財産として自分も欲しい、何と
なく共同相続のことを考えているわけですが、さらに分割されていくのではないだろう
か。さらに、そうすると経営効率からするとなかなか難しい状態になって、しかし、それ
でも資産保有として、あるいは生きがいとしてちょっとでもあればいいというわけだとす
ると、それでも構わないという方向にどんどん行くのかもしれない。  
 従来は比較的、恐らく小さい規模であっても経営として位置付けているので、例えば子
供の中で経営したいというのがいるとそこに農地を集中させることが行われていたと思い
ますけれども、資産的にとらえればとらえるほど分割がさらに進む危惧がないだろうか。
そういう意味で分割を何か抑える方法というのが必要なのかもしれない。諸外国では農地
に関しては相続法でも特別な法律があるところが多いと思いますが、そんなことももしか
したら必要なのかもしれないと感じております。  
 それから、こういう小規模の農家の中で流動化する方についてですが、これも私も別に
妙案があるわけでもないし、ただ感想でございますけれども、この報告書の中でも出てま
いりました受託化というのでしょうか、あるいはそれにちょっと関連するのかもしれませ



んが、例えば都市部ですと小規模の土地というのをいわゆる土地信託ということでまとめ
て、まあこれは信託で一応名義は移るのですけれども、別に完全に土地を奪われるわけで
はなくて、都市部ですと比較的小規模の所有者たちが、信託で全体として何かうまくでき
るのだったらいいだろうということで比較的合意ができやすいので、あるいは農村でも土
地信託の農村版みたいなものも、これはいろいろ制度的な制約が現在信託の方も、あるい
は農地法でもあると思いますけれども、そんなものがあるいは考えられるのかもしれな
い。特に、人手がだんだん少なくなって、自分ではもう耕作できない。だけど、農地とし
ては保有していたいという人たちにとっては先ほど賃貸という話も出てきましたけれど
も、そういう小規模なものを集めて全体として規模の大きいものとしてやる方法としては
信託などというのがありますので、そんなものも使えるのではないだろうかと、ちょっと
感想でございますけれども、思った次第であります。  

○部会長 ありがとうございました。  
 今、二方の専門委員のおっしゃっているのは、やはり１つのシステムの問題ですね。私
の多少見たところ、例えば愛知の安城市みたいなところは、あそこは農協がもうたしか合
理化法人の資格を持っていて、あそこはトヨタ自動車があるものですから、農地を貸しに
出すわけです。貸しに出すところを全部任せてもらって、それで今度、あそこは3,000haぐ
らいありますか、そこへ100ぐらいの個人ないし法人の担い手みたいなものをやはり認定と
いうのをやるわけです。そこへ、なるべく近いところへ集めてくっつけていくということ
をかなりうまくやっていますね。  
 それから、私は外国に勤務したことがありますが、北フランスなんというのは共同相続
ですから、そして大規模経営ですから、50haとか80haなんてざらにあるわけですね、100ha
まである。もう地主は30人も50人もいる。ところが、経営者はその顔も名前も知らないの
です。間に一種の不動産屋さんみたいなのがいて、零細な土地を農場単位に集めて貸し出
すという、フランスではノテール、ノテールと言うのですけれども、公証人なのですね。
恐らくもとは公正証書で遺言書をつくるというところの相続から始まっているのだと思う
のですけれども、ノテールというものがありまして、それが集めて、だから小作料も一括
してもらって、それをパリだとかリヨンだとかに住んでいる共同相続人の口座に全部振り
込むというような、そういうことが事実上、歴史的につくられたシステムとしてあるので
すね。やはり何かそういういろいろな形のシステムが考えられると思うのですけれども、
それを工夫していく必要があるのではないかなと思います。  
 それから、定額小作料とか標準小作料の話が出ましたが、今はちょっと先ほどお話があ
ったのとは考え方が違っているのではないかと思うのですけれども、事務局、いかがです
か。  

○事務局 標準小作料でございますけれども、これはいわば借り手、農業の経営者の方の
経営が安定化するようにということが１つの目的と、それから小作料が相対でまちまちに
決まりますと、かえって農地の流動化を阻害するので、一応こういう地域についてはこれ
が標準的な小作料というのを農業委員会がそのガイドラインをつくっていただくとかえっ
て貸し手と借り手の貸し借りがスムーズに行くだろうというその２点の役割を持っておる
と思いますので。  

○専門委員 おっしゃる点は私も理解しているつもりなのですけれども、例えばこの地域
の相場、相場といいますか、大体どういうところで借地料が形成されているかということ
をアナウンスするということが今の御答弁の後段の部分に相当すると思うのですけれど
も、それはまさにアナウンスをするような機能を別の形で残すことは私は可能ではないか
ということを考えております。  
 それから、今は一応、もちろん例えば２万円に決まった場合に２割ですか３割ですか、
それを超えた場合には減額勧告できるというようなことで、ある種の規範性をやはり持っ
ているかと思うのです。私、先ほどそんなに大きな障害ではないと申しましたのはそのあ
たりもあるのですが、今、３年に１度改定ということでございますね。それで、逆に言い
ますと、その期間はその水準が固定されるということで、地代水準が上昇しているとき
と、それから今のように全体として下がる圧力が働いているときではやはり制度の持つ意
味が多少違うのだろうと思うのです。そのあたりを非常に深刻に考えるかどうかというこ



とですが、私はそれほど深刻には見ておりませんけれども、しかし何か小なりといえども
障害になるようなものがあるとすれば、ここはやはり見直しておく必要がある、見直すと
いいますか、検討してみる必要があるのではないか、そういう趣旨で発言申し上げたつも
りでございます。  
 それから、定額金納という問題も、例えば昔流の言い方で言いますと借り分けというよ
うなことであれば、リスクをお互いにシェアできるというようなそういう利点もあるわけ
でございますね。原則、私、今金納で定額ということになっているかと思いますけれど
も、そのあたりはもう少し柔軟に、恐らく当事者同士、いろいろな好みといいますか、い
ろいろな考えがあると思いますので、それを素直に反映できるようなことに道を開いても
いいのではないかというような趣旨で申し上げたわけでございます。  

○事務局 後段の定額金納でございますけれども、これは先生御指摘のようにもともと経
営者、小作人の保護のための規定でございますけれども、今はそれほどこれを厳格に遵守
するような客観的な情勢にないと思いますので、これは十分弾力化、物納制とかなどにつ
いても大いに勉強してみたいと思っております。  
 それから、標準小作料でございますけれども、先生御指摘のとおりでございますが、あ
くまでこれはこの制度前は統制小作料でございますけれども、標準小作料ということでガ
イドラインでございます。全国的には３年に１回でございますけれども、その間も全体と
して地価、小作料が下がる傾向のときには現実よりやや高めの水準になる可能性もありま
すが、その辺はまた農業委員会が現地の実情に即して見直して、適切な指導をしていただ
くことになるのかなと思っております。その辺はまた農業委員会のお役目にも期待したい
と思っております。  

○委員 今、部会長からも発言が出ましたので、ちょっとそこで、私どもは規模拡大頑張
れと、こういうことなのですが、やはり一番我々大規模化で課題になってくるのは、団地
化なのですね。でないとコストは逆に大変なアップをしてしまう。団地化するために、
今、中間調整システムというのが御指摘があったのですが、その機能を第三セクターが果
たすべきというのが私の持論で、経営はやはりあくまでも農業者でやるべき、また経営体
でやるべきであって、公共経営というのは私はどうも気になるわけでございまして、その
中間システム、それを力強くやっていただくと、第三セクターというのは非常に大きな機
能を占める。そこが、今、構造政策のキーワードではないかというふうに考えるものです
から、団地化施策を非常に重視していただきたい。これがないと、いかに利用権であろう
と、所有権の移転であろうと、大規模化いたしましても大変な、私たちもわずか30haのお
米づくりをしておるわけでございますが、25本以上の水利調整に、溝掃除に出ていくとい
う、もう大変な問題が出てくるわけでございまして、これは集落営農というのはそういう
ところが出てくるだろうと思いますけれども、なかなかその辺での中間調整システム、こ
れは非常に、民間の方がかえってやりにくいのかもしれませんが、民間を入れた第三セク
ターで、そこでこれを調整していただけるシステムがあると、これは本当に機能させてい
ただくという意味でございますけれども。  

○専門委員 具体的な問題でいろいろな御意見が出ているところでございますが、もう一
度私、本日のテーマの構造政策の中の基本的な考え方という部分について考えてみる必要
があるのではないかと思います。  
 きょうの資料、多くの先生方からもうすでにコメントがございましたように、私も問題
の指摘、あるいは提案の中身等において特に異論を持っているものではございません。非
常によくできているというふうに評価したいと思います。しかし、部分部分によってはも
っと強調すべきではないか、あるいは誤解がないようにもっと明確化すべきではないかと
思われる箇所が幾つかあります。それを一、二申し上げます。  
 まず第１に基本的な考え方のところ、資料としては４ページのところに基本的な考え方
が述べられております。その中の中段の①という考え方の冒頭に、「国内における食料生
産の担い手を農業の経営者として確保するとともに、その経営の発展を図ること」という
ふうに述べられまして、「経営」というものを強調しておられる点については評価ができ
ると思います。  
 しかし、ここで大切なことは、現在の現行基本法、これは15条に「家族農業経営の発展



と自立経営の育成」ということで副題をつけてはっきりと書いてございますが、そこから
いかに変わっていくかというかなり今回の調査会の大きな変更部分で、見直しの部分では
ないかというふうに考えております。したがって、今後の農業の経営者というのは家族経
営、これは私はもちろん否定するものではございません。しかし、家族経営だけではなく
て、多様な形でその経営体を確保していくというところが最も重要なのであり、先ほど来
の例えば法人化の問題にしてもすべてそこにつながっていくわけでございます。したがっ
て、この冒頭の基本的な考え方の中に、多様な形で経営体を確保するというような、はっ
きりと誤解が起こらないような記述が必要ではないかと、こういうふうに思っておりま
す。  
 それと同様に、例えば後段のところに「経営の発展を図る」、こういうふうに叙述され
ておりますが、これもさらに踏み込んで、産業として農業の確立を目指すという観点から
農業経営をなさる方は国の施策に依存ばかりしてはいけない。依存し過ぎないような自立
的な経営の確立を目指すということをはっきり基本的考え方の中で明記すべきではないか
なというふうに思います。  
 現行基本法に戻ってみますと、確かに家族、家族経営というものを対象にしてこの法律
はできておりますけれども、そこの中には「経営」という言葉をやはり使っております
し、それから「自立」という言葉も使っているのですね。したがって、この「経営」、あ
るいは「自立」ということも今までよく論議されておるのですが、そのことと一緒になっ
てはまずいのではないか。現行基本法における自立というのはあくまで家族経営というこ
とに対する、それの自立だという意味で、我々が今後多様な担い手として、多様な経営体
という場合の自立というのはもっともっとスケールの大きい、極端に言うなら国際的にも
競争できるような、そういう経営体として自立するのだ、こういう意味が込められている
はずなので、それが誤解を生まないように明確に記述された方がいいのではないかという
印象を受けました。  
 それから、同様の観点から７ページの記述に、「農業の担い手が」という下りがござい
ます。「農業の担い手がその経営を発展させるとともに、そうした経営体が生産の相当部
分を担う構造をつくることが重要である。」ここの主語は「農業の担い手」ということに
なっておりますが、くどいようですが、先ほど申し上げました趣旨から言って、例えばそ
このところに「多様な形態の自立的な経営体が」というようなことを重ねて入れれば、も
っともっと明確になってくるのではないか、このように思います。  
 私の意見はそれだけでございますけれども、さらにこの問題と関連いたしまして、法人
化の推進について若干触れさせていただきます。同じく資料７ページで「農業経営の発展
のための条件整備」として、経営の発展、農地の流動化、法人化の推進、施策の重点化、
集中化、こういったことが掲げられている点、これは高く評価したいと思います。しか
し、これはある先生も先ほど御指摘があったのですが、私もこういったものは今までもや
ってきたことなのだ、やってきたことなのだけれども、十分な成果が得られなかったこと
なのだ。なぜそれが得られなかったかというようなことをしっかり原因も把握した上で、
これまでの延長線ではなくて、思い切った措置を講じていくべきだというふうに思いま
す。中でも法人化の推進ということにつきましては、それによって農業経営の活性化が大
いに期待できることだというふうに考えますので、そのための農業生産法人の事業要件、
あるいは構成員要件、あるいは業務執行役員要件、こういったものが現在厳しく課せられ
ている規制がございます。これは思い切って大幅に緩和すべきだというふうに考えます。 
 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 高邁なお話の後で、ちょっと私のやくざのようなお話で申しわけございませ
ん。  
 余り専門的には私も農業についてはわからないのですが、一応今までのお話の中で大体
この筋書きは大変それなりに文句なく、余りにも文句なく行きそうだという印象でござい
ます。それで、一番私もやはり前半のお話が大変暗かったのです。農業がどんどん衰退し
ていくような話ばかりの中で明るい見通しはどこにあるのかな。農業をどういう人たちが
やってみたいという気を起こさせるのはどういうところにあるのかなということが私の一
番の関心でございます。そうしますと、やはり法人化の問題ではないかと思うのです。  



 それで、先ほど３年ぐらいいると独立したくなるというお話をしていました。いわゆる
就農者でございますが。それで、私はこのぐらいが適当ではないかな。実は、テレビ局で
もどんどん新しい人が入ってくるのですが、皆さん片仮名の職業の人というのは２～３年
でどんどん独立したがるのです。恐らくそういう感覚で農業も独立を目指しているのでは
ないか。それで、あるカメラマンなどは２年間で卒業させてしまうのです。３年いると自
分のノウハウを盗まれるから嫌だということで、２年で、はい卒業と言ってしまう。失敗
したらおまえのせいだよということで、失敗をしながら皆さん独立していくわけですね。 
 そういう意味で、農業が同じような感覚で仕事を覚えられるかどうかというのはこれは
また別問題なのですが、本当に技術を盗みたいという人は残っていくのです。そうじゃな
い人はまたどんどん独立していく。それで、その人たちが独立しながら自分たちで別な人
脈をつくってネットワークをつくっていくということで、これからの村というのはそうい
う形で展開していくのではないか。やはり一番若い人たちが嫌がるのは情報がないという
ことなのです。そういう意味で、自分たちでネットワークをつくることによって情報がた
くさん入ってくる。  
 また、例えば私などは、ここにいらっしゃる方は例外でございます。よく言っておきま
すが、リタイヤした人たちの男性が大勢いらっしゃいます。この人たちにふるさとツアー
とかいう形で自分のふるさとにボランティアで、まあ多少往復のバスとかたばこ銭ぐらい
は何とか出してでも、自分たちの出身地に行って、それでウサギ追いしではありませんけ
れども、自分たちの愛した土地、育った土地に何らかの形で参加する仕事というのを見つ
けてあげる。また、そういう人たちはそういう人たちでたくさん社会で経験した情報とい
うものをもたらす。そういう意味で、年輩の人たちは自分たちの情報を持ってくる。若い
人たちは若い人たちでグループをつくって情報を持っていく。そういう形でアメリカあた
りは多国籍人種なのですが、日本の場合にはこれから世代別人種といいますか、そういう
社会の構成になっていくと思うのです。ですから、そういう形のつき合い方、農村のあり
方、これは農村だけではなくて、都市も同じです。日本の国そのものがそういう構成にと
いいますか、価値観といいますか、社会の流れが変わっていくようになると私は予想して
おります。  
 そういう意味では、これから農家が大変バラエティに富んだ村づくりになっていくので
はないか。そういう意味では、３年間で卒業させて、また次に新しい人、そのかわり指導
のお仕事は大変ですので、それなりに見合ったまた手当なり何なりということを考えてい
って、次から次と農業者を卒業させていく仕組みが１つの方法ではないかと思います。  
 以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 農地の関係で少し申し上げたいと思います。  
 先ほどから農地の関係についてはたくさん出ておりますけれども、特に８ページにもあ
りますように、「農地の流動化推進体制の強化」でありますが、農業構造の変動に対応し
て担い手に農地利用の集積を図る。それは最も耕作効果を高めるものだというふうに思っ
ておるわけであります。したがいまして、農地の流動化の推進体制が必要だろうとこう思
っております。その場合に、農地保有合理化法人の農地の中間保有機能と農業委員会系統
の組織の斡旋運動が融和できるような、効果的に発揮を望みたいとこう思っておるわけで
あります。  
 それから、我々県段階ではいろいろの組織を持っております。例えば、農業公社なりそ
ういったような中で担い手、あるいは経営対策と農地対策を一体的に進める体制が整備さ
れておるわけでありまして、この点は極めて今後も重要だろうというふうに思っておりま
す。  
 その次に16ページの、先ほども議論がありますが、農地の確保でありますが、私どもも
やはり必要な農地総量というものはきちんと目標を明示すべきだろう。これはやはり国の
責任において必要だと思っております。言うなれば、農地を保全、確保していくためには
従来の土地、農地に対する公共的な規制が今まで以上に必要になってくるのではないか。
現実には規制緩和が進められておるわけであります。原点に立ち返ってこの都市計画制
度、あるいは農振制度、さらに農地法を厳正に運用しながら、計画的な土地利用を定着を
させていくことが重要であると思います。例えば、市街化調整区域の農用地の除外、開発



につきましては、私どもも５年ごとの線引き見直しで対応しておりますし、またそれぞれ
の段階では都市計画、マスタープラン等々を策定しながらこの整合性を図っておるわけで
ありますので、そういう面でのきちんとした規制が大事だろう。そして、都市計画法、農
振法、農地法の本来の趣旨に立ち返った運用がより求められるのではないかなというふう
に思っておりますし、その内容、方策についての検討が重要だろう。  
 それから、資料の３ページでありますけれども、平成７年から22年、先ほどもお話があ
りましたが、この29万ha、転用面積の推計でありますが、今後どんどん農地が減っていく
ということは、先ほどの総量確保の面と合わせましてその具体策というものをどうやって
いかなければならないか、極めて憂慮されるところであります。したがいまして、農業・
農村整備計画制度というものの創設等もこの際に考えていくべきではないかなと思ってお
ります。  
 また、繰り返しになりますが、中山間地域では耕作放棄地は今どんどんどんどん植林と
いいますか、そういう転用方策に変わりつつありますし、非常に多いわけであります。こ
のことはやはり将来的にも緑、土、水を守るということで重要であるのではないかな。そ
ういう意味で、この新しい中山間地域における農地保全の仕組みがより主導的に必要なの
ではないだろうか。  
 私どもの平場ではそういう放棄地はございませんけれども、特に今日、医療機関、ある
いは学童農園、市民農園というふうなところでうんと利用できるようにやっておるわけで
ありますが、こういうニーズにつきましても、農地制度の中にそういう項目が入らないも
のだろうかなというふうに思っておるわけであります。そして、特に地方分権推進委員会
の第一次勧告にもありますように、総量確保の問題、農振地域のやはり制度の充実という
ことが言われておりますので、こういう面につきましても全体的な農地総量というものは
きちんと確保していくべきだろうというふうに思っております。  
 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 それでは、関連して今のことを申し上げますが、先ほど専門委員もおっしゃいま
したけれども、農地の総量確保ということは、中間取りまとめにも書いたわけですけれど
も、それはどのぐらいの水準かというのは大変大きな問題だと思うのです。先ほど会長代
理がおっしゃった畑と田んぼの区別で、水田にはほとんど耕作放棄はないという、有効に
使われている。それほど大騒ぎする必要はないとおっしゃったのは、つまり畑で、しかも
中山間地でもともと余り利用価値が低いところについては、耕作放棄だ云々ということを
数字でどうこうする必要はないという意味だと思うのです。それであれば、もうその部分
は農地としての利用価値がなくて、むしろ環境保全とかそういう意味で残すなら残すとい
う観点ですれば、ここの部分の例えばケースⅡで79万haが耕作放棄になるなんということ
をしないで、もう農地の面積そのものが全体として減る。その中でどれだけを確保するか
という考え方にしていいのかどうかということですね。それで、これは数字がどのぐらい
かということは恐らく食料部会で食料の供給力が、食料の必要供給力というのですかね、
それがどのぐらいかということとあわせて議論をする方がいいのではないかと思いますの
で、そのことも含めて、近いうちに合同の部会もあるようですから、そういうところであ
る程度総量確保の面積というのは出していった方がいいのではないかというふうに思いま
す。  
 それから、今の農振法の関係で言えば、これもあるいは農村部会との関連での話になる
のかもしれませんけれども、先ほど来皆さんの御意見で出ておりますように、この農振法
の適用除外みたいなことをやはり厳格にしていく。それを例えば農村の全体の計画の中で
どういうふうに位置付けられるかということをきちんとすることが、今の総量確保にもつ
ながるのではないかというふうに思います。  
 それから、皆さんから御意見が出た中で、私が特に触れていなかったので短く申し上げ
ますと、皆さんがおっしゃった農業生産法人制度の見直しは、特に９ページ、10ページ、
それから13ページまでですか、いろいろな取り組み事例も含めてこういう形の提案という
のは私は大変結構なことではないか。これがまず大前提になる必要があるのではないかと
いうような気がいたします。  
 それから、ちょっと農地のことを離れまして、皆さんがおっしゃった中で、私も認定農



業者の制度というのはやはり今かなり数を確保するというのが大目標みたいになっている
ような感じがいたしまして、立ち上げのときのいきさつからあるいはそうなのかもしれま
せんけれども、地域で浮き上がるとか何とかということは、私も確かにあちこちで聞くの
ですが、やはりそういう担い手をせっかく明確化して、そこに政策を集中するということ
を中間取りまとめで書いたわけですから、それをもうちょっと単なる手挙げ方式ではなく
て、明確化して、そして、ですからもうちょっとメリットを与えるということが、この場
合、必要なのではないかなというふうに思いますけれども。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 先ほど言い残した点が１点ありますので申し上げます。  
 農地の有効利用に関してなのですが、18ページになろうかと思います。そこで特定利用
権制度、それから遊休農地に関する措置、いずれも申請、実績なし、要請、実績なし、あ
るいは勧告、実績なしという形になっているわけで、これはやはり制度の失敗だと思うの
です。つまり、こういうものをつくった目的は立派だったにしろ、それを制度化する上で
問題が出てくるというのは制度自体がおかしいのであって、これを市町村長さん、あるい
は知事さん、しっかりお願いしますよということだけではだめなので、根本的なその見直
しといいますか、遊休化を防止する１つのルールづくりをやはりきちんと見直す必要があ
るのではないかと思います。それはこうこうこういう場合には農地保有合理化法人が必ず
預かることにするというような１つのルールをつくっていくというのはあるかと思います
し、それから規制で持っていくというのも１つの方法かもしれません。  
 それから、この中で出ていない案としては、私自身は昨年度の部会で申し上げたことも
あるのですけれども、もう少しやはり農地税制の利用といいますか、現行農地に関する法
律、あるいは決まり、それから施策というのは現況主義なわけですね。現況農地主義で、
そこには資産として、農地として使えるものであればそれは農地として認めていくという
方法であって、これをもう少し別な形でフローといいますか、１年間なら１年間をターム
にしてどれだけそこで有効利用されたのかということをきちっとチェックしていく必要が
ある。そのチェックがないがためにやはり耕作放棄地、それから未利用地の問題が出てく
るということになろうかと思います。  
 そのときにいろいろチェックして勧告したり何かするという制度はやはり人と人がやる
形になりますとどうしてもその地域の問題だとか、先ほども問題点が指摘されましたけれ
ども、ありますし、それから市町村長、あるいは県知事の権限という形になりますと、こ
れはこの席にもおられますから申し上げにくいのですけれども、やはり政治家ということ
になりますとやりにくい部分というのはどうしても出てくるのではないかという部分があ
るわけですね。したがって、そのあたりはもう少しきちんとしたルール化でこういう状況
になったときにはどこかが、言葉はなんですけれども、召し上げる、あるいはどこかが預
かるというような制度。それからもう一つは農業をやっていないのだったら、これは農地
として認められないのだから、例えば固定資産税の優遇税制だとか相続税の猶予というも
のは取り消すというような、そういうやり方があると思うのです。  
 我々もいろいろな物を書いたりプロジェクトなどをやっていて必要経費がかかったとき
には、レシートを出して初めて税務署は必要経費と認めてくれるわけで、きちんとそこで
農業をやっているのだというレシートを出して初めて優遇税制が受けられるのだという、
そういうシステムを考えることも必要なのではないかというふうに思います。  

○事務局 今の遊休地等の利用のもうちょっと制度的な見直しを行えという御指摘でござ
います。私どもさらに勉強してまいりたいと思っておりますけれども、私どもの悩みを申
し上げますと、今の特定利用権も、これは共同、市町村等が公共的に所有する、要するに
個人に特定利用権は設定できません。それから、耕作していない場合に勧告というところ
までしか行っていない。例えば、買い上げるとか、預かるとか、あるいは何らかの規制を
行うということになりますと、憲法29条の私的財産権の保護とのかかわりで、単に農地
を、非常に食料危機に見舞われているというような時代なら別でございますけれども、公
共の福祉の観点から農地の利用についてどの程度公共的な制約を課せることができるかと
いう憲法上の議論をいたしますと、ぎりぎり現在の特定利用権とか勧告などが限界だとい
うのが、今のところ法律的な議論をしてここまでしか到達できないというのが現状でござ



います。私どももっとできるといいのですが。  
 それから税制のお話がございましたが、今、農地はいろいろな面で税制上、優遇がござ
います。それで、耕作放棄したらうんと税金を高くするという、そういう制度も考えられ
ますけれども、それはそれこそ政治の問題になりまして、これは現実は極めて政治的に難
しい。したがって、きちんと利用するところは安くするという税制、要するに特例措置
は、軽減措置はいいのですけれども、課税強化というのは生産緑地制度でバブルの時に、
あの大変な地価の暴騰のときに初めて実現したように、税制の課税強化によって土地の利
用をあるべき姿にするというのは政治的にも、例えば特に今日など難しい事情にございま
して、実際に現実性に乏しいのではないか、そういう悩みがございます。  

○部会長 会長代理、県知事としていろいろ御感想があろうかと思いますけれども、ちょ
っと。  

○調査会長代理 それでは、もう大分時間もたったところで御苦労さまですが、二、三感
想めいたことを申し上げさせていただきます。  
 私は知事という仕事をしていますと、農業だけ面倒を見ているわけではなくて、町の商
工業者の面倒も見ております。最近、世の中の風潮というのはやきもちというのがいろい
ろな形を取って世の中を乱す原因になっているわけでありまして、例えば１ページから２
ページにかけて農地がかい廃するとか何かいろいろございますし、後継者がしたがってい
なくなるとかいう話もあります。商店街でも全く同様でありまして、私は宇都宮の真ん中
の商店街に生まれた商売人の息子ですけれども、友達がみんな店をやめる。おれの代でお
しまいだと。子供がいないのですね。今、全国で47県ありますが、13の県がすでに人口減
少県です。あと７年たちますと25県が減少県になります。これは全部厚生省が発表してい
るわけですが、25県というのは全国の半分以上の県が人口減少県にあと７年後になるわけ
ですね。あと20年後には40県がなります。47県中40県が人口減少県になる、ものすごい勢
いで人口が減る。これは単に減っているだけではなくて、子供が少なくなって年寄りがふ
えるといういびつな形での現象でありますから、事態はもっと深刻なわけですね。  
 したがって、後継者がいなくなるという話、農業者はうらやましい。いろいろ寄ってた
かって面倒を見てくれるけれども、おれたちはどうしてくれるのだという話があるのです
けれども、名案があるわけでもないのです。耕作放棄地の話があります。これは商店街に
言わせれば空き店舗でありまして、宇都宮の中心市街地にもあれっと思うようなところに
どんどんどんどん空き店舗がふえてきております。  
 しかし、それはそれとして農業の方が大事だということかどうかは別にしまして、農業
にいろいろな施策が講ぜられることは大変結構だとは思いますが、したがって、耕作放棄
地を非常に言挙げして大事だというときに、ぜひ田んぼか畑か、内地と北海道との問題指
摘は違うはずなのでありますし、田んぼで耕作放棄地というときにどういう調査をしてい
るか知りませんが、稲作転作を強引に推し進めている過程でちょっと田んぼをほっている
というものが耕作放棄地に数えられるとしたら、これまた気の毒な話でもございますし、
騒ぎ過ぎではないかと言ったのはちょっと言い過ぎかもしれませんので訂正はいたします
が、もう少し細かく見て、確かに耕作放棄地はふえるのでしょう。これからもふえてくる
だろうと思いますが、畑でふえる部分と田んぼでふえる部分とにはかなり意味合いが違う
ということを１つ踏まえていただいた方がいいような気がします。畑の方で耕作地の放棄
地がふえても、私はそれほど政策的に問題にするようなことではないような気がしており
ます。農業生産としてもそれほど生産力が高いわけでもございませんので、そんなのが１
ページから４ページあたりについての感想であります。  
 それから議論も、あといろいろ読んだわけですけれども、10ページでちょっと、これも
また質問みたいな話なのですけれども、これから法人化を進めるいろいろ議論があるわけ
ですが、なお書きで、今の農業生産法人というのは農村らしい、あるいは土地の人たちが
つくった会社ということで、そういう意味での、農業らしいという意味でのいろいろな制
約が有限会社にも合資会社にもついているわけですね。この農業生産法人制度をつくった
のはたしか昭和37～38年ごろだったと思いますが、そのころの通達を見ますと、なぜ株式
会社をその中に入れなかったかというところに、株式会社についてはそれが株式の自由譲
渡制を本旨とするために生産法人制度になじまない。かつ、農業生産法人の要件、今、有
限会社にもいろいろ条件がついています。もし仮に条件をつけて入れたとしても、農業生



産法人の要件を欠くことになる危険に不断にされされることから、農業生産法人は株式会
社には入れないのだということを、その当時はっきりと我々は示されて、それを１つの考
え方の根拠にして行政をやっているわけであります。したがって、農業生産法人を見直し
ていろいろ条件を緩和するというのはそれはそれで結構なのですけれども、そこに株式会
社をもし入れるということになる場合には、生産法人の要件を欠くことになる危険に不断
にさらされなくなったのかどうか、株式会社制度がですね、その後、商法改正になって。
実態的にそういうことがちゃんと担保されているのかということはよっぽどよく検討して
いただきませんと、ちょっとまずいのではないかなというのが私のそこの印象でありま
す。  
 それから、さっきちょっと妙なことを申し上げましたけれども、農地法で許可、不許可
できないのかというのは、17ページですか、今度法律が改正になって都道府県知事の機関
委任事務制度が廃止になったということで、あれは法定受託事務か何かになったのでしょ
う。それで、許可基準もきちんと法律に書くというようなことで、17ページの右上にあり
ますように、農地転用許可基準で、これはこういうことになっていたら許可してはいけな
いという意味ですね。  

○事務局 はい。  

○調査会長代理 そうすると、「農用地区域内にある農地でないこと」というのはきちん
としていますね。そこにある例えば３番目の「申請目的の実現が確実なこと」とか、４番
目の「周辺の営農に支障を生じないこと」というのは、判断する県の側にかなり幅のある
判断ができることになります。そこで、さっき私は今の法律でも都市計画法のように「許
可をしなければならない」と書いていないのだから、今だって、許可をするときはこうい
うときでなければ許可してはいけないよというのはわかりますが、こういうときであって
も許可しないことができるのではないかという問題提起をしたのはそういう意味なのであ
りまして、ここは先ほどのお話でもピンとこないというか、わからないのです。  
 例えば、あるのですよ、純粋な非常にいい農村地帯に、最近の新聞報道のように、ほお
に傷のある人が拉致したとか、市会議員、町会議員をけがさせたとか事件があるわけです
ね。そういうのがたくさん来ているわけです。これは許可したくないわけです。私は不許
可しろと言ってるのですけれども、担当は困っているのですね。ほかの県で許可したのに
うちだけ許可しないのはということで、もう延ばせというので、やみくもに許可のタイミ
ングを延ばさせているわけですけれども、「申請目的の実現」ではなくて、４の周辺の営
農に支障を生ずると思えば生じますしね。純粋な農家の気持ちを乱すと言えばそんな見方
もできるわけですね。農地法の運用ということについて、これはこの調査会のテーマかど
うかは別としまして、そういう悩みがあるということを１つ御理解いただきたいなと思い
ます。  
 それから１ページ、４ページ、耕作放棄地、それからいろいろなこと全体を通じまし
て、前にも申し上げましたが、後継者問題というのは、個々の農家の後継者の問題の議論
をする、お世話をするというのも結構かもしれませんが、それよりもやはりそうではなく
て、山間地でいろいろなことを考えますと、地域としての、後継者と言うと変ですけれど
も、承継、今の農村の承継、中山間地をうまく維持していくための組織、個々の農家では
とても無理なので、公社、私は「公社的」と言っているのですが、公社的なものを、これ
もどこかのページにあるのですね、そういう組織を考えるみたいなことが書いてあるので
すが、18ページでしょうかね。未利用地とか何か、②の「農業経営の利活用の促進」の中
の「推進体制や手続の具体的改善策」、まあこの中に入っているのかどうか知りません
が、仕組みのあり方みたいな表現がありますが、市町村一本の第三セクターみたいなもの
なのか、各地域ごとのものなのかは別としまして、もうこれだけ農村で人がいなくなって
きます。その実態はいわゆる法人化の推進などによって防げるものでは全然ないのであり
まして、そういう農村を維持するとすれば、特に中山間地の場合などが中心ですが、不耕
作地の問題も同様ですが、何か組織をつくって、その組織にフェバーを与えて不耕作地、
不作付け地を減らすとか、中山間地の緑を守るとか、そういう新しい制度をぜひ考えてほ
しいなと、これがありませんと、そうかといって今の農業生産法人にそこまでやらせるの
は無理なので、私はそんな意識で県内の各町村に市町村の生産法人というのですか、それ
をつくらせているのですが、行く行くはそういう組織が農村を守るというか、農業生産を



支える、法人化によってそれが代替できるとはとても思えませんので、そこら辺の新しい
そういう仕組みを考えていただきたいなというのが私のお願いでございます。  

○部会長 事務局、何か。  

○事務局 まず農地転用の許可のことについて再度御指摘がございましたので、17ページ
のところでございますけれども、会長代理のおっしゃるように、許可しないものはしな
い。農地法は先ほど申し上げましたように、許可してはならない。許可の基準、そのポイ
ントは２つございまして、農地が優良なものであるかどうかということと、もう一点は建
設する施設がここにある申請目的の実現、ちゃんと建物を建てるかどうかとか、周辺の営
農に支障を生じないかどうかとか、あるいはその規模等が適正に、余り大きな規模等で買
い占めを目的としたものでないかどうかというような施設の妥当性という２つのチェック
ポイントがございます。これは法令で基準が示されてございますけれども、会長代理がお
っしゃるように、裁量がある程度あるわけですね、現場での。したがって、この許可基準
に照らして許可すべき事案ではないという、そういう説明をして不許可にしていただけれ
ばいいので、これは許可すべき案件だけれども、許可しないのだと言うとこれは法律上ち
ょっと難しい問題になりますので、その裁量の幅を極力使っていただくというのが現実的
ではないかと……。  

○調査会長代理 それはわかるのですが、なぜ難しくなるのかというのがわからないので
すよ。なぜ不許可にしたら法律違反なのですか。どこにも書いていないではないですかと
いう話ですね。  

○事務局 ただ、やはり国民の権利、利益の規制というのは法律上、必要最小限のもので
なければならないという憲法上の一般的な原則がございますね。だから、それは例えば裁
量権の乱用、あるいは許可権限の乱用であると言われる可能性がございますね。別にこの
農地は優良でもない、施設も必要最小限度なものであって、格別周辺にも被害が出ない、
なぜ許可しないのかという議論になりますね。  

○調査会長代理 それはこの冊子のあっちこっちに書いてあるのでありまして、食料の自
給力を確保するためだとか何とか、幾つも理屈はつきますね。私が言うのは意地悪を言っ
ているわけではなくて、本当に悩んでいるから申し上げているわけで、むしろ現場で法律
を運用させられる者の立場としたら、「許可しなければならない」と書かれた方がよっぽ
ど気が楽なのですね。そのかわり、それはひどい結果を生むのですね。それは純粋農村で
いいところ、水田地帯に競馬の馬券売場ができたり、車券売場、うちの県は一切認めてい
ませんけれども、訴えるぞと脅かされても、訴えるなら訴えろと言って頑張っているので
すけれどもね。どちらかといったら、私は楽か苦労するかということだったら、都市計画
法的な書き方の方がよっぽど楽ですよね。いや、もうこれで結構ですよ。  

○事務局 はい。それは知事さんにできるだけ裁量の幅を差し上げていると御理解いただ
きたいと思うのですが。  
 それから一点、10ページの生産法人について御指摘がございました。それで、37年の生
産法人の制度化のときの通達で、「不断に条件を欠く恐れがある」という通達がございま
す。これは実は有限会社なども、今、生産法人の要件、すなわち、構成員や役員の多数が
農業者でなければいけないという要件がございます。これもあるとき、法人でございます
ので欠く恐れがございます。こういうものをチェックするためには、一般論としてはだか
ら農業委員会等が行って、例えば毎年その法人から報告を求めて、生産法人の要件どおり
の組織で農業をちゃんと経営しているかどうかというのをチェックし、もし欠いておれば
勧告をし、それから現行、15条の２は37年に法律化されておりますけれども、要件を最終
的に満たさない場合には国がその農地を買収するというような規定もございますので、そ
ういった歯止めをかけるということは、法人の適正な農業経営の一般の問題として必要だ
と思っております。  



○部会長 それでは、専門委員。  

○専門委員 時間が押しておりますのでできるだけ手短に申し上げますけれども、二、三
言い落としている点がございますので、発言させていただきます。  
 資料で申しますと、ちょうど今の17ページのところでございますけれども、ここにほ場
整備事業等により云々というところがございます。ちょっと申し上げたいのは、構造政策
の観点と、それから農地の確保の観点から多少問題提起的なことを申し上げたいわけであ
りますけれども、１つは農業基盤整備事業の費用負担の問題で、この部会でも今までも多
少議論なり指摘があったかと思うのですけれども、私自身は、これはかなり地域性がござ
いますので、なかなか平均では議論できないのですけれども、農業のほ場整備事業が構造
政策を推進する上で物理的な条件を整えるという意味では非常に効果的であるケースが多
いというふうに私自身は判断しております。ただ、それが負担金が２万とか３万とか、面
整備で言えば３万とか、高いところではですね。さらに、経常賦課金が加わるというよう
なことになってまいりますと、事業の参加者は１反当たり４万とか払うということもある
わけでございますね。そうしますと、それが当然農地の貸し借りをするという場合にはそ
の部分が借地料のまあ下限といいますか、それだけはもらわなければ地主としては、土地
所有者としては合わないという、合わないならば貸さないというか、そういう意味では費
用負担の問題がある意味では構造政策のブレーキとして働いている面があろうかと思いま
す。また、そういう地域があろうかと思います。ですから、費用負担の問題、実は新しい
事業はかなり地元負担を軽減するようなものが出てきておりますけれども、これも含め
て、もう一度費用負担の問題を構造政策との関係で考えてみる必要があろうかと思いま
す。私自身は費用負担を圧縮することがある種の所得政策的な意味を持つという、そうい
う見解を持っております。  
 もう一つは、総量確保との関係でございますけれども、私は土地改良事業自体がかなり
性質を変えてきているというふうに思っております。もちろん、大区画の整備が必要であ
るとか、水利施設の高質化が必要であるということはございますけれども、全体として面
工事はある意味でゴールが見えてきているということがございます。それから、ほ場整備
はだんだん山の中山間に来ている。これはある意味では耕作放棄を防ぐためには非常に有
効な手段だと思いますけれども、いわば農地を保全するための整備であって、そういう性
格が強いものになってきていると思うのです。それから、水利施設なども更新事業の時期
に来ておりまして、かつてのように生産性を上げるためにこれだけの投資をしてもペイす
るという、そういう経済計算のもとでの事業とは時代的なバックグラウンドが違ってきて
いるというふうに思っております。  
 17ページのところに、「相当規模の公共投資が行われている公共性の高い財である」
と、私は全くそのとおりだと思いますけれども、ここを一歩踏み込んで、事業の仕組み方
自体を公共性の強いといいますか、現在は農家が申請を行って、その事業に対して認めて
補助金を出すという仕組みですけれども、少なくとも国、あるいは地方自治体と農業者の
共同事業ぐらいまでには公の関与があっていいのではないかというふうに思っておりま
す。農地の総量確保という話になってまいりますと、これは個々の農業者の判断を越えた
いわば非常に強い政策意思が働くということにもなるかと思います。そのほかにもいろい
ろな理由があるわけでございますけれども、土地改良制度についてはもう少し根本的に考
えてみるべき点があるのではないかというふうに思います。  
 最後にもう一点だけ申し上げますと、最後と申しながら一番最初のあたりに戻るのです
けれども、構造推計が出されております。この数字を拝見いたしまして、私、改めて感じ
ておりますのは、構造政策というのは、生産性を上げて、それがコストダウンにつながっ
て、それが最終的には国民の利益にもなるという、そういう意味合いを持つ政策だという
ふうに思っておりますけれども、と同時に、担い手を確保するその受け皿としての経営を
しっかりつくるという両面を持っていると思うのですけれども、どうも後者のしっかりし
た経営をつくるということにかなり重点を置いた物の考え方をしないと元も子もなくなっ
てしまう。経営がなければ、もうコストダウンも何もない。どうもそういう事態になって
いるような気がいたしたわけであります。  
 その点でちょっと気になりますのは、これは先ほど会長代理も別の文脈でおっしゃいま
したけれども、北海道と都府県の規模拡大のテンポなりについての評価については、私は
ちょっと区別して考えておいた方がいいのではないかというふうに思っております。私は



もう都府県の場合には何とか規模拡大のテンポを早めるような施策をあらゆる手段を講じ
るべきだというふうに思っておりますけれども、北海道の場合には、むしろ自立性の高い
農家が減ってしまうといいますか、農業経営を継続できないというような、全国的に言い
ますと非常に効率の高い、またいろいろな意味ですぐれた経営が立ち行かなくなっている
という、それが例えば農家数の減少という形であらわれてきているという可能性もあると
思いますので、北海道だけに限定する必要があるかどうかはあれですけれども、そういっ
たものと、それから健全な規模拡大のプロセスとしての農家数なりあるいは構造の変化と
いうことはやはりやや区別して考えておく必要があろうかと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  
 会長がお見えでいらっしゃいますので、何かきょうの論議を聞いての御感想でもお聞か
せいただければと思いますけれども。  

○調査会長 もともと今回の調査会は2010年に向けて、「くらしといのち」、それ自体が
今脅かされているというところから始まったはずなのです。つまり、危機感があるからこ
そ農業だけではなくて、農村も食料も国民の問題として議論しようというところから始ま
ったはずなのです。その意味で言えば、今、農業者が減っていく、農地が減っていくとい
うのは大変なことなのだという、そこが非常に大事な点ではないかと思います。  
 きょうの御議論の中で、大変に有益な御議論が多かったのですが、人間について、人材
についてほとんど触れられていなかったような気がいたします。私は最近よく農業者の集
会に呼ばれていくのですが、どこへ行ったって男ばかりで、女性の姿というのは本当に見
えないのです。実際には兼業農家の場合などは女性が主体的な役割を担っているのでしょ
うし、またそうでない場合でも女性の役割は大変大きいはずなのですが、今回、14ページ
に女性のことが書いてあって、多分それで委員の皆様方は安心されてしまったのかよくわ
かりませんけれども、まだ漠としたところがあるのですね。女性の経済的自立ということ
がなければ農村に入っていこうという、そのような意欲をどうしたってわかすことができ
ないはずで、単に子供を産めばいい、あるいは労働力として働けばいいということでは、
今の女性は来ないのですね。女性のそのような経済的な自立の条件をどう整えていくか。
あるいは、だんなさんと奥さんが経営体をつくっているような例が実際はどのぐらいある
のかですね。また、そういうところがどういうような収益を上げているのか、その事実を
もうちょっと具体的に示していただきたい。そしてまたそのような御夫婦で経営体をつく
っておられるようなところを大いにこれからも励ますような、そういう施策も必要ではな
いかと思います。  
 この女性の問題が１つと、もう一つは大都会に住んでいる人間で、農業をやってみたい
がどうしていいかわからんという、やってみたいが、しかしやってみて本当にいいのかど
うか、それもよくわからん。就農したいという決意ではなくて、どうしたらいいのかなと
いう人たちのために、週に２日ぐらい、土日を利用して農業体験をしていただく。学童は
もちろんですが、一般サラリーマンの人ですね。そして、農業経営とか農業技術の基本は
こんなものだということを知っていただいて、そしてその中から次の時代の担い手を求め
ていく。そういう職業訓練校、まあ就農準備校というのはあるのですが、今、農水省で10
カ所ほどありますが、それを特に大都市の中で周辺に適当な農地を見つけて、ぜひこれは
やったらどうかと思いますね。今、定年帰農する人が６万人ほどいるわけですが、これは
氷山の一角で、本当は10倍以上いるのではないかと思いますね、やりたいがしかしどうし
たらいいかわからないという人たちですね。その人のためにちょっとさわってみる、こん
なものだということですね。それをぜひこれからやる必要があるのではないか。  
 それから３つ目に、やはりこれは技術と経営とマーケティングのわかる人を積極的に各
地方で引っ張ってこなければならないので、その人材が不足しているということが今の農
業にとって一番の問題ではないかと思います。まあここにおられる方は別として、一般に
何をどうしていいかわからん、農業者の方も何をどうしていいかわからんということがど
うも多いようで、いろいろと不満とか訴えは盛んに受けるのですけれども、そのような人
材を積極的に大都会であり何なり、ときには外国からということもあるかもしれません
が、引っ張ってくるその組織化、例えば、まあ例えは悪いが芸者の置屋みたいなのがあっ
て、あっちこっちに適当に紹介をする。全国どこにどういうように今人が求められている
かを一目瞭然、わかるようにする。そういうようなセンターですね、農業の人材センター



ですね。こういうのは全国を把握しているのはやはり農水省さんでしょうから、それはぜ
ひやっていただきたいと思いますね。この問題が、人間の問題が一番これから問題ではな
いかということが１つ。  
 もう一つは農地で、先ほどからいろいろお話が出ていますけれども、まさに今我々の
「くらしといのち」、それ自身が脅かされているわけで、その意味では農地の持っている
公共的な性格というのは今後幾ら強調しても強調し足りないので、憲法に言われる私的財
産権、これを農地の場合は別なのだ、これは社会のための公的なものなのだ。だから、先
ほどもお話に出ておりますように、相続の場合でも優遇措置が認められているわけですか
ら、その公的な性格、農地を放棄すれば要するにそれは社会的な義務放棄なので、一歩踏
み込んだ表現が今度はどうしても必要ではないだろうか。それが具体的な法律の改正まで
今回の調査会の報告が行かなくても、梁を出しておくのですね、建物で言えば。そういう
ことは私はもう今は必要なのではないか。食料危機がやってくるということは中間報告な
どにも書いてあるのですから、ぜひ一歩踏み込んだ姿勢を私としては望みたいと思いま
す。  
 先ほどの御夫婦でどれだけ経営体を主体的につくっておられるのか。女性の方は男の人
以上に金銭的感覚が鋭敏ですから、自分なりに、例えば、田んぼはじゃあ父ちゃんやって
ちょうだい、花は私がやりますということになって、ちゃんと自分なりのお金が持てれば
もっと生き生きとやれるだけではなくて、都会からたくさん人が来るのではないかと私は
思っております。  
 それからもう一つ、定年退職後、なぜか男はずっと山の中に入って、そして農業をやり
たいというのですが、ところが奥さんが反対なさるのですね。やはり孫の顔も見なければ
いけないし、ちょっとおいしいものを食べたいし、お芝居も見たいし、ショッピングもし
たいし、友達とも話したいとかいろいろなことがあって、奥様が反対なさって、じゃああ
んた１人で行っていらっしゃいと、（笑声）こうなるケースが結構多くて、これは困るの
で、ですから、そこをどうするか。まあ話し合いをすればいいのか、あるいはちょっと別
のところでも申し上げたかもしれませんが、中山間地域の高速道路のインターなどにその
ようなショッピングセンター、クリニックセンター、あるいはちょっと楽しいセンターを
つくって、車でやってくる人にも、土地の人にもいいようなものをつくっていくか、まあ
いろいろでしょうが、いずれにいたしましても、そうなりますと、先ほどからお話が出て
おりますように、農業者個人ではなくて、その地域全体が、つまり自分の住んでいる地域
をどう活性化していくかということに積極的に取り組むということが必要ではないか。  
 それからもう一つ申し上げたいのですが、つまりこれからの法人化の場合、マーケティ
ング専門の人、それから資金調達の専門の人、これが必要であると書いてあります。それ
はいいのですけれども、でもそうすると、だんだんといわゆる株式会社の経営感覚を持っ
た人も当然出てくるわけで、だんだんだんだん株式会社に近寄ってくるという、まあこれ
は危険性だか問題点だか知りませんが、それもあるので、そこをどうお考えになるか。ど
うやったら、つまり土に親しんでいるという人にイニシアティブを取ってもらえるか、そ
こはやはり考えておく必要があるのではないかなと思います。  
 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  
 若干予定の時間を経過をいたしましたので、本日の議論はこのあたりで終わらせていた
だきたいと思います。  
 なお、また言い落としたというようなことがございますれば、メモでもちょうだいをで
きればありがたいというふうに思います。  
 次回の部会についての御相談をさせていただきたいのですが、農業部会では前回は生産
政策、本日は構造政策について議論をいたしたわけでございますが、一方、食料部会にお
きまして食料安全保障政策についての議論が行われております。こうした両部会の議論の
進み具合からしまして、次回は一度両部会にまたがるテーマとして「食料供給力のあり
方」というような問題について、食料部会と合同会議の形で議論を深めることにしてはど
うかというふうに考えております。その後、また農業部会としてさらに価格、経営政策に
ついて議論を深めていくというふうな段取りにしたいと思っておりますが、よろしゅうご
ざいましょうか。  



   

４．閉 会  

○部会長 日程につきましては、別途調整の上、事務局の方から連絡をいたしたいと存じ
ます。  
 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。  


