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１．開 会  

○部会長 定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会農業部会の第
10回会合を始めさせていただきます。  

 本日の部会は、一応午後５時までを予定いたしております。  

 本日は、前回の部会で打ち合わせましたとおり、当部会として残された課題でございます農業生
産法人制度と農業団体の問題について議論を行いたいと思います。テーマが分かれております
ので、農業生産法人制度について２時間程度、農業団体について１時間程度という目安で、一応
時間を割り振って議論をしてまいりたいというふうに存じます。  

２．資料説明（多様な担い手の確保と農業生産法人制度について）  

○部会長 それでは、まず農業生産法人制度について資料説明をお願いいたします。  

○事務局 それでは、まず最初に、資料番号の４番の「多様な担い手の確保と農業生産法人制度
について」につきまして御説明をさせていただきます。  

 まず、１ページ目ですが、多様な担い手の確保の必要性について触れております。右の資料で
は、前回までの当農業部会において、今後の労働力、農家あるいは農地について、平成22年、す
なわち2010年までの見通しとして、こういった展望を示してきたわけでございます。要は、現在の
趨勢が、平成22年に向けまして同じように継続するということになってまいりますと、耕作放棄地
等も増大し、食料供給力が減退する。また、農業生産活動を通じました多面的機能の発揮を維持
していくことも困難になる、こういう状況になるのではないかということでございます。  



 左の２段目で触れておりますが、こうした趨勢、見通しの中におきまして、今後とも国内におきま
す食料生産の担い手を幅広く確保し、その経営の発展を図るということを柱にいたしまして、持続
的な農業生産構造を再構築していく必要があるのではないかと考えております。そういった中にお
きまして、基本的には担い手の方々、これをどのように確保していくかということが非常に重要で
はないかという問題意識を持っているわけでございます。  

 一番下に４点ほど挙げておりますが、近年、こうした担い手をめぐりましては、例えば、農外から
の新規就農が増加しているということですとか、経営の法人化が進んでいるということですとか、
集落単位での一体的な営農活動のシステム化が行われているということですとか、さらには市町
村、農協等が参画しながら農地等の生産資源の管理等が行われている、こういった多様な取り組
みがあらわれつつあるということでございまして、こうしたいろいろな多様な取り組み、これを加速
化させていくことが必要ではないかということでございます。  

 具体的な事例ということで、２ページ目以降に紹介をいたしております。地域の実態に即しまし
て、例示的に左側に①から④ということでお示ししておりますが、法人化による経営の大規模化・
多角化、あるいは集落単位で営農を継続する体制の構築、市町村・農協等の参画による農地等
の管理や農業生産活動の継続の取組み、さらには大規模な農作業受託の展開、こういったことが
行われることによりまして、地域におきます農業生産の継続の実績が上がっているということでご
ざいます。  

 ２ページの右の方に、まず１番目の、法人化による経営の大規模化あるいは多角化によりまして
実績を上げている事例ということで、４つほど実例をお示しいたしております。  

 また、３ページ目には、２番目の、集落単位で営農を継続する体制を構築している事例ということ
で、左上の方に２つ、それから市町村、農協等が参画している事例ということで、左下から右上に
かけまして３つの事例、さらに大規模な農作業受託の展開によりまして実績を上げている事例と
いうことで、右の中ほどに２つほどの事例を挙げさせていただいております。  

 ４ページ目でございますが、我が国農業におきましては、今後とも家族農業経営が主体的な地
位を占めるのではないかと考えているわけでございますが、今後、地域の実情に即しまして多様
な担い手を確保していくという観点からは、法人が有します次のような機能を活用していく必要が
あるのではないかということで、３点ほど例示をいたしております。  

 まず１点目は、農外からの就農希望者の受け皿となる機能を活用し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。農業外からの就農希望者の方々が、まず雇用者ということで法人
に受け入れられる。そういったことによりまして、新規就農が促進される面、さらには、そうしたこと
が雇用機会の創出につながり、農村社会の活性化も期待できるのではないかということでござい
ます。  

 具体的な事例は、先ほど挙げました例と同じでございますけれども、右上の方にお示ししており
ます先ほどのＤ農産の例。これは、毎年２名程度の新規学卒者を従業員として採用しながら経営
責任者として育成し、最終的には分社という形で独立させている、こういう事例があるということで
ございます。  

 それから２番目は、左の方に②ということでお示ししております、地域におきます安定的な担い
手を創出する機能でございます。農地の管理等の面で、市町村や農協等が参画いたしますと、い
わば地域におきます安定的な担い手という役割が期待できるのではないかということでございま
す。こういった市町村あるいは農協等も参画したシステムができ上がってまいりますと、ウにありま
すように、後継者が確保されないために耕作放棄地になるというような事態が防げ、農業経営が
円滑に継承されることによりまして、地域としての農業生産活動の維持に貢献できるということで
ございます。  

 その具体的な例ということで、右の方の２番目の方にＧ農業公社とＥ有限会社という事例をお示



ししております。Ｇ公社の場合は市の全額出資でございますし、またＥ有限会社の場合は、集落全
体の農家が農地を出資した有限会社形式ということでございますが、地域全体としての農業生産
活動の継続に貢献しているという事例でございます。  

 ３番目は、左下の③に挙げておりますが、経営の効率化、多角化等によりまして農業経営の発
展を促進する機能について触れております。これは、全体的な法人化が、経営の大規模化あるい
は多角化等を推進する面、さらには雇用条件等の面におきまして、ウにありますように、保険ある
いは年金等の面におきまして、雇用労働者の方々の福祉の向上に対応できるという面で、幅広い
展開ができるということでございます。具体的には右下の方で、Ｃ農産について、こうした経営の
効率化、多角化が逐年充実されてきているという実例を紹介いたしております。  

 ただ、５ページ目に、以上のように法人の機能ということで、いろいろとプラスの面というのがある
わけでございますが、以下の点には留意する必要があるのではないかということで、これも３点ほ
ど例示をいたしております。  

 １点目は、家族農業経営との調和ということで、今後とも我が国の農業におきましては家族農業
経営が主体的地位を占めると考えられますが、新たな担い手がそうした家族農業経営と調和し得
るようなものである必要があるのではないかということでございます。  

 ２点目は、地域農業への適合ということで、特に水田農業等の場合は、土地の利用面のみなら
ず水管理等いろいろな面におきまして、地域全体で融和しながら行っていただくという必要がある
わけでございますが、いわば集落段階における、こうした集団的な活動に参加し得るようなもので
ある必要があるのではないかということでございます。  

 さらに３点目は、農地の有効利用の確保について触れております。これは、こうした新たな担い
手が農地を適正に耕作し、かつ効率的に農業の用に供するようなものでなければならないのでは
ないかという点でございます。  

 ５ページの右上では、集落における土地利用調整等の実態について説明しておりますが、特に
我が国農業の基幹であります稲作の場合は、土地、水利用の面等におきまして地縁的なまとまり
であります集落と密接な関連を持って営まれておりますので、現実的に農地の貸借等が行われま
す場合、農地を十分管理できるかということですとか、気心が知れているかどうか、こういったこと
が大きな要因になるということをお示ししているわけでございます。  

 その下に参考ということで、①に農業集落の平均的な姿、②に貸し付けの相手の条件ということ
で、意識調査の結果をお示ししておりますが、②の貸し付けの相手方の条件というところで、貸し
付けします際に動機となる理由ということで、先ほど申しました２点等が非常に高い割合になって
いるということが、おわかりいただけるのではないかと思っております。  

 次に６ページでございますが、農地法における農業生産法人制度につきまして、これはこれまで
御説明した面と若干ダブる面もありますが、重複をいとわずに御説明をさせていただきます。  

 まず、農地法の制度の考え方でございますが、農地法におきましては、農地の権利を取得しよう
とする方は、機械等の装備の状況、労働力の状況、さらには住所、端的には通作距離ということ
になるわけでございますが、こういったことをチェックすることによりまして、不耕作目的の投機的
な農地取得の排除、あるいは地域での融和を図り農地の効率的な利用を確保する、こういったこ
とが担保されているということでございます。  

 法人が農地を取得しまして農業を営むという場合には、ここに同じくありますように、農業者を主
体とした農業目的の法人に限るということにより、投機的な農地取得を防止するとともに、地域に
基盤を有した営農展開が確保されるための要件が課されているということでございます。そして、
こうした要件を欠いた場合には、最終的には国がその農地を買収するという是正措置の規定まで
ございまして、農地の適正・効率的な利用と家族農業経営との調和、地域農業への適合といった



ことが、農業生産法人制度により担保されているということでございます。  

 そういう意味におきまして、この農業生産法人制度は、地域に根差した農業者主体の法人に限
りまして農地の権利取得を認められるということで、いわば地縁的・耕作者主体的な法人制度とも
言うべきものではないかと考えております。  

 ７ページ目でございますが、こうした現在の農業生産法人制度につきまして、国内農業生産の担
い手を幅広く確保し、農業経営のさらなる発展を期するという観点から、現在、農業生産法人の法
人形態といたしましては株式会社が入っていないわけでございますが、こうした株式会社に農地
の権利取得を認めてはどうかという提案があるわけでございます。ただ、株式会社一般に農地の
権利取得を認めるということになりますと、その下に①から③で触れておりますが、投機的な農地
取得につながりかねないという点、水管理、土地利用の面で混乱が生じるおそれがあるという点、
さらには周辺の家族農業経営と調和した経営が行われないおそれがあるという点がありまして、
私どもといたしましては、適当ではないと考えているわけでございます。  

 ただ、一方におきまして、８ページ目でございますが、現実に真摯に農業生産活動を行っておら
れるという法人もあるわけでございまして、そうした実績を上げているものにつきまして、その経営
形態が株式会社であるということのみをもって、経営の実質を問うことなく、一律に農地の権利を
保有した営農の道を閉ざすということにつきましては、具体的には下に①から③ということで触れ
ておりますが、いろいろと問題を生じる面もあるのではないかと考えております。  

 １点目は、現在、農業生産法人ということで有限会社等ということで農業経営を行っている農業
生産法人が、これから規模を拡大したい、あるいは事業展開をより積極的に広げたいという観点
から、法人形態自体を株式会社に変更しようとしましても、それは認められないという点。  

 ２点目は、現実に畜産や施設園芸部門といった、いわゆる施設型の農業において、株式会社と
して農業を営んでいるという実態があるという点で、右の表をごらんいただきましても、果樹、花き
関係では120 ほど、畜産関係では600 ほど、全国に株式会社形態での事業体があるわけでござ
います。そうした事業体が、これまでの経験も生かしながら、あわせて土地利用型の農業経営を
行おうと意図したとしても、そういった形は認められないことになっているということでございます。 

 ３点目は、市町村や農協等が参画して、作業の受託等により農地等の管理耕作を行っていると
いう実態でございます。こうした株式会社が、みずから農地等の権利を取得しまして、より積極的
な事業展開を行おうとしても、そのための途が拓かれていないということでございます。  

 したがって、こうした①から③に例示いたしましたようなことにつきまして、若干既存の担い手の
方々の意図を阻害する面があるのではないかという問題点もあるということで、こういった点につ
きましては、幅広い経営形態を考えておく必要はないのかという視点から、さらに議論を深めてい
ただく必要があるのではないかと、私どもとしては考えておるわけでございます。  

 ９ページ目でございますが、現行の農地法におきまして、農業生産法人の法人形態から株式会
社が排除されております理由といたしましては、昭和37年の農林事務次官通達等によりますと、
株主が変動しやすいために、農業者を主体とする農業経営により農地の効率的な利用を確保す
る農業生産法人制度にはなじまないのではないかということ、あるいは、構成員の変動によりまし
て農業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ているということでございました。し
かし、その後、昭和41年の商法改正では、株式会社の構成員の変動を制限するようなことができ
るようになりまして、こうした排除要因が解消されたと考え得るかどうか、こういったことについても
あわせて検討していただく必要があるのではないかと考えております。  

 10ページ目以降は、前々回もお示ししたかと思いますけれども、農業生産法人制度自体の見直
しということでございます。これまで説明してまいりましたのは、いわば法人形態ということについ
ての問題でございますが、現行の農業生産法人制度自体につきましても、経営の多角化や資本・
経営ノウハウの充実等により農業経営の一層の発展を図るという観点から、以下のような見直し



を行う必要があるのではないかということで、前々回も事業要件、構成員要件、業務執行役員要
件についての考え方を示したわけでございますが、その中身につきましては、重複しておりますの
で省略をさせていただきます。  

 なお、11ページ目、12ページ目に、主だった先進国におきます農地の権利移動に関する規制の
概要についての資料をおつけしております。これは、当調査会におきましても去年１度紹介したと
思いますが、まずフランスにおきましては、農事法典におきまして、一定の場合には県知事の許可
が必要だということになっておりまして、それ以外の場合の農地の権利移動につきましては、届出
で足りるということになっているわけでございます。なお、農地を取得できる法人について組織形
態の特段の規制はないということになっております。  

 それからドイツの方でございますが、農地の譲渡関係については、原則として行政庁の許可が
必要とされた上で、許可しないことができる場合ということで、①から③の例示を示しております。
なお、ドイツにおきましても、農地を取得できる法人について組織形態の規制はないという実態で
ございます。  

 それからアメリカでございますが、アメリカは、農地の権利移動自体につきまして連邦政府レベ
ルでの規制はございません。ただ、州レベルにおきまして、中西部の９つの州において、法人によ
る農業経営の参入については、家族経営を基本とする小規模の会社に限定しているということで
ございます。  

 以上が、本日用意いたしました農業生産法人関係での資料の概要でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

２．質疑  

○部会長 担い手の確保という観点から見た農業生産法人制度の機能やあり方あるいはメリット・
デメリットといったものについて、これまでの議論をある程度整理をいたしまして、そろそろ煮詰ま
った議論をしていただくという観点から、この資料はつくられたものと私は理解いたしております
が、どなたからでも御発言をお願いいたしたいと思います。  

○委員 今日の議論は、例の中間取りまとめの中の両論併記の一つの、株式会社の農地取得問
題とかかわる点だと思います。これは大変難しい課題だと思うんですが、ただ、私は以前から、去
年の部会なんかでも申し上げていたのですが、議論の組み立て方として、株式会社の農地取得
問題については、これを入り口にして議論を始めると、ちょっと不毛の議論になりかねない。つま
り、もともと株式会社の農地取得問題というのは規制緩和の議論から出発をしてきたものですが、
そうすると、規制緩和の観点から必要なんだという意見と、農業というのはそういうものではないん
だという意見で対立をしてしまって、少し実際の観点とずれるてしまうのではないかということなの
です。  

 では、どういう段取りを考えているかということですが、基本的には、どうすれば日本の農地をき
ちんとこれから先守っていけるかということを主眼にして、本当に農業をやる人が農地を農業生産
のために使える仕組みを考えていくべきということです。そうすれば、耕作放棄地がそんなにたくさ
ん出ないような、そういう仕組みを考えていくことが実は必要ではないかとに思っているわけです。
先日来のいろいろな資料に書かれているように、将来において、本当に農業をやる人がどれだけ
確保できるのかという不安があることは事実ですから、そのときに選択肢を広げていくという観点
から、農業生産法人、これは、前に要件緩和の議論をしたわけですけれども、そういう多様化した
形の農業生産法人を認めていく中で、それが株式会社であっても排除する必要はないのではない
かという議論の組み立てというのは、多様な担い手の必要性を入り口にしているという意味で、私
は評価できると思うんですね。  

 ですから、今日の資料には、意識してかどうかよくわかりませんけれども、「株式会社の農地取



得」的な言葉というのは非常に少なくて、むしろ担い手というところに説明の基本が置かれている
感じがいたしますが、日本の国内のいろいろな反応を踏まえても、現時点では、方向としてはおお
むね妥当なところではないかと考えています。つまり、この資料そのものは別に結論を示している
わけではありませんが、指し示している方向としてはこんなところではないかと思っています。ただ
し、農業生産法人の要件緩和の中にありましたように、例えば食品産業が、議決権の４分の１なら
４分の１という範囲内で、そこに参画しようと思えばできるというような余地を残しておくというの
は、私は非常に必要なことではないかと思っています。  

 私としてはそう思っておりますが、もちろん、これでも必ずしも妥当ではないと思われる方も委員
の中にはおられるかとは思いますが、ただ議論の組み立てとしては、やはり、そこを出発点として
議論するのではなく、そこはその先にある話だということで議論を深めていく方が実りのあることに
なるのではないかと冒頭そんなことを感じたわけです。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 私も、今日の前半はいわゆる株式会社の問題だと思いますので、その点に絞って私
の考え方を述べさせていただきたいと思います。  

 今の委員のお考えとある意味で近いのですが、確かに結論は出ていませんが、検討の方向は、
かなりにじんでいる資料だと思いますので、この資料に示された方向についての私の判断と、私
自身まだ本質論として議論が十分でないところがあると考えておりますので、そこについても少し
お話しさせていただきたいと思います。  

 本問題は、前回、部会長が最後におっしゃいましたように非常に難しい問題で、意見がかなりは
っきり割れているわけであります。ただ、この部会での議論が必ずしもそうであったとは、私は思い
ませんけれども、マルかバツかというか、黒船か救世主かというような、どうもそういうやや観念論
的な議論に世の中は多少なっているようなところがあります。その意味では、今回お示しになった
のは、かなり現実的なアプローチというか検討方向を示されたという意味では、私も評価いたした
いと思っております。  

 この問題については、意見の分布にかなり幅がございまして、私もそういう気持ちがないわけで
ないんですけれども、かなり新しい要素を入れるべきだという考えもあるわけであります。しかし、
一方で、いろいろな方から寄せられている要望に見られますように、農業者あるいは農村の中で
の危惧の念が非常に強いというようなことも考えますと、新しい要素をぽんと入れるよりは、現状
からスタートして、農業生産法人のあり方を多様化するという方向で検討を加えてみるという行き
方が、この農業部会においても、あるいは調査会においても、合意が得られるとすればそのあたり
ではないかという気がしております。  

 今日の資料の中にはいろいろポイントがございますけれども、私としては、現場でポテンシャル
にどれほどのニーズがあるかということはまだわからないわけではありますが、農業生産法人の
企業形態の制約を緩めることによるメリットはやはり存在するということを認識することが非常に大
事だろうと思っております。例えば、中間取りまとめの最後の方に、自給飼料生産で少し頑張るん
だというような方向があるわけでありますが、畜産経営で、今は農地を利用してないために株式会
社となっているが、むしろ環境保全型の農業という意味で土地も利用する方向にいこうといったよ
うな場合に、明らかに今の制度では制約があるというようなことがございます。いろいろなケース
があるかと思いますけれども、そういったことが示されているというのが、私としては一つのポイン
トではないかと思っております。  

 問題は、今日の資料の中も適切に書かれていると思いますけれども、土地の投機的な取得につ
ながるですとか、あるいは地域の農業資源の効率的な利用をディスターブしてしまうというような
点についての懸念があるという点です。こうした懸念については、杞憂とは言えないと私自身思っ
ておりますけれども、この資料においては、譲渡制限の効果等についても相当研究が深められて
いると思っております。その意味では、ニーズと、いろいろな懸念を防ぐことのできる制度的な環境



を整えていくということのバランスの中で、新しい力を育てるような観点からこの問題を検討してい
くという、資料あるいは事務局の説明の中ににじんでいる方向については、私は結構ではない
か、全体として合意が何とか得られるのではないかという感触を持っております。  

 後段の、私が本質論というふうな言い方をした点に移りますけれども、株式会社の善玉論、悪玉
論みたいな話の中で言葉がひとり歩きしてしまった感がありますが、この中で幾つか本質的な問
題というものが浮き彫りにされていて、そこはこの調査会でももう少し議論し、最終答申に盛り込め
るものは盛り込んでいっていいのではないか、こう思っているわけであります。いろいろあるわけで
ございますが、そのうち２つの点について申し上げたいと思います。  

 一つは、転用規制の問題、土地利用計画の問題でございます。これはこの部会でも、あるいは
調査会全体としても、こういったことが甚だ望ましくないことであり、新しい措置なり制度なりを用意
すべきだという声が多数になっていると思いますので、この点については、これ以上は申し上げま
せん。  

 もう一つは、いわゆる耕作者主義と言われている、現在の農地法の第１条には確かにそういう
形で書かれている、これをどう考えるかということでございます。私自身、耕作者主義そのものを
否定するという考えではありませんが、今日の資料の中でも、６ページだったでしょうか、「現在の
農業生産法人が地縁的、耕作者主体的法人制度ともいうべきものである」という書き方をされてお
りまして、「耕作者主体的」、この「的」というあたりが非常に微妙でございます。37年以降、農業生
産法人のいろいろな要件が緩和されてくる中で、法人としては半ば耕作者で半ば農業以外のこと
をやっているというような、そういう存在が現実にあるわけです。そのことと、いわゆる耕作者主義
ということの間に一種のそごがあることは、私は認めざるを得ないだろうと思っているわけでありま
す。そこのところをどう考えるかということをもう少し議論していいのではないかと考えております。 

 ここから後は私の個人的な考えでございますが、耕作者主義というのは、それ自体を自己目的
化するものでは多分ないのだろうという気がしているわけであります。むしろ耕作者主義には、農
業のあり方等についての上位の目標があるのだろうと思うわけです。実は、今日の資料の中でも
それに近いものがあるわけです。例えば５ページ、ここで「地域農業への適合」あるいは「農地の
有効利用の確保」、「地域資源の有効利用」なり「農業の持続性の確保」というのが現在の農政の
あるべき姿であって、これがまさに上位概念といいますか目標であって、その目標を実現していく
一つのあり方として、恐らく耕作者が農地を所有・利用するというものが多分あるんだろうと思うの
です。ただ、上位の目的がきちんと定義される、例えば農業基本法なりにうたわれるというような
形になれば、場合によっては、半分耕作者で半分農業以外のことをやっている人についても、い
わばグッドハズバンドリーといいますかワイフリーといいますか、その原則をきちんと守る、そうい
う存在であれば、半分耕作者であっても農業に貢献してもらうという考え方というものも、これは私
の考えですが、あっていいのではないか。このあたりをもう少し突っ込んでいっていいのではない
かと思っております。  

 一応以上でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 株式会社一般に農地の権利取得を認めることにつきましては、ＪＡグループとしては、事
業が不採算になったときの撤退や、そのことによって農地の土地投機対象につながるおそれがあ
ること、あるいは地域に経営基盤がない場合に、地域・集落のつながりが損なわれることなど、強
い懸念や不安があることから、認めることは反対であると言ってまいりましたが、このことにつきま
しては、本日の資料において「適当でない」と整理をされており、評価できると思っております。  

 農業生産法人制度については、これまでも何度か改正され、必要な要件の見直しがなさており、
まず、現行制度の活用が図られ、事業が活性化され、多様化されるように取り組むことが必要で
あります。その上で、さらに農業者が所得を確保し、安定的に経営を維持できるように必要な要件
の見直しがあれば、対策を講じていく必要があると考えます。  



 一方、この農業生産法人制度の枠組みの中で株式会社形態を認めてはどうかという議論があ
り、この場合においても、事業が不採算で撤退する場合の対応や、家族農業経営との調和、地域
農業への適合などの観点からして、不安や懸念があります。今後、地域農業にとって最も大切な
多様な担い手を確保するために、どういう経営形態があるのか、現場の実態や現行農業生産法
人などの意見も踏まえながら、今後議論していく必要があるというように考えております。  

 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 それでは、２点ほどについて意見を述べたいと思います。一つは、この資料のいわ
ば枠内の問題です。ある意味でここで出されているのは、株式会社の問題にいたしましても、大体
農業生産法人の枠内でという考え方だと思いますが、その問題についてです。そして、もう一つ
は、恐らくその先にある、もっといろいろなラジカルな意見が対立しているその問題についてで、こ
の２つに分けて話したいと思います。  

 最初の方の問題ですが、委員が言われましたように、基本的には私も、２つ分けたいずれにつ
いても、本当にどうやったら農業が発展あるいは維持されるか、農業をどういうふうに発展させて
いくか、という観点から問題を見ていくべきだろうと思っております。  

 そういう観点から見ましたときに、今日の資料の枠内でも、これは非常に苦労されて書かれたも
のだということはよくわかりますが、どの部分に一番ウエートを持って見るべきだろうかを考えたと
きに、私は、この株式会社というものに農地取得を認めるかどうかについても、それが農業経営の
いろいろな発展の可能性に資するものなのかという観点から位置づけるべきなんだろうと思うので
す。つまり、現在農業をしている農家が、さらに農業を発展させたい、あるいは効率的な農業を展
開したい、と考えたときに、株式会社の形態というものが一つの可能性として有力な方法である、
それに資するものである、そういう観点に立って、そういうものを認めよう、と考えるべきなのでは
ないかと思います。  

 新たな担い手という問題は、むしろ担い手というよりは、今のような農業の発展の可能性という
観点から位置づけた方がいいのではないかということです。  

 もう一つ、この枠内の問題について、ちょっと資料のまとめ方のロジックがいまひとつよくわから
なかったのは、資料の８ページなんですが、この中の①から③、こういうものは、株式会社であっ
ても農地の取得をしていいのではないか、ということで例が幾つか挙げられております。このうち、
①は、ある意味で農業を現在行っているものが、先程申し上げましたように農業経営を発展させる
ために株式会社を使おうという問題で、これは私の観点からも全く問題ないと思うのです。しかし、
②と③について、結論に関しては、私も全く異論はありませんが、例えば②にいたしましても、これ
が仮に現在、株式会社でこういうことをやっているが、土地利用型の農業の経営をしたいという場
合であっても、現在、畜産などをやっている株式会社が、そのまま農地を取得できるわけではない
のではないかと思うのです。  

 つまり、この資料の考え方からすると、農業生産法人という中に株式会社を位置づけていますか
ら、恐らくこの会社も、農業生産法人という形をとることによって初めて農地が取得できるというこ
とになると思うのです。③のケースについても、恐らくそうなのだと思いますが、この８ページに書
いてあるロジックというのが、こういう株式会社が農業生産法人になることで農地を取得できるとい
うことを認めるべきだということを言おうとしているのか、あるいは、そのさらに先に、こういう株式
会社は、農業生産法人という形をとらなくても株式会社として農地を取得していいのではないか、
つまり、自主的に農業をやっているんだから、農地を取得していいのではないか、そういうことを言
おうとしているのか、その点について、８ページの②、③のロジックが、私には不明確な感じがいた
しました。  

 ただ、結論としては、農業生産法人の枠内での株式会社という問題より一つ先の問題になると



思いますが、実質的に農業を経営しているような②のようなもの、こういう株式会社についても、ち
ょっとまだ私も自分の考えをよくまとめていませんが、場合によっては、農業生産法人という枠内と
はちょっと違った形で農地を取得してもいいのかもしれないという気もしております。これは第２番
目の問題、もっと将来の問題と関連するわけですが、この将来の問題については、ちょっと私もま
だ整理ができていません。本当は皆さんの御意見をもうちょっと伺ってからと思ったんですが、恐
らく一つのポイントは、先ほど委員がおっしゃられました、耕作者主義という問題をどうするかとい
うことなのかと思います。  

 その際に私がちょっと感じていますのは、耕作者主義というのが規制になっており適当でないと
いう考え方をするのか、あるいは耕作者主義というのは本来望ましい考え方であるという考え方を
するのかということです。この耕作者主義というのは、私もよくわかりませんが、恐らく戦前の地
主・小作といったものに弊害があったということで、実際に耕作をしている、昔だったら小作だと思
いますが、そういうものに農地の所有を認めよう、地主の方には、実際に耕作しないので所有させ
ないようにしよう、という考え方が耕作者主義のもとの考え方だと思うのですが、ただ、それは現在
の問題とは少し論点が違うんだろうと思うのです。現在問題となっているのは、株式会社みたいな
ものに農地を所有させるかどうかということで、地主をつくり出していいかどうかという問題とはちょ
っと違うので、そういう新しい状況のもとで、従来と同じような形でただ耕作者主義というものを振り
かざすのでは、恐らく対応できないのではないかという気がいたします。  

 では、耕作者主義というものを否定していいのかというと、私はそうは思いません。ただ、恐らく
株式会社に農地を所有させるというのは、別に耕作者主義を否定するわけではなくて、むしろ耕
作者主義の枠内で株式会社に農地を取得させる。若干修正された耕作者主義というんでしょう
か、あるいは拡大された耕作者主義というんでしょうか、そういう考え方でものを考えた方がいい
のではないかという気がいたします。  

 株式会社の場合にも、株主と経営者あるいは従業員というのがいるわけで、ちょっとこの辺、十
分ロジックを詰めておりませんが、全体で見れば、それが農地を所有し、また農地を耕作している
といえる場合であれば、株式会社であっても農地の所有を認めていいのではないか。先ほどの８
ページの②のようなのがそうしたケースに近いのだと思いますが、こういうものについては、別に
農業生産法人の枠ではなくても農地取得を認めていいのではないか、そんなことを若干思ってお
ります。ただ、これはもうちょっといろいろ詰めなくてはならない問題があります。新たな耕作者主
義という枠内で株式会社に認めるというときに、どういう枠を認めるか。先ほど転用規制の問題が
ありましたが、そういうものとぜひセットにしなくてはいけないと思います。これは今日の本来の議
論の論点ではないと思いますので、これ以上申し上げませんが、一応今の大きな２点についての
見解を述べ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 この資料を見ますと、株式会社の農地の権利取得について、問題あるいはメリットがいろ
いろ書かれているわけですが、私は農業生産法人の一つの形態として、株式会社を含めて農地
の権利の取得をできるようにすべきだと思っているわけであります。これはこれまで何度も申し上
げていることの繰り返しになってしまいますが、将来、農業者が減るということは、何度も資料で説
明されていることでありますし、世界の農業の国際化、グローバリゼーションが進んでおり、それに
伴って、日本の農業も国際競争力というのを高めることが要請されるということは明らかなわけで
すから、多様な担い手の一つとして株式会社を選択肢から除外するというのは、いわゆる日本の
農業の発展の可能性、そういったものの芽を摘むことになりかねないと懸念しております。株式会
社という新規参入者が農業に加わるということによって、農業に与える刺激というのも見逃せない
と思うわけです。  

 したがって、農地法というものの改正ということは、当然行われなければならないと思います。た
だ、投機的な農地取得については、多くの方々からその懸念が指摘されているわけであり、それ
は確かに否定できないわけでありますので、転用とかそういったものに、厳しい歯止めということを
かけるといった工夫が当然欠かせな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。  

○専門委員 まず最初に、冒頭に委員から御発言があった議論の進め方についての御意見は、
私は全く同感でございます。今までの論議を振り返って、担い手の確保という日本農業の大きな
問題が、株式会社の農地取得という、その中の一つにすぎないというか、あるいはずっと先に出て
くるはずの個別論議のところにやや矮小化されてしまっており、とがった議論になってしまっている
ということについては、私自身も反省しておりますし、少なくともこれからは避けなければならない
と考えております。  

 そこで、本日の議論について、２つのことを申し上げます。まず第一は、農業生産法人の要件の
大幅緩和についてでございます。これにつきましては、本日の資料でも、事業要件、構成員要件、
そしてまた業務執行役員要件については大幅に緩和すべきであるということになっておりますが、
これをもう少し強く、もう少しあいまいさがないようにはっきりと書いていただきたいというような希
望は多少ございます。しかし、総じて、この資料については、私は大変結構じゃないかと考えてお
ります。  

 そこで、いまひとつの、今議論になっております株式会社による農地の保有という問題について
ですが、ただいま委員から御発言のあったことと私もほとんど同感でございます。  

 ただ、株式会社に農地の権利取得を認めてはどうかということに対する反対論として、この７ペ
ージに①、②、③があげられており、これらについては、今までも随分論議されてまいりましたが、
この点について若干意見を申し上げたいと思います。  

 何より株式会社形態という農業生産法人の一つの形態というものの利点は、まず、広く外部から
資本が調達できるという点にあり、そして、こういった利点を生かして、集約化だとか効率の向上と
いうことに取り組んでいくことによって日本の農業の競争力が高まり、産業として自立できるという
ふうに期待したい。このように考えますので、結論から言えば、株式会社による農地保有というも
のを認めていいのではないかという意見でございます。  

 ところが、先ほど触れました、株式会社による農地取得についての問題ということで、先ほど委
員からも、今までもよく出たお話がございました。一つは、７ページの書き方で言えば、投機的な農
地取得や放棄による農地の荒廃の問題。それから、もう一つは、なじむ論、なじまない論というん
でしょうか、例えば水管理であるとか土地利用等における地域での融和が大変難しいのではない
かといったことが取り上げられています。そして、三つ目に、株式譲渡の自由の原則による構成員
変動という問題が指摘されています。そのうちのまず第一の農地の取得・転売の問題について
は、現行の農地法を、具体的には私は法律のことはよくわかりませんが、規制を強化してでも、そ
ういったおそれというものに歯止めをかけるという必要があると思われます。  

 また、株式の譲渡については、この資料にございますように、昭和41年の商法改正、これは農業
を対象にしたというよりも、中小企業における株式会社ということを念頭に置いた商法改正という
ふうに理解していますが、そういったものがあるのですから、これを農業に適用できないか工夫を
してみれば、確かにこれは一つの道となるのではないか。つまり、そういう方法があり得るのでは
ないかということです。  

 そうしますと、残ってくる問題が、これもしょっちゅう出てくる、なじむ論、なじまない論ということに
なると思います。株式会社は、家族経営による農業という日本のシステムになじまない。例えば地
域における、集団して水利の問題をやらなければならないということになじまないというものです。
しかし、ここでなじまないと言ってしまえば、もう議論にならないわけでございまして、私はこのこと
についても、結論は、その心配はないんじゃないか、ということを申し上げたいと思います。  

 大変申しわけないのですが、卑近な例で申し上げたいと思います。実は私、製菓会社におります



けれども、十数年前に私どもの会社の大きな工場、これは静岡県の藤枝にございますが、工場長
を何年か務めておりました。その前にも、大阪の方にある、これも郊外の大きな工場に、管理職と
して長年務めておりました。そういう経験から申し上げます。  

 食品工場というのは大変たくさんの水を使います。これは工業用水だとかあるいは私水だとかい
うのを買って仕事をするわけですが、当然のことながら、排水も大変たくさんございまして、例えば
私が工場長をやっておりましたその工場でも莫大な水を使っておりました。そして、私どもの工場
の周りは全部田んぼでございました。つまり、農業地域の中に工場をつくってもらったということで
ございます。そして、水を捨てるのは、すべて農業用水路を使わせていただいておりました。そうい
う話し合いのもとで工場をつくったわけです。つまり、農業における水利の問題と私どもの会社、つ
まり農業ではない産業の株式会社が、水のことについて一緒にやっていかざるを得ないということ
なんです。これは私どもの会社だけではありません。日本国中、工場地帯なんかは直接的には関
係ないとしても、少なくとも新幹線で少し行けばいっぱいあるような、農村の中にある大きな工場、
これらはみんな株式会社なんです。そして、その株式会社は何らかの形で、例えば、例に出され
ている水のことにかかわりなしでは生きていけないのです。私どもは水をたくさん流します。食品
会社の水ですからきれいかといったらとんでもない話で、砂糖が溶けていたり、でん粉が溶けてい
たりして栄養が高い。それが用水路に流れると、藻が発生して、その藻が稲作に大変障害を与え
るということですから、変な水は絶対に流せません。ですから、徹底して、相当な億単位のお金を
かけて排水を浄化して、魚が泳げるようなきれいな水にして、やっと農業用水に流させていただい
ています。  

 と同時に、その農業用水は私どもにとっては命でもありますから、したがって、農家の方々と年に
１回、２回、必要なときにしゅんせつをするとか、あるいは土手の草刈りをやる。全部、企業と一緒
になってやっています。あらゆることが、そういう地域の農業者と一緒にならなければ、私どもの食
品産業だけではありません、電機会社もある、いろいろな会社がいっぱいあるんですが、すべてそ
れをきっちりやっておられる。もちろん、個々に取り上げればいろいろなあつれきはあるかもしれま
せん。しかし、それにしても、お話し合いをしながらやっています。そういうことです。  

 例えば農道なんかも、私どもが農業に便利なように、工場は建てさせていただいておりますが、
周りに農道を整備しましょうとか、あるいはまた、何万坪もございますので、雨が降ると一挙に排
水されて、田んぼは水浸しになってしまうので、工場の中に貯水池を設けましょう、というようなこと
もやっています。  

 先ほどのコメントに逆らうものではありますが、あえて申し上げたいと思います。  

 以上です。  

○委員 農業生産の仕組みは、御案内のように、まず土地であります。そして資本財、言うなれば
種苗なりあるいは機械なり、そういったような関係のものであることは御承知のとおりであります。
そして労働力ですね。この３つを極めてうまく運用しないと、農業の生産性は高まっていかない。こ
の問題点について今議論があるわけでありますが、基本的に農用地の利用は、耕作者及び耕作
者が組織する法人が原則だと私は思っております。将来の担い手としましては、家族経営農業が
耕作者の中軸となる法人を形成するものが近代でありますが、今後は近代化を必要としなければ
ならないということで今議論をしておるわけであります。  

 もちろん農業に一番重要なのは、今ほどお話がありましたように、土と太陽と水であります。いわ
ゆる自然環境の影響力が極めて強い。それに加えて技術力というものが農業の生産性を高める
ことなるのだと思います。さらに21世紀を目指しましては、市場原理を目標に経営努力改革をして
いきたい、こう思っておるわけであります。特に農業会議所としましては、農業生産法人の見直し
については、まず事業の要件、構成員の要件を含めて、時代の変化や農業現場の実情に即して
見直しを検討することが必要であると考えています。  

 さらにもう一つは、地域社会におきまして集落機能の維持、言うなれば家族農業でありますが、



認定農業者を中心とした効率的な農業経営の育成に支障を来したり、あるいは地域の土地利用
の混乱や土地投機のおそれがある株式会社の農地取得による農業参入については、認めるべき
ではないということで今検討をいたしておるわけであります。  

 そこで、本日の７ページにおきまして、投機的な農地取得のおそれや農村地域の水管理、土地
利用等の混乱のおそれありとして、株式会社一般には農地の権利取得を認めることは適当でな
いというふうにはっきり明記をしている点は、私どもは適切な判断であると考えるものであります。 

 その次の８ページ、９ページでは、地域におけるつながりを持った農業者主体の株式会社であれ
ば、農業生産法人の一形態として認めることについて検討する必要があるという問題の提起があ
るわけです。しかし、674 の市長会は、ほとんどこの問題については反対の意向を表明いたしてお
るわけであります。そういう中でありますが、今後、慎重な検討をしていくべきであり、また、先ほど
ありました譲渡制限をかけることによって、はたしていろいろな懸念が排除されるのかどうか、実
質的な農業生産法人の要件が安定的に確保できるかどうか。さらにくどいようでありますが、投機
的な農地取得や農外資本による経営支配を防ぎ切ることができるかといった疑問が残るわけであ
ります。そういう面もありますので、専門家、現場の意見は十分聞く必要があるのじゃないか、こん
なことも思っております。  

 そういうようなことでございますので、いかなる形態の法人でありましても、地域に根差した農業
者主体の経営であるということが継続的、安定的に確保されるということが、農業生産法人とまた
一般法人とはっきり区別できるようにしておくべきでないかなと考えております。  

 そこで、先ほど生産者団体等々でいろいろなやり方が云々という御意見もありましたが、実は
今、私どもとしましては、この農業生産法人制度の見直しと、先般の部会でも申し上げましたけれ
ども、現場の理解ある面につきまして、21世紀に向け、産業として自立する農業を目指してという
ことで、第４次の地域農業振興計画を策定いたしております。その前提となるものは、あくまでもウ
ルグアイ・ラウンドの農業合意の問題、あるいは食糧法の制定の問題、そして農耕文化の保存と
伝承の問題。さらに、昔からの水系をもとにした集落営農と村づくりの大切さ。さらに、日本型食生
活が健康に最も調和しておると。さらに、今日、学校給食を通じて行う心の教育、そして循環型農
業というものを、私どもは今推進をいたしておるわけであります。  

 その中で一つの具体事例でありますが、一市一農場制というものを私どものところでは今提起を
いたしながら、何とか担い手の育成、農業生産性の向上、土地の有効利用という面に腐心をいた
しながら英知を絞っておるわけであります。一市一農場制につきましては、今日は時間もありませ
んので内容は申し上げませんけれども、そういった中で、新世紀に対する食料問題、人口問題、
エネルギー、環境の問題について、懸命に、それぞれの地域が農協の理事会あるいは市の議会
等でも合意を得て、この方向に進めておるということであります。   

○会長代理 これまで本問題につき議論してきましたが、株式会社一般についてどうするかという
議論をしていたつもりは、私は最初から全然ありませんでした。と申しますのは、農業生産法人制
度をやめるとは事務局は一回も言ってないわけですから、農業生産法人ということでああいった厳
しい条件を課して農地保有を認める制度を残しながら、株式会社を裸で認めるような議論がある
はずがないので、最初から株式会社論というのは農業生産法人の枠内の話、そういう制度の話と
して私はずっと議論してきたつもりなので、それは意見として申し上げておきたいと思います。  

 もう一つは、それとも絡むのですが、今日のペーパーでも何を言わんとしているのか、本当に事
務局の考え方はよくわからない。つまり、農業生産法人としての株式会社というのは一体何かとい
うことなんです。  

 恐らく今でも、有限会社であれ合名会社であれ、合資会社であれ、全部ではなくて、そのうち、さ
らに一定の条件を満たした法人が初めて、農業生産法人として、農地取得が可能になるわけで
す。したがって、株式会社についても、何か条件がついている株式会社が制度の対象になるとい
うことを多分考えているんだろうと思いますが、それについては、９ページにございます37年の通



達というのは、実にそこを明快に判断を下しています。つまり、「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、共同経営的色彩の濃い農業生産法人制度になじまず」という
ことです。合資会社、合名会社等についても全部条件がついているわけですが、合名会社等のと
きにはそういう要件が守られるだろうけれども、株式会社の場合には、その要件を欠くことになる
危険に不断にさらされている。つまり、資本の集まりとしての株式会社だからそうなってしまう。だ
から、農業生産法人に含めないとしたわけでありまして、当時の農林省の考え方は、論理的にも
実態的にも僕は実に正しかったと思うのですね。  

 今度、それに対して、農業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ることではな
いのではないか、特別な株式会社があるのではないかということで、株式譲渡に係る商法の改正
の経緯が資料に出ております。しかし、これについては、実態的には何の役目も果たしていないと
考えています。私もつい先だって経験したばかりなのですが、栃木県が一部出資をしております株
式会社がございまして、十数人の株主でございまして、株式を譲渡するときには、取締役会の承
認を要すると定款に書いてある会社組織でした。しかし、実態的には全部大会社に株式は実際上
売買されてしまい、名義は残っているものの、株券は取られてしまっていました。そういう実態が２
～３年続いて、しょうがないので、それじゃ取締役会で認めるかということなってしまいました。何の
ことはない、この規定があるかないかで１年間か２年間余計手間暇がかかったというだけの話に
なってしまったわけです。したがって、この商法第204 条第１項の改正があったからといって、上の
次官通達にあるような、農業生産法人の要件を欠くことになる危険にさらされなくなったと思うのは
全くの錯覚だと思います。  

 それから、先ほどの委員のお話、実際には知事という立場でいろいろな土地の行政に携わって
ますと、株式会社というのはいい人ばかりではないのです。実際に問題を提起してくるのは、頬に
傷のあるような人が入っている株式会社を使っていろんな思惑が横行するわけでありまして、しか
も、それはほとんどの場合ダミーになっていて、だれが資本家であるか、本物の所有者であるかと
いうのが全然わからない。最初は言うことをきいて、周りとも仲よくしますけど、２～３年たったらお
かしなことを始めて、もうそのときには、行政的には手のつけられない状態になっているという例
は、数えるにいとまがないくらいたくさん事例はあるわけであります。  

 つまり、あまりきれい事にはいかないのが土地というものだということで、それが今、幸か不幸か
農地法で、株式会社は形式的に農地取得できないということになっているものですから、何となく
我々も仕事がやりやすいのですが、株式会社が、もちろん裸で認めるということになればとんでも
ないことだと思いますし、先ほどの８ページにあるような条件でもし仮に認めたとしても、将来そう
ならないという保証は、僕はまずないと思います。したがって、かなり慎重にさらに議論をして判断
した方が間違いを犯さないと思います。この形でいけば、絶対に数年後に、まずいことをやったな
という反省をさせられることは間違いない、そこまで言うと言い過ぎかもしれませんが、前にもこの
部会かどっかの部会で百害あって一利なしと申しましたが、現実はそうなのだと思います。これは
意見として申し上げておきます。  

○委員 私も別に会長代理の御意見に逆らうつもりはございませんが、ただ、私が最初に申し上
げたのは、担い手の選択肢を広げることとし、それは農業生産法人の中ということにするというこ
とは、割合資料から読めるものですから、もちろんこの資料は何も絶対なものではないわけですか
ら、議論をすれば、「資料の７ページには、株式会社一般の農地取得は適当でないと書いてある
が、それは反対で、やっぱりもうちょっと踏み込むべきだ」というような意見も当然あり得るとは思
いますが、一応の方向というのは、私は何となくにじみ出ているような気がするんですよ。  

○部会長 ありがとうございました。  

○会長代理 委員はそうお感じになるかもしれませんけど、私は、今の農業生産法人の枠内とい
うことで、多分条件つきの株式会社ということになるのでしょうが、今の法制度では、そういう条件
をつけても、絶対条件を欠くことになる危険に不断にさらされているのが株式会社だと思っている
わけです。それを不断にさらされないことになるのが、商法第204 条の改正だと考えているのだと
すれば、およそ意味のない話であるということです。ですから、どんな条件をつけても危険に不断



にさらされており、条件つきの株式会社は裸の株式会社と同じではないか、それについての歯止
めは一体何ですかということを事務局に聞きたいのです。ないはずですよ。ないから、37年にこう
いう結論を出したわけです。商法第204 条というのはおよそ意味のない規定です。大会社の場合
には意味があるかもしれませんが、中小企業の場合には、すぐに、実際上は株式を取られてしま
って、名義変更だけをしてないという状態が１年か２年続いて、実態がそうだからというので認めよ
うということが、しょっちゅう行われるわけでありますから。そこに何か非常に奇抜な案でもあるの
かどうかというのを、事務局にちょっと聞きたいと思うのですが。  

○部会長 ちょっと今質問が出ておりますので、事務局からお答えをいただきたいと思うのです
が、私もあわせてちょっと質問をしたいと思います。  

 一つは、資料の６ページを見ますと、農業生産法人については、要件を欠いた場合には最終的
には国が農地を買収にかけるということで、制度がつくられているわけですが、それを今まで発動
した事例があるのかどうかということ。そして、仮に株式会社で一定の要件を備えるものを農業生
産法人として認めた場合に、今、会長代理がおっしゃったようなことが生じた場合に、どんな手続
で買収の是正措置ということが発動されるのかということがもう一つです。  

 それから、これは問題をずらすように受け取られると困るのですが、バブルの最中に、現行の農
地法、現行法制下においても到底転用が許されないような農地について、ほぼ価格に等しいよう
な手付けを会社が打って、仮登記をしてしまう。その農地はいつまでたっても、転用できないところ
を買っているわけですから、転用は認められない。それでも、金を受け取った農民の方は、もう売
ってしまった気になっているということで、土地利用上非常に好ましからざる状態になっているとい
うような事態を、私はかつて埼玉県とか群馬県の一部とかで見たことがあります。恐らくそのまま
になって、今でも塩漬けになっているのがかなりあるのではないかと思うのですが、現行の法制下
でも、まさに今会長代理がおっしゃったようなことが現に起きている。それを防ぐ方途はないのかと
いうことについて、あわせて追加してお答えをいただければと思います。  

○事務局 それでは、最初に例の歯止め論ということで、資料には、商法204 条のところまでしか
これは書いてないんですが、確かに委員がおっしゃられたようなケースでは、株式の売買当事者
間では売買が有効に成立するというのは当然のことだと思います。ただ、これは売買が成立したと
しても、会社に対して権利行使ができないという状況でありますので、農業経営を適正に行おうと
することを妨害する力にはならないと思います。  

 それから、今昭和41年の改正だけがここで出ておりますが、平成６年には商法がさらに改正をさ
れまして、会社側で譲渡先を指定できないようなときには、自社株買いを行えるという措置も導入
されておりますので、自分のところでそれを再度買収をするというやり方もできるわけでございま
す。さらに、あえてもう少し言えば、売買を例えば取締役会が承認をした場合には、当然のことな
がら農業生産法人の要件が欠けるということになりますので、一定のプロセスはありますが、農地
法15条の２に基づきまして、最終的には農地を国が買収するということになります。したがって、37
年の通達以降、何段階かの歯止めが、商法の改正の分野や農地法の世界で可能となっている
と、理屈上整理できると思います。  

 それから部会長から御質問のあった買収の事例についてですが、これまで、昭和44年に設立を
されました屋久島農事開発有限会社、ここで買収を行った事例があります。これは昭和61年に、
事業要件、構成員要件、業務執行役員要件のいずれも要件が満たされていないと判断をし、買収
をいたしました。この１件だけがこれまでの事例であるというふうに承知をいたしております。  

 それから、巷間私どももよく聞く、バブル期に転用を期待をして、相当多額の手付けを打って、仮
登記まで行われたという事例についてですが、それについては、私どももどういう実態にあるかと
いうことを調査したことは、これまでにもございませんので、ちょっと今すぐここでということにはお
答えをいたしかねます。もしお差し支えなければ、もう少し調べさせていただきたいと思います。  

○専門委員 まず最初に、この新しい基本法に向けた調査会が何を打ち出していくんだろうかとい



うことをはっきりさせる必要があると思います。つまり、我々は個々の法律をつくるわけではないわ
けであって、我々がここで議論すべきことは、方向性を打ち出すということだと思います。そして、
その後の細かい議論については専門家に任せていく。したがって、我々が今ここで必要とされて
いるのは、まさに総理から求められている改革の方策・方向について議論するということだと思う
のです。  

 そうして考えてみたときに、農地法の問題というのは非常に大きな問題で、個人的には、農地法
から農振法、そしてほかの法律も含めて、もっと一体化した農地法の見直し全体をやるべきだと思
っています。ただ、農業生産法人の問題あるいは株式会社の問題に関しては、きょう出された資
料においては、従来から私も主張しているような、いわば現在の農業生産法人が発展的な形態と
して株式会社というものはあり得るのではないかという方向で議論されていると感じておりますの
で、そのことに関しては一定の評価をしております。  

 ここで会長代理にお聞きしたいのですが、我々が総理に求められている改革の方策ということを
考えたときに、我々は農業部会としてどういうことを考えていったらいいのか。そのことについて御
意見を伺えればということが１点です。  

 それから、先ほどからお聞きしていますと、株式会社の一つの問題点の中に転用期待の問題が
ありますが、転用期待に関しては、どうしてこれを排除するという方向の議論ができないんでしょう
か。それは一つの方向としてあると思うんですね。転用期待を排除する方向というのは、従来いろ
いろな方が言われているようなゾーニングの方法、それから税制で縛っていく方向というのがある
と思います。これについては、政治的にできるかできないかという問題を言い出したら、我々何も
議論ができなくなってしまいますから、政治的にできるかできないかという話はおくとしても、転用
期待を排除するということが理論的にどうなのか、あるいは方策としてどうなのかということを考え
るとすれば、やはり転用期待の排除の問題というのは非常に大きな問題だと思うんですね。  

 ですから、株式会社の参入と同時に、転用期待に関して、それを排除する方向で、議論していか
なければならない。現実に転用期待というのは、以前から指摘がありましたように、現在の農家自
体が持っているわけです。ある研究者によれば、農家の転用期待があることそのものが、株式会
社に限らず、現在の農家の規模拡大を阻んでいる。つまり、貸し出したときには返ってこなくなる、
あるいは転用がなされたときには離作補償が慣行的になされている、そうした問題からなかなか
流動化が進んでいかないということです。その意味では、規模拡大の進まない一つの大きな要因
というのは、現在持っている農家自身の転用期待であるという指摘が研究者からもなされている
わけです。  

 ですから、そういうことを含めて、この転用期待というものは、株式会社の問題に限らず、議論す
べき問題であり、ここの場でするのがいいのか、あるいは生産対策というような別のところでする
のがいいのかは、よくわかりませんが、これはやはりきちんと議論して何らかの対策を施すべきで
はないか。そういうことがあれば、株式会社の問題についても、だれが農業を行ってもいいと、きち
んと農業を行ってもらうことが大切だという議論に集約していくのではないかと思っています。  

 以上です。  

○委員 実は私、昨日と一昨日、北海道のホクレンから強い要請を受けまして、ともかく実態を見
てほしいというお話がありまして、夕張から帯広方面、かなり強行軍で引っ張り回されました。そし
て、水稲、畑、それから酪農関係等いろいろな場所を実際に拝見しまして、百聞は一見にしかずと
いうふうな、随分いろいろな印象を受けて戻ってまいりました。  

 昨日は帰りの飛行機の中で、このいただいております資料をもう一度じっくりと拝見しておったん
ですけれども、まさに２日間の私の実感の中から出てきたものは、この４ページのところに書いて
おられる「多様な担い手の確保に向けた法人機能の活用」ということでございました。私の２日間
の集約した形として、まさにそのことを大変に強く感じたわけであります。  



 今日の本論に行く前に、少しだけ北海道についての問題のポイントを申し上げたいと思います。
３点ほど強く感じたことがありました。一つは、北海道の農業は、御承知のとおり専業農家が非常
に多いわけです。その意味での問題点が、いい意味でも悪い意味でも大変出ているように思いま
した。しかしながら、我が国の農業をこれから本当に確立していこうという意欲を持ってやっている
のがこの専業農家であるということを考えますと、今までの政策の中で、むしろ兼業農家の方が、
所得水準も上昇しながら生活水準もアップすることができたのに対して、専業農家というものは非
常に厳しい状態に置かれているということを痛感いたしまして、今後の方向としては、やはり専業
農家を育てるという方向に力を入れる政策姿勢が必要なのではないか。そんな印象を受けたわけ
であります。  

 それから二つ目は、これは北海道農業の問題ということになるのですが、最近では、野菜あるい
は花の出荷というようなことに相当力を入れておりまして、ベルトコンベヤー方式で相当合理化も
進んでいるというふうな面を実際に拝見しました。一つの新しい道が北海道の農業というものには
できてきているんだなという印象を受けたわけでありまして、各単協を初めとして、なかなか各農
家並びに組合などが新しい方向を模索しながら努力をしている。これは本当に実感として評価で
きる問題であったように思うわけであります。  

 そして３番目なんですが、北海道は非常に農地規模が広いわけでありまして、本州に比べると、
平均的に10倍以上の規模の農家が大半であります。そういう中におきまして、ここで、今日のこの
本題とつながるわけでありますが、私は、北海道の場合には規模がかなり大きいだけに、株式会
社方式というか、もっと広い意味で言って法人制度の農業というものが、大変水に合ったような形
で推進できるのではないかといった印象を受けたわけであります。  

 それは先ほど申し上げましたように、４ページの「多様な担い手の確保に向けた法人機能の活
用」の中の３番目に、「経営の効率化、多角化等により農業経営の発展を促進する機能」というよ
うに書かれているわけですが、まさにこの辺の問題なわけです。私もかなり突っ込んで質問をいた
しまして、実態として、どの程度収益が上がっているのか、何か経営上の問題があるのかというよ
うなことを、３つくらいの場所でいろいろ聞いたわけですが、収益については、全体の売り上げは
年間5,000 万円だとか7,000 万円というように上がっているのに、いろいろな経費等を引いていき
ますと、ほとんど利益が残っていないという状態になっていました。さらに驚いたのは、専従者控
除があるけれども、それ以外の家族の人々は一銭の収入も計上しない形で、世帯主からのわず
かの金しか得ていないという状態に置かれているわけであります。それからまた、それぞれ機械
化のための投資についてのいわゆる償却費なんかも、全く計上されていない。ですから、実質的
には年間500 万くらいの収入が上がっていても、バランス面から言えば赤字の状態が続き、新し
い投資を行うというような場合には、農協等からの借り入れを行い、さらに負債が増えて負担が重
くなるという状態に置かれている。そういった農家が非常に数の面でも多いし、かなり頭を使って
いる農家・酪農農家でも、そういう状態に置かれているんだなということを痛感したわけでありま
す。そして、そういう中で人員構成を見ると、父親、母親などはもう既に老齢化してきており、先行
きはさらにわずかの人々しかいないということになっています。結局、これからの経営の効率化を
上げていくためには、やはり、この４ページに挙げたような形で、どうしても他からの労働力の導入
というふうなことを図らなければやっていけない状態になっているのではないかなということを強く
感じたわけであります。  

 そこで、問題は株式会社の問題に入ってくるわけでありますが、私が昨日、一昨日と拝見した北
海道の中で見ますと、恐らく今このままいったら、高齢化でもって両親がいなくなってしまう、農業
ができなくなってしまうということになれば、最終的には農業から離脱する、いわゆる離農というこ
とをやらなければならない、そういった農家あるいは酪農家というものが結構多いということを実感
として感じたわけであります。ということは、このまま行ったのでは、新しい方式を入れなければ、
日本の農業というものが、これから拡大することは当然無理といたしましても、恐らくどんどん衰退
の道をたどってしまい、これに歯止めがかけられないというのが実態ではないかなという印象を強
くしたわけであります。  

 そうなってくれば、やはり多彩な担い手の確保に向けた法人機能の活用ということは極めて重要
な問題であるし、その問題とかかわってきた場合には、農業生産法人制度というものをより一層活



用することによって、新しい活力のある担い手を持ち、若い人々がこれから期待の持てる職業とし
て農業を選ぶ、こういう方向に持っていかなければ、将来の我が国の農業はないのではないか、
こんなふうに結論的に感じたわけであります。  

 今、委員から会長代理に対するかなり厳しいお話があったわけでありますが、大変ぶしつけです
けれども、私も、今会長代理のお話を伺っていて、何のためにこの調査会というものでこれだけ議
論しているのかということを考えた場合に、会長代理のお話というのは、従来の路線の中で物事を
考えていくということで、改革ということをむしろネガティブにお考えになっているというふうな印象
を非常に強くするわけであります。もちろん知事のお立場として非常に広いケースを実際上の施
策の中でいろいろ体験しておられるということはわかるわけでありますが、将来に向かっての改革
をしなければ日本の農業の未来がないという状態の中において、いかに問題を考えていくのか、
そういう発想がなければ、こういう委員会自身、私は議論をする価値はないだろうと思います。そ
の意味では、今までのお話では、大変失礼な申し方ですけれども、何か現状維持をしていくのが
一番いいという印象を受けます。日本の財政が大いにゆとりがあるような状態であれば、それは
農業に幾らでもお金をそそぎ込めますが、現状においてはそれは不可能な状態にある、ということ
を考えれば、ここでの議論というのは、おのずから委員が言われたような形での視点が重要という
ことになってくるということではなかろうかと思う次第でございます。  

 大変失礼なことを申し上げましたけれども、以上でございます。  

○部会長 会長が発言を求めておられますので、どうぞ。  

○調査会長 会長代理と何人かの方々の意見が対立する形になっておりますが、この調査会は
本来、御承知のように、国民の暮らしと命の安心と安全をこれからどう確保していくかということで
すが、その際の視点として、今農業は御承知のように高齢化が進んでいるわけですが、高齢化が
進んでいるということは、若者が農村と農業を見放したということ以外にないわけですが、見放さ
れた農村・農業に魅力をどうやったら与えられるか、どうすれば単に農業の保全だけではなく活性
化を進められるかということが一番大事なポイントだと思います。  

 もう一つのポイントとしては、にもかかわらず日本の農業の場合は、イギリス、アメリカと違いまし
て、農地に対する愛情がなければできないという農業で、単なる合理主義では日本の農業はでき
ない。これは、ずっと有史以来の私たちの農業文化の基本にあるものであって欠かすことができ
ないものなので、株式会社にする場合でも、農業に対する愛情、土地に対する愛情、これを抜い
てしまうと、まさにこれは基本的な構成要件を欠くことになるだろうということです。  

 会長代理は現実の行政の立場から大変苦労しておられる、それは大変よくわかるのですが、今
私が申し上げた点については、多分どなたも御異論はないんだろうと思います。細かい点はこれ
から考えなければならないことは事実です。そして、先ほどからなじむ、なじまないという議論があ
りますが、今の農村ないし農業の状態は、決してこれはこのままでは容認できないものではないで
しょうか。まさに危機的な状況をはらんでいて、何とかしなければならないので、これを活性化する
ためにどういう新しい手だてがここで考え得るか、その点についての議論をぜひよろしくお願いし
ます。  

 現在意見が対立しているように見えますが、農業とか農村を重視し、愛している気持ちには、皆
さん変わりがないだろうと思います。株式会社が農地を取得した場合でも、今汚くなってしまった農
村をどうやってこれからきれいにしていくか。先ほど専門委員から話がありましたけれども、そうい
うことの方向づけが大事なので、ぜひその点よろしくお願い申し上げます。  

 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 今、調査会長におっしゃっていただいたのでダブりますけれども、私も実は質問をし



ようと思いましたのは、改革改革というお話が結構出ておりました。改革しなくていいということで
はないですが、何か論点が大分変わってきているのかなと、グローバル化という言葉にやや惑わ
されてきているなという印象を受けたわけです。ただ、中間取りまとめから考えますと、私は360 度
の進展ではないかと、一回りしたぐらいの。あの時点の暗さから考えますと、随分見通しがよくなっ
たと思っております。  

 そのときに、今回の場合主眼に置いたのは、やはり農業の維持の問題だろうと思います。その
ために、後継者、担い手の問題が今回クローズアップされているのだろうと思います。担い手を確
保するためには将来的な展望が必要だということの対策として、株式会社という話が出てきている
と思います。先程委員のおっしゃられたことについては、単純で実に明確で、私もそのとおりだと
拍手したいのです。そのくらい割り切れたらいいなというぐらいに私も思っております。  

 ただ、いわゆる食と農の間に今、食・ビジネス・農という形でビジネスというものが入ってきて、話
が混乱して、その結果、農業がおかしくなってまいりました。つまり、これを社会と家庭としてとらえ
ますと、この家庭の位置づけが農業だろうと。社会が企業、ビジネスだと思うんです。いわゆる食
と家庭の間にビジネスが入って、今、日本の家庭にいろいろな問題を起こしてきているわけです。
ですから、ある部分では、どうしても心を癒す部分が必要じゃないか。家庭イコール農ではない
か。農業の農。農業も、いわゆる食も、もともとは生業でございます。そういう意味では、生業の部
分を大切にしなくちゃいけない。しかも、ビジネスとして考えられる場合には、輸出ができるだけの
自給率があった場合には、それなりの考え方があるんですが、何せ42％しかない。この数字を維
持し続けようとするためにはどうしたらいいか。現状では、先ほども会長がおっしゃられたように、
日本の農業が今の状態ではよくないというのはだれでもわかっておりますので、そういう意味で、
とりあえず法人制度、これを広めていくということが第一段階の方向ではないかと考えておりま
す。  

 それからもう一つ、法人の中から株式会社にまで転用できるという可能性だけでも持たせたとい
うことは、大進歩じゃないかなと思っております。  

 それから、あと一つ女性問題、いわゆる農村女性、60％の労働者であります女性の問題が今回
抜けてしまって、これはもうちょっと農村の方でやってくださるのかと思ってましたら、全然話がな
い。経営者の話はあるんですが、農村女性の活性というものも、もう一方の柱につけ加えるべきだ
ったと反省しております。  

 以上でございます。  

○委員 私の場合は、議論の当事者として現場で農業をやっているわけでございまして、皆さんの
御意見をじっくり聞かせていただいているわけでございます。先ほどから意見が出ておりますよう
に、どうすれば、これからの日本の農業に若者が魅力を持ち、女性が元気になり、お年寄りも元気
になる農村・農業をつくれるかということを中心に考えた場合に、その中の一つとして、農業生産
法人に大きな期待がかかっているということになってきております。私たちは、その当事者として身
が引き締まる思いで、頑張らなきゃいけないと思っておるわけでございます。  

 そこで、私の意見といたしましては、皆さんから相当意見が出ておりますので、あえてつけ加える
ことはないと思いますし、話を全くよそにかわしてしまってはいけないとも思うのですが、これだけ
の御議論があるほど、今の日本の農業というのは多様化しているのだということなのです。これ
は、後で団体の問題も出るでしょうから、そのときに御発言させていただきたいと思っていたので
すが、一つの組織で意見を国民に伝えようとしているところに問題があり、これを何とかしなけれ
ばならない。これだけ大きく分かれて多様化した農業の問題を、一つの政策、一つの組織で動か
している、ここに私は問題の一番の根っこがあると思います。その上で、株式会社などいろいろな
問題についても、当然議論があるべきではないかというふうに考えているわけでございます。大変
話をぼかしたようなことになったかもしれませんが、お許し願いたいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  



○専門委員 一言だけ申し上げたいと思います。私は先ほどの発言で、いわば超安全運転でいろ
いろなことを進めて行くべきと申し上げましたし、他の委員も専門家の意見を聞いていくべきという
ことをおっしゃられたわけですが、そういう意味では、超安全運転で考えていくということになるかと
思います。ただ、先ほどの御議論の中にもありましたが、転用規制の問題については、この調査
会の議論の中で今のところそんなに大きな進展があまりないように思われますので、現時点で
は、その枠組みの中で考えざるを得ないというところがまだあるのではないかと思います。転用規
制なり土地利用計画が大事であるということについては、もう今さら申し上げるまでもないわけで
ございますが、１つだけ、これまでの部会の中で私が申し上げていなかったと思う点を、単純な話
ではありますが、つけ加えさせていただきたいと思います。  

 それは、現実にそれこそ農業委員の方とか市町村の役場の農政の担当の方がいろいろ苦労さ
れているわけでありますが、転用規制なり、これは制度上のいろいろな問題もあるのと同時に、私
は、いわば大義名分がこれまで必ずしもはっきりしてなかったんではないかという気がするわけで
あります。つまり、農地をきちんと守るですとか、日本の農業のあるべきビジョンというのはこうな
んだということが、この議論なりを通じてはっきりすれば、私は、ある程度自信を持って現場で対応
できるような大義名分が与えられる部分があるのではないかと思うのです。今は、これは私の偏
見かもしれませんが、なぜこういう規制が行われるかというと、法律に書いてあるんだということに
なるだろうと思うんですね。では、その法律が何のためにあるのかというところにいくと、実は自信
を持って言えないというのが、私は底流にはあるのではないかと思うわけであります。  

 ですから、今度の基本問題調査会というのは、まさにそういう大義名分を内外に高らかに宣言す
るといいますか、実質のあるものとしてつくっていく、そういうところに意味があるのではないかと思
っております。一言つけ加え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 時間が所定の２時間に近づいているので、ちょっと気持ちとしては焦っております。しか
も、本部会は今日で最後ということですから。今まで伺っていると、おおむねこの資料は評価でき
るという意見と、一応は評価できるが、さらに株式会社まで認めるように進めるべきだという意見、
そして、株式会社一般の参入はもちろんだめ、応用動作としての農業生産法人としての参入を進
めていくといったようなものもだめという意見があったように思います。結局、このままでいくと、調
査会で、本問題をまたさらにやらなければならないのか、これ以上人間が多い中で議論してこの
問題がはたして煮詰まっていくのかどうか、ということを私は非常に今危惧しながら、２時間の経
過を実は見てきました。私として、今申し上げたいのは、一つだけ、将来、一体担い手が今の制度
のままでちゃんと確保できるのかどうかという、その点について、考えていただきたいという点で
す。私はその点で言えば、さっき調査会長もおっしゃいましたけれども、非常に危機的な見通しだ
と思うんですよ。  

 ですから、今のような３つの議論があるということは承知した上で、少なくとも将来の担い手の確
保ということについては、やはり一抹というか、かなりの危惧があり、そのことを何とかよい方へ変
えていくために、どういうことが一体できるのだろうかを考える必要があるのではないか、。そして、
そのためには、今のような応用動作もあり得るのではないか、私はそういう気がしております。で
すから、その点については、部会として、ちょっと何か、方向性というか見解といったようなものを
出すべきなのではないかという気がするわけですね。  

 もう一つは、将来の危惧というのは、他の委員がごらんになってきた北海道の例に見られるよう
に、大規模の経営者でも変わってきているということがございますし、また別の委員がおっしゃって
きたこととちょっと触れ合うところもあるのですが、農地の所有者だからいかにも農業をやっている
とみなされてはいるものの、何かチャンスがあれば農地を資産として使っていきたいという人たち
が、数としては非常に多いということは紛れもない事実であって、その人たちは決して将来の担い
手になり得ないわけですから、そこのところを一体どうやって吸収していくのか、という点について
です。前に会長代理は、公社が一番いいんだというようなことをおっしゃっておられました。それは
まだ記憶にあるのですが、もちろん公社ということもあるかもしれません。しかし、その一つの道筋



として、今の農業生産法人の少し変形といいますか、一歩性格を変えた法人というのもあるかもし
れないという気がいたします。ですから、その辺のところの整理をしないまま調査会にいってしまっ
ても、私は議論が煮詰まることはないだろうというふうに、ちょっと今心配をしております。  

○部会長 ありがとうございました。  

 時間もかなりたってまいりましたので、次の議題に間もなく移らなければならないと思っておりま
すが、今の委員の御発言にも関連して、進行役というか座長としての今日の議論の印象を申し上
げたいと思います。予想されたとおり、いろいろな議論が交錯をしたと思うんのですが、今日の議
題に関して言えば、21世紀へ向けての農業・農村の健全な姿というものを展望するという視点に
立って、農業経営や農業関係の資源利用をちゃんとやっていく必要があるが、そのためには、どう
いう担い手をどこまで想定をしていったらいいかという視点で考えるべきだという意見。それから、
今委員がおっしゃったように、今の制度で担い手の確保といった21世紀へ向けての対応が十分で
きるのかどうかという視点で考えるべきだという意見がありました。そして、今日の提出資料につ
いては、そういった問題意識で取り上げているという意味で、かなりの方から、一応評価をすると
いう旨の御発言があったと思います。  

 それから第二に、今日提出されている資料では、具体的にではありませんが、今言ったような視
点に立って、株式会社を農業生産法人の中に位置づけるということを考えてもいいんじゃないかと
いう方向は、見えてきているのではないかと思います。そして、その点、そういう方向で考えるべき
という御意見がありましたが、それに対して、株式の譲渡制限や国の買収制度、あるいは、今日
直接のテーマになってはおりませんが、土地利用計画やゾーニング等を通じて、そういった問題で
危惧されている悪影響を本当に防ぐことができるのかという点について、まだこの問題は慎重な
議論を要するという御意見があったということは事実だと思います。  

 これで調査会に上げるというと、もう焦点が定まらなくなるんじゃないかという意見もございました
が、一つは、農村部会の方で議論されている農村計画や土地利用計画の議論とどういうふうに突
き合わせていくかという問題がございます。また、株式の譲渡制限や農業生産法人制度に設けら
れている国の買収規定、これについては先ほど質問しましたら、１回だけ適用された例があるそう
ですが、株式会社形態を認めていくというようなことになれば、会長代理が御心配になっているよ
うなことが、今までの合名・合資・有限会社なんていうような会社に比べれば増えてくる可能性もあ
りますから、そういった点について、例えて言えば、買収の規定をどうやって適用するかというよう
なことについて、その体制なり手続みたいなことをどう整えれば、そういう危惧が防げるのかという
点をもう少し事務局の方でも詰めていただいて、調査会の場で、なおこの問題を詰めていくことは
可能ではないかと思います。部会長としては、ちょっと力量不足で申しわけないとは思いますが、
今日の議論全体を総括して私の印象を申し上げると、以上のようなことではないかというふうに思
います。  

 事務局の方や委員の方々、特に追加的に何か意見がございますか。  

○会長代理 私の発言が多少物議を醸したようですから、別に釈明ということではありませんが、
申し上げておきたいのですが、農業政策というのは、これをやったら世の中すべてよくなるなんて
名案はないと思うのです。地域によって実態は違いますし、北海道の農業がこうで、内地の農業
がこうで、山陰と山陽でも違います。世の中がこんな難しい時代になっていますから、一般の町の
中の商店街対策についても名案がないのと同じように、名案はないのです。ですから、いろいろ多
様な選択肢を探って、例えば株式会社について議論するというようなことは非常に結構だと思うん
ですね。  

 先ほどから私が申し上げているのは、まだ皆さんによく御理解いただいてないようなのですが、
今、部会長がうまく整理してくれたのですが、農業生産法人として株式会社を認めるという議論で
あるとすれば、農業生産法人としてのいろいろな条件がついた株式会社論ということになるわけで
すが、その条件は一体何ですかと聞くと、商法第204条があるというぐらいのことでしかないわけで
す。それは実態的にはおよそ意味がないのではない。だとすれば、農業生産法人としての条件つ



きの株式会社というのは一体何なのかいうことをきちんと説明してくれませんと、現場で私どもは
農業政策をやっているわけですから、たまったものではないと思うわけです。ですから、そこはもう
少し事務局にはっきりしてもらわなければならないし、その条件をこの調査会で議論をしても、専
門家がいるわけではないので、我々にはそんなことはわからないのではないか。そうしたことを申
し上げていて、改革をするのかしないのかというような話とはおよそ無縁の、もう少し実務的な話を
申し上げているつもりでした。その点を誤解のないようにしていただきたいなと思っております。  

○部会長 ありがとうございました。  

 ちょうど時間も、あと残すところ１時間になりましたので、さらにこの問題は調査会の方の引き続
いての議論になってくると思います。今の議論を踏まえて、事務局においても、さらに一段の御検
討を願いたいと思います。  

４ 資料説明（農業団体について）  

○部会長 それでは、続きまして農業団体についての議論に移りたいと思います。  

 まず、資料の説明をお願いいたします。  

○事務局 資料番号５番ですが、「農業団体について」という資料につきまして御説明させていた
だきます。  

 農業団体といいましてもいろいろあるわけでございますけれども、目次にありますように、今日の
資料は、１番目が農業協同組合、２番目が農業委員会等、３番目が農業共済組合、４番目が土地
改良区ということで、主だった４つの団体につきまして資料を作成いたしております。  

 まず、１ページ目からが農業協同組合の関係でございますが、１の(1)にありますように、農業協
同組合は農業者の自主的な相互扶助組織ということで、販売、購買、信用、共済等の各種事業を
総合的に展開しているということでございます。また、農協系統は、その下にありますように、単位
農協と、これを補完支援いたします都道府県段階及び全国段階の連合会の３段階で構成されて
いるということでございます。その数等につきましては、右の方に表の形で紹介をいたしておりま
す。  

 ２ページ目に、その農協関係の事業をめぐる状況ということでお示しをいたしておりますが、右上
の表をご覧いただきますとおわかりいただけますように、農協関係の部門別の純損益の推移とい
うことで見てまいりますと、信用、共済事業におきまして利益を出し、購買、販売事業で赤字になっ
ているというような状況でございますけれども、この信用、共済部門の利益は、最近、減少または
伸びが鈍化しているという状況だということでございます。  

 また、最近の農業、農村をめぐる状況の変化ということで、その下の方に触れておりますように、
農業者の階層分化ですとか営農・生活様式の多様化、こういったこと等に伴いまして、農協に対し
ます組合員の方々のニーズ、これも多様化、複雑化しているのではないかということでございま
す。  

 それから組織の関係でございますが、３ページ目に、そうした多様化する組合員のニーズでござ
いますとか事業環境の変化ということに対応いたしまして、農協系統におきましてはいろいろと合
併を進めているということでございます。基本的には、アンダーラインを引いてありますように、農
協の広域合併を図っているという、いわば水平的な数の集約とそれから県連と全国連の統合によ
ります組織２段階化ということで、縦の関係での合理化、こういったことをやっているということでご
ざいます。また、人員の削減、施設の統廃合ですとか業務執行体制の強化に取り組んでいる、こ
ういう実態だということでございます。  

 その下ですが、現在、農協におきましては、2000年までに約530の単協にしようとしております。



現在のところ、全国に1,808 組合という総合農協があるわけでございますが、これが530という目標
があるということですとか、県連と全国連の垂直的な統合、組織２段の取り組み、これはもう既に
20～30前後の県連が2000年までに統合する方針を打ち出しているということ、さらに人員の面に
おきましては、2000年までに現在の35万人強の職員体制から５万人の職員を削減をする目標が
設定されているということ等を紹介しております。  

 なお、業務執行体制の強化ということで、経営管理委員会制度について右の中ほどに平成８年
の農協法改正で導入されたということで紹介しておりますが、基本的には、日常の業務を執行い
たします理事会と、これをコントロールする経営管理委員会、いわば所有と経営の分離を制度化
するような仕組みでございますけれども、こういった仕組みも導入されておりまして、こうした実態
を踏まえた対応ということも考えられるわけでございますけれども、そこの括弧の中にありますよう
に、導入の実例は現在までのところはないということでございます。  

 いずれにいたしましても、左下の方にアンダーラインを引いておりますように、農協を取り巻く環
境は急速に変化しているという中におきまして、農協系統組織にとって農協の広域合併、組織２段
の組織整備の推進、これが喫緊の課題になっているのではないかというように私どもといたしまし
ては認識しております。  

 次に、４ページ目からは農業委員会等の関係でございます。まず、現状でございますが、市町村
段階において設けられております農業委員会、これは農業者の代表ということで、公選等によりま
して選出されました農業委員によります市町村の行政委員会という性格でございます。法令業務
ということで、農地法に基づきます農地の権利移動の許可等の業務を行っていますが、そのほか
に農地の流動化ですとか担い手の育成等といった業務を行っておられるということでございます。 

 また、都道府県段階には都道府県農業会議、全国段階には全国農業会議所ということで組織さ
れているということでございます。  

 ５ページですが、組織の再編・整備の関係でございますが、今後、農業委員会が地域の世話役
として、担い手の方々への農地の利用集積、あるいは優良農地の保全・確保等により積極的に取
り組んでいただくという観点から、委員の選出方法ですとか活動のあり方、こういったことについて
検討していく必要があるのではないかと考えております。  

 また、下の方に触れておりますけれども、構造政策を推進するという役割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方向付けに至る流動化の推進体制の強化、こういったこ
とについても検討する必要があるのではないかと考えております。  

 ６ページ目に、農業共済組合ということで資料を付けております。この農業共済組合は、前回の
当農業部会にお出しいたしました農業災害補償制度、これを行う仕組みということで設けられてい
るわけでございますが、１の下の○で触れてありますように、農業共済団体は農業災害補償制度
の実施主体ということで、共済の引受けですとか損害評価、こういった業務を行っているということ
でございまして、団体といたしましては、共済事業を行います農業共済組合、または市町村という
ことになるわけでございますけれども、都道府県段階におきましては共済組合連合会で構成され
ています。組織的には、これに政府が再保険を行うというようなことで、組織的には３段階になって
いるわけでございます。  

 その下に合併の推進ということで触れておりますが、農業共済組合等の数は、現在、平成１０年
で545ということで、２番目の方に紹介しておりますけれども、これがさらに再編整備計画によりま
して、平成12年度には329となるような予定で推進されているということでございます。  

 今後、一番下に触れていますように、安定的な事業運営基盤の確保を図るために、広域化の着
実な推進ですとか、地域の意向等も踏まえながら事業の２段階での実施が可能となるような道を
開く必要があるのではないかということで、より効率的で簡素な実施体制なり業務運営のあり方、
こういったことについて検討することが必要ではないかと考えております。  



 最後に、７ページ目の土地改良区でございます。土地改良区は、１の(1)の一番上にありますよう
に、土地改良法に基づき設立されました公的性格の強い団体でございまして、土地改良事業を実
施する主体となっているということでございます。２段目にありますように、平成９年度末で全国に
7,414 の土地改良区があるということでございますけれども、一番下にありますように、小規模で
500ヘクタール未満のものが大部分を占めているという実態にございます。  

 ８ページ目でございますが、この土地改良区の事業ですが、基本的には左上に紹介しておりま
すように、かんがい排水路、区画整理といった工事を行うわけでございますけれども、他方、土地
改良施設の維持管理を担っております。近年におきましては、事業に占める施設の維持管理の比
重が高まっているという実態でございます。ただ、農業者の減少ですとか高齢化ということで、施
設の管理体制が脆弱化しているということですとか、農村部におきましても混住化と申しますか、
いろいろな方が住んでおられるということで用排水施設の非農業的利用の増大といったことが施
設の適正な管理に影響を及ぼしているという問題もあるということでございます。  

 この土地改良区につきまして、下の２番で、整理統合を従来から進めてきているわけでございま
すけれども、財政基盤、運営体制の強化を図るという観点から、さらに土地改良区の整理統合を
促進する必要があるのではないかと考えております。  

 また、土地改良区が管理しています施設は公共・公益的な役割を果たしているということで、そ
の適正な管理も確保する必要があるのではないかと考えております。  

 以上が団体関係ということで今日用意させていただいたものでございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

 主な４つの団体につきまして、現状と課題を中心に整理した資料を御説明いただいたわけでござ
います。それぞれの団体の目的なり役割、利用、組織の性格等、かなり異っておりますので、一律
に議論することはなかなか難しいわけでありますけれども、この資料では、全体的に農業就業人
口なり農家戸数の減少をはじめ農業内外の状況の変化を踏まえて、第１に、全体として組織、事
業運営のスリム化とか効率化を図る必要がある。第２に、事業内容についても、今後の農業政策
の方向に沿って、そのあり方なり体制を見直す必要がある。第３には、団体の構成員であります
農業者が、従来の均質的なものといいますか、よく言われますように農地改革後に大体１ha前後
の均質的な自作農がつくり出された時代に原型ができた団体でございますので、それがその後、
一方では規模拡大が進む、一方では兼業化が進む、土地持ち、非農家がかなり増えてくる、ま
た、農村の中に非農業者が居住の場所を求めてくるというような、非常にいろいろな多様化の傾
向が見られますので、そのニーズも幅広いものに変化している中で、組織や事業のあり方を見直
していく必要があるのではないかというようなことが示されていると思います。  

 ただ、これだけではちょっと議論をしづらい面もあろうかと思いますので、皆さんの議論の糸口と
して、あえて私の個人的な意見ですけど、もう少し具体的な問題として議論してみたらいいのでは
ないかなと思われるようなことを例示的に申し上げてみたいと思います。  

 まず、農業協同組合については、やはり今言った総論的な視点の第３のところと関連がございま
すけれども、もともと零細な生産者が個別には対応しがたい販売でありますとか購買でありますと
かそういった事業について、協同してより有利に対処していくための組織ということであるわけです
けれども、農業者の階層分化が進んでまいりまして、大きな経営体の自立がさらに進む。そして、
組合員の間に組合に対するニーズも多様化してくるという中で、これに対応した今後の協同組合
事業のあり方をどういうふうに考えていったらいいのか。  

 それから、これも、ある意味で昔からある議論でございますが、農村地域の一部には農協以外
に森林組合とか漁業協同組合が存在をしているところがあって、現場に行ってみると、お隣り合わ
せで事務所があるというようなところも随分あるわけでございます。地域の事情によっては、これら
の組合間の連携なり、場合によっては組合を統合する可能性などもこれから考える必要も出てく



るのではないかというような問題もあろうかと思います。  

 それから農業委員会等につきましては、今後やはり構造政策の推進母体として、農業委員の構
成なりその活動のあり方。さらにはこの資料の中にも、農地の流動化の推進体制の強化というこ
とが書かれておりますが、そういった観点から、他の関係機関との連携をどのようにやっていくか
ということが問題になるのではなかろうかと思います。  

 それから土地改良区については２つの顔がありまして、事業実施主体としての顔と施設管理主
体としての顔、２つの顔があるわけでございますが、近年、だんだん後者の管理主体としての顔の
ウエートが高まってきているのではないかと思われますが、実態的に施設の維持管理が脆弱化し
てきているということが言われる一方で、土地改良施設の公共的な、あるいは公益的な役割が高
まっている。しかし、農村に住んでいる人、あるいはまた農地所有者の考え方が多様化してきてい
るということで、土地改良事業のあり方について、今のような事業申請主義で３分の２同意というこ
とのままでいいのかどうか。中には、特定の事業については国なり自治体の公的な事業として、
他の公共事業と同じように公的な事業として行って、公的な施設管理をやる。その場合には、恐ら
くその反射的な効果として、例えばそういう事業をやったところの転用は、今まで以上に、全部公
的な負担でやるということになれば厳しくするということになるんだろうと思いますが、そういったこ
とも検討する必要が出てきているのではないかという気がいたします。  

 そのほか、この資料は４つの農業関係団体の説明をしているわけでございますが、地域のレベ
ルで見ますと、市町村によっては地域農業センターみたいなものをつくって、そういう核になるよう
な拠点を設けて、１つの建物の中に、町村役場の営農企画関係の職員とか県の普及員とか農協
の営農指導員とか、農業共済その他の団体の職員が常駐をして、情報やデータを共有する。業
務の連携も進めながら、農業者からの営農相談等に対しては、そのセンター１カ所で、そこに行け
ば総合的、機動的に対応してもらえるというような、いわばそこへ行けば何でも用事が済むという
ような取り組みを行っている事例がございます。  

 今後、例えばこういった形の現場レベルでの横断的な連携によって、各団体や機関がそれぞれ
の機能をより一層発揮しながら地域農業をサポートしていくような仕組みを一般的なものとして広
げていくというようなことも、それぞれの系統の団体の組織論とは別に、現場レベルでの連携の仕
方ということも問題としてあるのではないかなという気がいたしております。  

   

５ 質疑（農業団体について）  

○部会長 そんなことでちょっと口火を切らせていただいて、後、自由な御発言をお願いいたした
いと思います。  

○委員 今、部会長からおっしゃっていただいた問題提起だけでも、とても一つ一つ糸口にして意
見を申し上げる時間は全くないと思いますので、これも全部含めた印象で言いますと、すべての団
体は依然として昔からの組織のまま、もちろん多少変革はやっているわけですけど、それが続い
ているということが大きな問題だと思うんですよ。つまり、現代の動きに必ずしも敏感に対応できる
ような体制になっていない。その一つは目に見える数字、さっきから実は気になっていたんですけ
ど、やはり農業とか農家を面倒見る人間が私は多過ぎると思います。つまり先ほどの資料でも、こ
の間の資料と同じなんですけど、2010年には基幹的農業従事者は147万人になるわけですよね。
もちろん面倒見るのは、例えば農協で言えば準組合員の人も、それは準組合員として資格がある
わけだから、面倒見なければいけないことはありますけど、基本的には、やはり担い手に焦点を
当ててやっていこうということを中間取りまとめで合意したわけですから、この基幹的農業従事者
というのは一つのよりどころになると思うんです。それにしては、例えば農協の職員は減らしていく
んだけど、それでもやはり30万人いるわけです。それから農業委員は６万人いるわけですよ。さら
に、ここには出ていないけれど、今日挙げていただいた組織で言えば、共済組合は何万人かいる
わけです。さらに、もちろんここの数字には出ていませんけれど、各県とか市町村に農業の面倒を



ちゃんと見ている人が全国に何人もいるわけです。それから、今日ここで会議している農林水産
省、それから地方農政局にもいらっしゃるでしょう。私は、こういう全体の機構をこの機会に、21世
紀を迎えるわけだから、大きく見直すと。少なくとも我々の仕事というのは、何も、どこが何人でな
ければいけないとかそういうことを言う必要はないわけだから、基本的にこういう機構そのものを
見直すということは、今のような具体的な例を挙げて、十把一からげにして申し上げるというのは
大変に申しわけない気もいたしますけれども、農業団体系の方々の中で、必ずしも人材がちゃん
とそこに育っているかどうかというのは、大いに私は疑問だと思う。  

 そこで、実は例の住専問題に絡んで、農協の信用事業の見直しをやったときに、さっき御説明が
あったように、所有と経営の分離を選択性でいいから導入しようじゃないかということで合意をした
わけです。一つの経営というものは、やはりもうこれ以上、相当な人材でなければやっていけない
という問題意識の上でやったんですけれども、しかし、それも全く採用されていないというようなこ
とは、前途に私は非常に不安を覚える。だから、そこのところを大きな一つの柱として打ち出したら
どう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。  

○委員 私の場合は、今の委員に関連した発言にならないかもしれませんが、時間の関係もあり
ますので、私は、基本的なこれからの団体のあり方についての意見を述べさせていただきたいと
思います。  

 農業協同組合というのは、私も農業協同組合の一組合員なんですが、私は、今部会長もおっし
ゃいましたように、社会の構造が非常に大きく変わってまいりまして、農村も例外ではなく、また農
業経営者も、農家もそういうふうに非常に変化してきているということであります。その中で、我々
が農協に対して、我々と言っていいのかどうかわかりませんが、私が感じるには、金融事業、共済
事業、購買事業に非常に大きな期待をしているわけでございまして、農村生活協同組合としての
期待はこれからも大きいだろうし、大きな役割を果たしていってほしいと私は考えているわけです。
大きい意味でのですね。  

 しかしながら、本調査会が期待いたします、先ほどから議論がありますような、意欲ある経営感
覚に優れた農業者の担い手を代表して、経済的、社会的な地位とか、また、国民に対して正しく自
分たちの意思を伝えるとか、政策に対して意見を申し上げるような組織が、現実に今はない。要す
るに農民の代表は農協であるという概念で来ているわけでございまして、これは非常に意味のあ
ることかもしれませんが、私は今回の調査会で、先ほどからも議論があるように、基本は、意欲あ
る経営感覚の優れた農業の担い手を育てようということから考えますと、自分たちの考え方を国
民に知らせ、また繰り返しになりますけれども、社会的地位、経済的地位をきちっと活動の柱とす
る組織がないというところに、私は大きな課題があろうと考えているということでございます。  

 大変抽象的な発言になりますが、先般の会合でも意見を申し上げたんですが、あまり意欲的な
農業をやると、地域では、こんなの変わっているなと、こうしてきた時代があったわけでございま
す。あえてそれを私たちは、今回、全国の法人協会を立ち上げるにつきましても、各都道府県の
農業会議、また全国農業会議所に非常に熱心に支援していただいて形ができたということも事実
でありまして、農業会議所等については、農地の利用と管理、担い手の育成、経営指導等を担え
るような経営体としてのしっかりした位置づけをこれからしていかないと、私は、この調査会が一番
求めるものがどうしても見えてこないんじゃないかなという気がしているということであります。  

 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  

 私も今までお二人がおっしゃったこと、スリム化ということを含めて、農業の担い手のニーズにこ
たえていくような団体になっていく必要があるということについては、基本的に異論はないんです
が、担い手の人数がどんどん減る、限定される、しかし、どうも農協の方の人員があんまり変わら



ないということについて、委員がおっしゃりたいことをちょっと先回りして申し上げますと、農業協同
組合という看板はかかっているんですけど、かなり地域協同組合化してきているところがあって、
仕事の中でも、例えば高齢者福祉の問題だとか、ああいうふうなことまでかなり農協が地域の中
で担っていかないと、ほかにそういう機能を担うところがないというような点もまたありますので、そ
ういうこともやはりある程度は理解してあげながら、今言ったような基本線でやっていくべきなので
はないかなという気がいたしております。  

○委員 要するに農協の組織とか事業とかそういうものの２段階化というんですか、それを決めて
進めているという点は大変いいと思うんです。農協が、そういう組織面で簡素化、スリム化と取り
組んでいるのは好ましいわけですけれども、農協が本当に農家のために機能しているのかなと、
そういう機能の面が依然として大変気になるわけです。先ほども出ていましたけれど、農村の混住
化が進んで、いわゆる準組合員が多くなっている。そういう結果、農協活動が本来の目的からや
や外れてきているのではないだろうかと。農協本来の狙いというんですかね、それが希薄になって
きているのではないかなと懸念されるわけです。そういうことになれば、当然のことながら、意欲あ
る農家、基幹的な農家にそっぽを向かれるということになるのじゃないだろうか。したがって、いろ
いろ問題点はあるんでしょうけれども、農協というのはもう一度農協本来の原点に立ち戻って、要
するに営農指導の充実とかそういった活動を見直す必要があるであろうと、そう思っています。  

○専門委員 私、この２ページ、農協に対する組合員のニーズは多様化、複雑化しているというと
ころを読みまして、これからが農協の正念場で、ソフトの部分はいろいろとあるんじゃないかなと、
非常に私は期待をしているんです。今までのハードの部分とセットで、ソフトの部分がこれから要
求される。そのときに、先ほど触れました農村女性、これをうまく利用してソフトに取り込んでいた
だければ、むずむずするぐらいに夢のある農協になれると。決して甘い言い方ではございません
で、考え方というのは幾つもあると思います。  

 ただ、女性というのは組織づくりが下手なんですね。ですから、いつもちまちまとやっている。あ
るところでもそうなんですが、うまく女性の活動が伸びているところといいますのは、優秀な男性が
２～３人、影でやってくださっている。ですから、農協さんもぜひ女性のための黒子役みたいなもの
を育てていただいて、最終的に女性は、どんなに頑張っても自分たちがやっているという意識は持
たないと思いますので、そういう意味では、上手にあやして利用していくという発想でやっていただ
ければ、今までの仕事と違った別の視点が展開できると思いまして、私は大変希望しております。 

 以上でございます。  

○委員 農業団体の立場としまして、今委員がいらしてますけれども、農業協同組合につきまして
も、発足の原点というのは150 ～160 年前のイギリスのロッチデールの原則、協同組合の原則と
いうものを中心に私どもは考えているんですが、その後のいろいろな経済変化の中で、若干方向
が曲がったといいますか、紆余した経緯は否めない事実だと思います。したがいまして、これは弱
者が、零細なものが基金を出し合って組織をつくっていく、そして生活防衛と生産活動をやってい
こうと。これは、すべて協同組合と名のつくものは一体だと思います。  

 そして、これは出資でありますから、多くても少なくても１人１票の原則、公平の原則ということで
あり、また、それによって利益を得たものの配当というものは、配当制限をする。さらに、それを利
用していくということでありますから、利用高還元というような制度を運用してきているわけでありま
す。たまたま農協が合併をしますと、大量のメリット、大量の分配という問題についての公平観とい
うものはいかにあるのか。あるいは地域的にも、一つの運賃の調整でありますが、遠距離は、あ
えて遠距離に我々は生活しているんじゃないんだと。生まれたその地、その地域を守るんだという
ことからすると、やはり公平の原則だということに疑念が出るわけであります。全く市場性というも
のだけで追求できない原点もあったわけであります。そういうものを反省しながら、現行の中では
倉庫事業というものは食糧法でほとんど不可能で、不急の財産になっている。こういったようなも
のをどう運用するのか。  

 そこで、この平成４年の農協法改正で、福祉事業も行っております。私の農協でも、既にホーム



ヘルパーを職員で９人、登録が23人、こういうところで、市の社会福祉協議会と共同でこの事業に
参入をし、今後各支店あたりを、そういったようなデイサービスという面で地域農業者の拠点づくり
にしていこうと、こういうことでコミュニティをやっている。  

 もう一つは、生産活動の中で土づくり、有機農業という面での肥料化の問題。あらゆる農業廃棄
物を利用した有機センターをつくって、ソイルパワーとかいろいろつくっているわけであります。さら
に教育という面では、副読本をつくると同時に、食の重要性、勤労の大事さというものは、副読本
をつくりながら一つの教育の現場にも入れていく。こういったようなこともやっているわけでありまし
て、生産活動はもちろん、生活活動、そういうもの全般を含めてやっていく。ただ問題は、やはりあ
る程度の２段階制ですね。県連というものと単位農協と、主人公は単位農協でありますから、それ
と全国連の直結を早急に急がなければいけない。恐らく20年前に全中で大会決議をしたんです
ね。そういう点は、私も県連で特に言っているんですが、いまだに県連段階というのは整理がされ
ていない。こういう点は早く改革をしていく必要がある。生産面では、私がさっき申しましたように、
一市一農場という生産活動の提唱をしているということであります。  

 あと、農業委員会の関係でありますが、直接私どもは、今全国段階におきまして組織改革対策
本部を設置しながら、組織のあり方につきまして検討をいたしております。特に農地政策と構造政
策、さらに地域の実態に即した体制づくりということで、農業委員会が地域の世話役として、農業
の担い手足り得るように努力をしているつもりであります。  

 なお、農業共済組合は確かに農業災害補償法に基づいての問題でありますが、水稲は強制加
入であったと思うんですが、あと園芸、家畜は任意加入だと思うんですね。ここら辺の問題点の整
理の仕方というものも、今後一考を要するのではないかなと思います。  

 それから、私どもは野菜、果樹、畜産物の価格安定基金協会というものをつくって、市町村、生
産者、農協連合会、行政、こういったようなものが基金を出し合って、価格補償をやりながら、安定
的に生産し、市場に供給していく。これは国指定と県指定、地域指定のものというものがあるわけ
ですね。そういったような中での安定基金協会というものは、共済制度とは若干異なりますが、自
らの自主的な共済機能として運用をしているわけでありますが、その市場性といいますか、大暴
落がやってくると再生産がおぼつかないという問題等も現実にあるわけであります。  

 そういったようなことと、土地改良につきましては、さっき部会長が言われましたように、社会資本
整備の段階では運営が何とか可能でありましたけれども、現状の段階では、その施設の管理維
持、特に水利関係というものについては極めて膨大な経費がかかり、その管理をしていかなけれ
ばならない。もう一つは、従前のかんがい用水は、都市化なりいろいろ宅地化の現象で溢水の気
配がありますので、先般も申し上げましたが、排水対策協議会というものをつくって、土地改良区
とさらに行政とが一体になって、今後都市排水機能を整備していくことも、農業かんがい用水とし
て極めて重要である。こういう点がありますので、そういう点を見ながら、今後、合理的な改革を進
める必要があるというふうに思っております。以上です。  

○委員 いろいろ協同組合連合会について、非常に参考になる御意見を承ったわけであります
が、まず１ページ目に、都道府県中央会、信連、経済連、共済連の４連がありますが、もう一つ、
厚生連というのが実は各県にございます。この厚生連というのは、病院関係であるわけでありま
す。例えば広島県におきましても、４病院を総合病院として持っております。医師、看護婦さん、事
務員等々で約1,800人であります。そのうち医師は180名、ほとんどが広島大学からお願いをして
おります。したがいまして、よく言うんですが、ＪＡの厚生連の病院というのは広島大学附属病院で
すな、ということを言っておるんです。したがって、立派な先生をひとつお願いしますよと。まさに立
派な先生を送っていただいております。  

 そして、御案内のように、国公立病院が随分立派に増築なり改築をされております。そういうこと
で、広島県も昨年、100億組みまして増改築をやり、もとより医療機器、これも最新式の医療機器
を導入いたしております。８割方は一般の地域住民で、組合員の方が利用されているのは２割程
度であるわけであります。そういう中にありまして、地域医療の役割というのは十分に果たしてお



ると。あわせて、病院というのは利益にはなりません。御案内のとおりであります。全国的には141
農協病院を抱えておるわけでありますが、そういう中で、約60病院ぐらいは黒字であるわけであり
ます。  

 それから農協の改革というのは、私はよくやってきたなというように感じております。と申し上げま
すのは、約10年前には、単位農協というのは約4,000ございました。今では合併に次ぐ合併を続け
てまいりまして、１ページに書いてあるように、現在1,808 という農協数になっております。すべてを
2000年に視点を当てまして、532ですか、そこまで合併を単位農協は進めていこうということで、鋭
意その方向で進めているわけであります。 それから県連の組織と全国連の組織というのも、同じ
ように2000年を目標にして、そういう統合を進めてきているわけであります。今、県経済連と全農と
いうのは、当面３つの県が統合に踏み切りましたが、2000年までには30ぐらい、県連と全農とが統
合する方向で今進んでおります。  

 加えて、県信連と農林中央金庫の関係でありますが、これは、やや遅れたなという気がいたして
おります。農林中央金庫といたしまして、統合の基本的なあり方について、先般、組織の合意を得
たところでありまして、できれば2000年ということでやっておりますけれども、それまでに達成する
ところと、2000年をちょっと過ぎるかなというところがあります。それから保険などをやっている県共
済連と全国の共済というのは、47都道府県、2000年までに一斉に統合するという方向でやってい
るわけであります。  

 現在、職員が多いじゃないかということでありますが、当面、2000年までに35万を５万削減すると
いうことについては、計画どおり着々と進んでおります。毎年1,700から1,800人 、定年退職の方が
おられるので、その半分を採用するという方針でやっております。したがいまして、そういう方針で
やっておりますので、労使間においての削減についての紛争というのはございません。  

 それから、そういうように単位農協の合併を進めているわけでありますが、先ほど来いろいろな
お話がありましたように、とにかく一生懸命やっております。そういう中にありまして、例えて言いま
すと、５つの農協が合併するとすれば、組合長は１人であります。１人しか要りません。専務、常
務、組合長、５つあれば15人おられたところが、３人というようなことになっているわけであります。
もとより総代の方、それから理事の方も、随分減らしてきているわけであります。あわせて、再就
職の心配は全くいたしません。そういう方が農業協同組合の常勤を去られても、地域においてい
ろいろな地域活動をおやりになっているというのが実態であります。  

 そんなことで、単位農協においてもだんだん人数を減らしていっているんですが、上から減して
いっているんですから、そこに労使間の問題は起きるはずがありません。下からおやめくださいと
いうんじゃなくて、上からやめていっているんですから、そういう問題は起きません。ただ、５つなら
５つの農協において、それぞれの合併する前に組合というのがございます。それぞれの単協にお
いて、給与の問題、勤務時間の問題あるいは退職金制度の問題、あるいは保険を50％ずつにし
ているのと45と55にしているのというようなことがあるわけであります。それを同じ土俵の上でやっ
ていくということになれば、まず、今まで各農協でいろいろ労組との間で確認書というものが交わさ
れている。これは合併しても引き継がなければならないわけであります。給与におきましても、各
農協で差はあるにいたしましても、やはり高いところ、これを基準にしないと折り合いがつくものじ
ゃありません。そのほかのいろいろなこと、合併をしてそういうことを整えるまでには時間がかかり
ます。少なくとも３年、５年と。早くてそういう時間がかかるわけであります。現に広島市農協も８農
協合併をいたしましたが、そういう中にありまして、労組問題というのは一番頭の痛い問題であっ
たわけでございますけれども、おおよそ３年間で片がつき、各労組が一本化いたしたというのは昨
年のことであるわけであります。  

 それから所有と経営の問題、これは住専問題がありました。住専問題、ここで申し上げる気持ち
は全くありません。ただ、おかげで住専問題というのはいち早くクリアすることができました。したが
って、早期是正におきましても、各県におきまして公的資金を導入しないという基本方針のもとに
取り組んできているわけでございます。  



 所有と経営の問題について、農政審議会でそういうことが出まして、私もお話を申し上げたわけ
でございますけれども、世の中がどんどん進んで変化していく、そういう中にあって、金融問題とい
うことはどうしても専門の人が携わらなきゃいけない。それまで、ある程度人材養成と、それから部
外からそういう方々に参画してもらうということも必要で、広島には広島信用金庫という立派な信
用金庫があります。私は、それを見習ってずっとやっているわけでありますが、住専問題において
も広島信用金庫というのは一切かかわりを持っていないという立派なところなんですが、かつては
信用組合から信用金庫になったころでありまして、最初は総代の人数も多い、理事の方も、地域
からそれぞれ出ておられた。それでも、だんだんと大きくなるに従いまして、今では、理事というの
は全部内部職員からの登用であるわけでございます。協同組合というのは一気にはいきません。
ただ、そのような努力はやはりしているわけであります。  

 広島市農協におきましても、役員の中に参事３人を、新たに常勤理事ということで役員に登用を
いたし、次第にそういう方向で今いっているわけであります。一つの大きな組織をやっていこうと思
いますと、いろいろな問題があります。そういう中にありまして、顧問弁護士の方、あるいは税理士
の方、あるいは最近のいろいろな治安問題等々もありますので、県警本部の方から暴力専門の
退職者というような方にもお手伝いをしてもらったり、あるいは労務関係におきましても、会社を経
営をされ、さらに労働委員会の委員もされているという人にもお手伝いをしていただいたり、さらに
マスコミの方々にも入ってもらったりというようなことで、だんだんと、先ほどお話がありましたよう
な期待にこたえるように頑張っております。  

 広島市農協におきましても、女性の組織の会員というのは１万人を擁しております。今まで合併
して以来というのは、どちらかと言えば生涯学習、公民館活動に類したようなことでやってまいりま
した。ぼつぼつ農協のいろいろなことにも参画をしていただくという時期が来たなと。農協におきま
しても、女性がもう半分だと。それから老人の介護、そういうことについてもいろいろ研修を受けて
いる方も随分いらっしゃる。そんなことから、実際に参画をしてもらうということから、来年はちょうど
役員改選であり、そういう中で、女性に総代なり理事になっていただくようなことを来年からはやっ
て欲しいなと。例えば女性の場合は、50歳までの人になってもらうんだと。３期出られても59歳だ
から、ある程度女性の場合はそういう年齢制限を加えつつ、そうすることにおいて男性の方も、ぼ
つぼつお父さんが実印を息子やら娘に任せてもらうというような方向に持っていきたいと。これは
私の取り組んでいる例を申し上げているわけであります。  

 合併することにおいて、多くの優秀な学卒者が来ております。ことしあたりも、30人に１人ぐらい
の競争率であるわけであります。いろいろな国公立、女性でも全部４年制大学卒であるわけであり
ます。そういう優秀な人材をどんどん確保しているし、あわせて既存の職員、そういう者も絶えず
研修をやっておりますし、人事考課制度はもとよりのこと成果制度、そういうようなものを取り入
れ、かなり改革に取り組んでいる。だから、全国の農協も温度差はありながら、農協は保守的とよ
くおっしゃるんですが、しかし私は、農協は21世紀を目指してまじめに一生懸命取り組んでいると
いうことを御理解をしていただきまして、皆さん方のこれからいろいろな提言なり御指導をお願い
いたしたいというように思っております。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 時間もございませんので、あまり具体的なお話にはならないかと思うんですけれど
も、冒頭、部会長に随分いい整理をしていただきましたので、私は特につけ加えることはないんで
すけれども、この議論の進め方といいますか、検討の進め方なんですが、農業団体についての議
論は非常に大事だと思うんですけれども、いわば今日スタートというか、初めて議論したということ
で、ほかの政策課題に比べますと、１年なりそれだけのスタートの遅れがあるわけでございます。
しかしゴールを一緒にするということは、ちょっと無理があるのではないかと思っております。団体
なり組織のあり方ということは、当然政策の方の改革を受けて考えるべき要素もあるかと思います
ので、拙速と言うとちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけれども、むしろ検討というよりは、
もう少し腰を据えて、少し時間差、ずれて本格的な検討ということも考えられていいのではないか
と思っております。  



 例えば土地改良区については、整理・統合を促進する必要があるですとか、農業委員会につき
ましては、委員の選出方法というかなり具体的な話が出ているのでございますけれども、私はこれ
らが恐らく重要な課題だと思いますけれども、もう少しきちんと、現場レベルで何が問題であるかと
いうことを全体として整理する必要があるような気がいたします。今の時点で具体的なところまで
方向を出すということには、ちょっとためらいを感じるようなところがございます。  

 もう一つは、今日は４つの団体といいますか組織が出てきているわけでありますけれども、私自
身は、組織別に考えるということももちろん大事でありますけれども、もう一つは、機能別に考えて
いくということもやはり必要ではないかと思っております。経済団体としての農協は、もちろんそれ
はそれで一つのことになるかと思いますけれども、農業委員会、土地改良区、それ以外に、例え
ば今市町村にもありますけれども、公社とか、場合によっては改良普及センターですとか、いわば
農地を含む資源管理をつかさどるような、そういう機能でもってくくれるグループが一つあるだろう
というふうに思います。共済組合はまたちょっと別でありますけれども、機能別にもう少し、先ほど
部会長は、地域農業センターというものでやっておられところもあるというふうなこともございまし
た。これは非常にいい示唆になるのではないかと思います。組織をそのまま、例えば全部一緒に
しろという乱暴なことを申し上げているわけではないんですけれども、ただ、既存の組織が誕生し
て50年たっているということで言えば、もう少し柔軟に考える余地があるのだろうというふうに思っ
ております。  

 最後に、こういう地域組織は、恐らくこの間のこの基本問題調査会での政策のあり方の議論の
流れから言いますと、私は、これまで以上に重要な役割を果たすことになるというふうに思ってお
ります。例えば環境に配慮した生産というのが生産政策の一つの柱という形になっているわけで
ありますけれども、これは全国一律に何かの基準を設けるというようなことはできない相談の世界
だというふうに思います。あまりいい例にはならないのかもしれませんけれども、例えばヨーロッパ
で放牧の密度制限というようなことをやっているわけでありますけど、私はちょっと疑問を持ってお
りまして、一律にヨーロッパ中例えば１ヘクタール当たり１頭以下とか２頭以下というやり方は、本
来あるべき姿ではないんだろうと思うんですね。その地域ごとの環境容量に合った農業のやり方と
いうのがあってですね。そうなりますと、そこで大事なのは、地域の組織の判断だろうと思うわけで
あります。  

 これは一例でありますけれども、それだけ重要な役割を果たすことになると思いますので、スタ
ートがちょっと遅れておりますので、ゴールを同じということには必ずしもならなくてもいいのではな
いかというふうに思っております。  

○部会長 ありがとうございました。  

 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。ちょうど予定の時間になりましたので、
本日の議論はこのあたりで終了させていただきたいと存じます。  

 中間取りまとめ後、農業部会としましては、生産政策、構造政策、価格・経営安定施策、そして農
業生産法人制度、農業団体について議論を行い、また、食料部会との合同部会を持ちまして、食
料供給力の確保について議論を行ってまいりました。  

 今後につきましては、会長、会長代理、食料部会長、農村部会長とも相談をいたしました結果、
調査会の場で最終答申の取りまとめに向けて議論を行っていきたいと思います。時間の関係等か
ら御発言できなかった事項等あります場合には、今後の調査会の場でお願いいたしたいと思いま
す。なお、書面での意見の提出を希望される場合には、書面の提出もお願いしたいと思う次第で
ございます。  

 次回の調査会の日程につきましては、別途調整の上、事務局から連絡を申し上げたいと思って
おります。  

 部会の運営につきまして、これまで各委員から種々御協力をいただき、まことにありがとうござい



ました。今日この部会がスタートしたころに比べると、自分で言うのも変でございますけれども、あ
る程度論点は絞られてきたのではないかなと思います。  

６ 閉 会  

○部会長 本日はこれで閉会いたしたいと思います。どうもありがとうございました。  


