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１．開  会   

○部会長 それでは、何名か遅れて来られる方もあるようでございますけれども、委員の皆様、お
そろいのようでございますので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会農村部会の第１回
会合を始めさせていただきたいと思います。 
 私、部会長を仰せつかりました祖田でございます。皆様の御協力を得まして円滑な会議を行って
まいりたいと考えております。 
 今、農村は大変な時期にございます。21世紀に相応しい農業・農村のあり方を皆さんと一緒に考
えてまいりたいと思っておりますので、皆さんから忌憚のない御意見を頂戴してまいりたいと思っ
ております。どうかよろしくお願いいたします。 
 きょうはこの部屋には後の予定があるようでございますので、４時半までに終了したいと思って
おります。御協力のほどよろしくお願いいたします。 

２．委員紹介   

○部会長 それでは、本日は農村部会の第１回の会合でございますので、初めに事務局の方か
ら委員及び専門委員の方々を御紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
○事務局 農林水産省の官房企画室長でございます。 
 それでは、私の方から当農村部会の委員の先生方の御紹介をさせていただきます。（以下、略）
○事務局 本日はこのほか御出席の御予定の委員がございますけれども、若干遅れるとのこと
で、３時過ぎにいらっしゃるということと、それから当部会につきましては、会長並びに会長代理は
随時出席するというふうになっておりますけれども、本日は、木村会長が若干遅れて出席されると
いうことで御連絡をいただいております。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

３．農林水産政務次官挨拶 

○部会長 それでは、初めに農林水産政務次官から御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお
願いいたします。 
○農林水産政務次官 大変暑い最中でございますけれども、委員の皆様方、そしてまた専門委員
の皆様方には、農林水産省に御参集をいただきまして第１回の農村部会、祖田先生のもとでお開
きをいただくことになりました。本当にありがとうございます。心から厚く御礼を申し上げたいと思い
ます。 
 既に基本問題調査会の全体会議を３回やっておりまして、その中で３つの部会に分かれて専門
的な議論をしようということでこの農村部会ができたわけでございますけれども、部会としてはこの
農村部会が初めてでございまして、そういう意味で今後の審議の模範になるような会議を持てた
らなというように考えております。 



 少々私の見解も入れて御挨拶をさせていただくことをお許しをいただきたいと思います。 
 日本の農業というのは、御承知のように水田農業が中心であると、私はそのように考えておりま
すが、水田農業というものはその性質、あるいはその産業としてのあり方から申しまして、農民に
よる共同作業というのが非常に多いというように考えております。例えば水の管理でありますと
か、あるいは水路の維持でありますとか、そういうことをいろいろと農家の方々が合い集って実行
していかれるという性格を持っていると思います。そのために共同作業でありますから、どうしても
集落ごとの話し合いというのが中心になっているわけでありまして、話し合いをスムーズにいかせ
るために集落の融和でありますとか、互いに話し合いながら一定の結論を得ていくという習慣が、
この農村、そしてまた農業の中にはあるものだと、私はそのように考えているわけであります。 
 その話し合いがさらに産業として進んでまいりますと、これは農業協同組合という形に発展をし
てくるわけでありまして、日本の水田農業の持っている特質というのが、やはり共同作業であり、
その結果、今日の日本における農業の展開というのがなされていると、私は考えるわけでありま
す。 
 共同作業という意味で申しますならば、最近はとみに共同乾燥施設がいろいろな形でつくられて
おりますけれども、これも一つの協業化のあらわれであると思いますし、どういう種類のコメをつく
るかということ、全体で協議をしてお決めになるということでありますので、そういった意味でも協
業体制というものがとられている。それが日本の農村の特色であるというように考えております。 
 さらにまた、最近は混住化社会ということがよく言われまして、農村の中にも農家でない家が増
えてきつつあり、その結果、農業に従事される方々と、そうでない方々との、融和が図られているう
ちはよろしゅうございますけれども、それが一体化してこないという形になりますと、例えば水質が
悪くなる、生活雑排水が流れ込むというような形で、農村が従来の形から少しずつ崩れていくとい
うようなことがあるのではないかと、このように考えております。 
 農村における生産性ということをよく言われるわけでありますが、生産性を向上させるということ
は、いろいろな面から捉えることができると思いますけれども、機械化と大規模化というのがどうし
てもついて回ることでありまして、今まで１haずつ、10軒の農家で10haを耕していた、それが大型
化をすることによって２軒の農家で５haずつやるという形になってまいりますと、それだけ農家戸数
が減ってくるという、そういう宿命を抱えているようにも思います。この辺がいわゆる農業・農村の
姿にどういう影響を及ぼしていくのか、我々は考えなければいけませんし、産業としての農業を効
率化させるということは、従来の形の農村というものが崩れていくということも反面持っているの
で、その辺をどう調和させていくかということが私どもは検討しなければならないことだと思ってお
るわけでございます。 
 いずれにいたしましても農村というものは食料の供給基地である。これはひとり農民のためのも
のではなくて、日本全国民のための食料供給基盤であるというように考えますので、この農村が
健全な姿で将来の日本人のために伝えられていくということが、民族として最も大事なのではない
かというように考えているわけでございます。 
 併せまして、この農村部会におきましては、恐らく中山間地に対する政策等についても御論議を
いただくことになろうかと思います。なぜ山の農業が大事なのか。なぜ山の農業がなければならな
いのか。なくてもいいのではないかという議論もあるかもしれません。そこのところをどういうような
理念で整理をしていくのかということは非常に大事なことだと思っております。 
 併せて、この調査会におきましては「食料・農業・農村」となっておりますが、再三木村会長の御
整理をいただきまして、漁業・林業も入るということになっておりますので、漁業にまつわります漁
村のあり方というのは、これまた農業と違った意味で検討されなければならないと思います。 
 以上、いろいろと申し上げさせていただきましたが、農村をめぐる、あるいは漁村をめぐるいろい
ろな問題につきまして精力的に御検討をいただきまして、御論議をいただきまして、いい結論を出
していただきますように、お願いを申し上げまして私の御挨拶といたします。ありがとうございまし
た。 
○部会長 どうもありがとうございました。 

４．これまでの経過説明、部会の進め方  

○部会長 本日は第１回の会合でもございますし、専門委員の方も初めてお見えいただいたわけ
でございますので、これまで何回か行われました調査会の審議の経過等につきまして、事務局の
方から概要を御説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○事務局 それでは、第１回目から第３回目までの調査会の概要ということで概略を説明させてい



ただきます。 
 まず、第１回目は４月18日に開催されまして、ここにおきましては総理からの諮問をいただいた
わけでございます。お手元の資料３ということで総理の諮問文を付けさせてもらっておりますけれ
ども、諮問の中身は、ここにありますように、「食料、農業及び農村に係る基本的な政策に関し、必
要な改革を図るための方策に関する基本的事項について、貴調査会の意見を求める」と、こういう
諮問があったわけでございます。 
 その後、この調査会の審議の取り進め方ということで資料４にお示ししておりますけれども、第２
回目が５月13日、第３回目が６月13日と開かれまして、ここにありますけれども、６月以降は各部
会において検討に入っていくこと。12月中に、本年中に第１次答申ということで、「食料・農業・農村
政策についての基本的考え方」を第１次答申でいただきたいと思います。これはとりもなおさず、
昨今の情勢の中で農政改革が緊急に対応を必要とする課題であるということから、できるだけ早く
審議結果をおまとめいただく必要があるということで、とりあえずの基本的考え方につきまして今
年中にいただくこととなっております。 
 そして来年以降、引き続き具体的な施策について検討するというように書いてありまして、最終
答申、ここに特に何月ということは書いておりませんけれども、私どもから御説明し、調査会にお
願いしましたのは、一応来年の夏頃を目処に最終的な答申をいただけたらということをお願いさせ
てもらった次第でございます。 
 この調査会は平成９年度と10年度、２年間ということですので、平成11年の３月末まで設置期限
があるわけでございますけれども、先ほど申し上げました事情から、できるだけ早く結論をまとめ
ていただくということでございます。 
 それを受けまして、その後こちらの事務的な対応ということになるわけでございますけれども、い
ろいろ基本法その他の法案化を、早ければ来年の秋、まあ想定されるかどうかわかりませんが、
臨時国会に、遅くとも再来年の通常国会にはそうした法的な対応等を図っていきたいということで
御了承いただいた次第でございます。その関係が資料４に整理されております。 
 それから資料５をご覧いただきたいと思いますけれども、「食料・農業・農村基本問題調査会の
情報公開について」ということでございますが、「記」の１にございますけれども、調査会（部会を含
む）におきましては、審議の透明性を確保する観点からということで、原則として議事録を公開す
るということが申し合わされております。 
 ２の上２行にありますけれども、公開する議事録におきましては、関係者の自由かつ公平な立場
からの審議を確保する観点ということで、発言者の名前は伏しますけれども、一応中身につきまし
ては全部議事録を公開するということで、３番にありますけれども、農林水産省の文書閲覧窓口に
おいて行っているわけですが、同時にインターネットの、ホームページ上におきましてこの議事録
を掲載させていただいているという次第でございます。 
 そういったことが第１回目の調査会におきまして決定されております。 
 第２回目、第３回目の調査会は、それぞれ５月13日、６月13日ということで開催されまして、各委
員の方からフリートーキングという形で、調査会において検討すべき事項等について御議論がな
されました。 
その結果、整理されましたものが資料６の「食料・農業・農村基本問題調査会における検討項目」
でございます。Ⅰの検討に当たっての視点から、Ⅳの農村政策ということまで整理されております
けれども、この検討項目のⅡからⅣに対応する形で、食料部会、農業部会、農村部会、この３つ
の部会を設け、それぞれの項目について議論を深めていくというふうなことで決定されると同時
に、部会長あるいは部会の構成等も決定されたということでございます。 
 なお、この検討項目につきましては調査会における一応の整理ということでございまして、今後
適宜、各部会の審議状況等によりましては、検討項目の追加等もあり得べしということで整理され
ているわけでございます。当部会における検討項目は、このⅣの農村政策を中心としてということ
に整理されているということでございます。 
 以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして何か御質問等はございませんで
しょうか。 
 特にございませんようですので、またございましたら後ほど遠慮なく出していただきまして、それ
では以上のようなこれまでの経緯を踏まえまして、今後の農村部会の取り進め方につきまして協
議したいと存じますが、事務局の方で何かお考えがありましたら出していただきたいと思います。 
○事務局 ただいま申し上げましたものは、調査会全体ということでの来年の夏に向けての審議
のスケジュールということでございましたけれども、先ほどのペーパーにございましたが、本年中を



目途に第１次答申をおまとめいただくというスケジュールになっております。したがいまして、今年
の10月頃まではこの部会におきまして、農村政策についての基本的な考え方について御議論い
ただくということで、ペースといたしましてはおおむね月１回程度の開催をいただきながら審議を進
めていただけたらというように考えている次第でございます。 
 また、２回目、３回目の調査会等におきまして数人の委員の方々から、部会に分かれますと相互
の連関性、あるいはお互いの検討の進捗状況がわからないので、合同会議のようなものも開いて
はどうかという御提案がございましたので、こういった点につきましても、それぞれの部会の開催
状況を見ながら、会長、各部会長と御相談の上、また部会間の調整等を図らせていただきたいと
いうように考えている次第でございます。 
 以上でございます。 
○部会長 ありがとうございました。ただいま事務局の方のお考えによりますと、農村部会として
はおおむね月１回ぐらいのペースで会議を行いたいと。まずは先ほどお示しいただきました調査
会の方の検討項目がございますけれども、それを踏まえまして一通り皆さんの御意見をお伺いす
る、途中で議事について、もっとこういうことも検討すべきではないかというようなことがございまし
たら遠慮なく出していただいて、広く検討していただけばありがたいと思っております。 
 各部会、回数がそれほどございませんけれども、各会合の議論のテーマにつきましては、私と事
務局の方で、相談してやらせていただいてよろしゅうございますでしょうか。 
○部会長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

５．資料説明 

○部会長 本日は第１回の会合でございますので、あらかじめ事務局に、本部会における今後の
検討の参考になる資料を用意していただいております。皆さんのお手元にありますけれども、これ
を説明していただきまして、その後、委員の皆さんの御意見を頂戴したいと思います。 
 それでは説明をお願いいたします。 
○事務局 お手元に「食料・農業・農村基本問題調査会、農村部会（第１回）」の資料ということで、
資料７の横長の紙でございますが、「農村をめぐる情勢について」ということで御説明させていただ
きたいと思います。 
 まず１ページ目でございますが、「我が国における農村地域の位置付け」ということでございま
す。農村地域ということで決まった定義等はないわけでございますが、一般的には人口集中地区
以外の地区、人口集中地区をＤＩＤ地区と申しておりますが、非ＤＩＤ地区ということで捉えますと、
国土面積の約97％程度、人口にいたしますと35％程度が農村地域ということで、一番広い取り方
ということになるんではないかと思います。 
 このＤＩＤ地区というのはどういうことかというのは、右のグラフの下の「注」ということでお示しい
たしております。 
 ２ページ目に農村地域の人口の推移等を付けておりますが、この文章にありますけれども、農
村地域、非ＤＩＤ地区でございますが、人口減少が続くと同時に、高齢化も我が国社会全体に先行
した恰好で進行しておりまして、今後の見通しといたしましても、人口減少あるいは高齢化は引き
続き進行するんではないかということでございます。 
 右上のグラフに、全国と、うち非ＤＩＤ地区の人口の推移ということで付けておりますが、1960年、
このときはまだ非ＤＩＤ地区の人口の割合は5000万人強ということで約56％あったわけでございま
すけれども、1970以降、逆転しておりまして、非ＤＩＤ地区の人口が半分以下になってきており、現
在は先ほどありましたように35％という状況でございます。 
また、右下のグラフをご覧いただきますと、高齢化の割合でございますが、総人口で高齢者比率
14.5％という現状でございますけれども、非ＤＩＤ地区におきましてはこれを４ポイント程度上回る状
況というふうになっております。 
 ３ページ目でございますが、もう一つ、農業集落ということで左の文章の方に「農村地域は多くの
農業集落によって構成されている」という文章がございます。ここで農業集落というのはどういうも
のかということを、これは農林水産省の「農林業センサス」の定義をとっているわけでございます
が、右の真ん中の方の囲みの中でありますけれども、ここで言います「農業集落とは」ということ
で、「農業上形成されている地域社会のことであり、もともと自然発生的な地域社会であって、家と
家とが地縁的、血縁的に結びつき、各種の集団や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的な
地域単位」ということでございます。これは1970年から1990年までの農業集落数ということでとって
おりますが、大体現在が14万集落、20年前と比べますと3000集落ほど減少しているという状況で



ございます。 
 また、この集落が減少している理由ということで、右下にその消滅の理由ということでとってあり
ますけれども、自治機能の低下、すなわち人が少なくなることによりまして、全体としての共同体と
しての機能が低下している点ですとか、あるいはいろいろな生活面等の困難さというようなことで、
集落等が消滅している状況ということが言えるのではないかと思います。 
 ４ページ目に、農村地域における２次産業、３次産業の割合、こういったものも高いわけでござい
ますけれども、特に平地・中間・山間と言われている各農業地域におきましては、それぞれ第１次
産業が就業者の約２割を占めているということでございます。 
 ここで左下の方でございますが、「農林統計に用いる農業地域類型の基準指標」ということで付
けております。これは市町村単位ということでございまして、下の「注」にありますけれども、決定順
位は、都市的な地域、それから山間農業地域が決まっていきまして平地、最後に中間農業地域と
いうふうに決まっていくわけでございます。 
 具体的には、都市的な地域ということでは、人口密度が平方キロ当たり 500人以上であって、ＤＩ
Ｄ面積が可住地の５％以上を占めるという市町村と。その次に決定されますのが山間農業地域と
いうことでございまして、こういった地域は林野率が80％以上、耕地率が10％未満の市町村、それ
から平地農業地域というのは、耕地率が20％以上、林野率が50％未満、あるいは50％以上であ
っても平坦な耕地が中心の市町村、こういうように決めていき、分類を行っているわけでございま
すけれども、いずれにいたしましても、都市的地域を除く各地域におきましては、第１次産業の就
業者が大体２割程度占めているということであります。 
 同時に製造業の関係で見ていただきますと、出荷額で見ますと、こういった地域におきましても、
製造業の面でも約２割程度占めているということは右下の表で示しているとおりでございます。 
 ５ページでございますが、近年、国民あるいは都市住民の価値観やライフスタイルが変わってき
ているということでございまして、右上のグラフを見ていただきますと、物の豊かさか心の豊かさか
という選択肢でございますが、最近の調査等によりますと、心の豊かさを求めている、あるいは余
暇・自由時間を求める度合いが高まっているということでございます。 
 さらに、都市住民の農村志向ということで昭和50年と平成７年の調査を比較してありますけれど
も、都市住民が農村へ移り住みたいとは思わないというものが昭和50年のときに圧倒的に高かっ
たのが、最近はむしろ半々は移り住みたいと思うという状況も出てきているということでございま
す。 
それから、総理府の世論調査によりますと、地球的規模での環境問題、あるいは生活の真の豊か
さを求める国民の意識等の変化ということで、農業の自然環境と国土保全への貢献の役割に対
する期待、こういったものが高まっているということを右下のグラフにお示しいたしております。 
６ページでございますが、農業・農村関係が単に農産物の供給だけではないということで、国土の
保全の問題あるいは水資源の涵養とか、いろいろな機能を有しているということで、その農業・農
村のいわゆる多面的、公益的な機能と言われているものにつきまして右上の表に整理をいたして
おります。 
 それから、前回の第３回目の調査会でも委員から資料要求がございましたけれども、こうした農
業なり農村、あるいは水田といったもの、これを計量的に評価するとどういったことになるかという
ことを右下の表にお示ししております。いろいろな研究機関がいろいろな手法で、あるいは評価の
対象も若干違っておりますけれども、例えば一番最近の事例でございますと、野村総研が仮想状
況評価法ということで農業・農村の価値ということを出したものが、昨年末に出ましたけれども、こ
れでは４兆円余りというような評価がなされているということでございます。 
 ７ページでございますが、７ページの右上の方に、これも世論調査で、三大都市圏といった主な
都市と地方圏の町村ということで分かれて、どういった生活環境がよくなってほしいと求められて
いるかということをグラフ化しているものでございます。都市、町村を問わず医療・福祉が多いわけ
でございますが、地方圏の町村の場合、都市と比べて際立って高い点は、上から４つ目の「働く
場」ですとか、その２つ下の「交通の利便性」あるいは「生活環境施設」、こういったことに対するニ
ーズが高いということがいえるのではないかと思います。 
 その下のグラフに「若い担い手からみた農村居住の問題点」ということでいろいろ挙げておりま
すが、人間関係のしがらみ、わずらわしいしきたり、あるいは生活環境施設の整備、職業選択の
幅が限られている、こういった点が若い担い手の方から問題点ということで指摘されているという
ことでございます。 
 ８ページ目でございますが、「農業の地域類型別生活環境の整備状況」ということでお示ししてお
りますけれども、道路、汚水処理施設等、こういった言わば基本的な生活環境施設、これが特に



中山間の農業地域におきましては都市的な地域と比べまして非常に立ち遅れているという状況を
右のグラフにお示しいたしております。 
 ９ページ目でございますけれども、農地面積でございますが、農地面積は一貫して減少しており
まして、平成８年では、右上のグラフにありますが、 499万haというようになっております。この中で
都市化、混住化が進行しております都市的な地域の減少率が最も大きいわけでございますけれ
ども、他方、中山間地域等におきましても耕作放棄という形で改廃が進んでいるということでござ
います。 
 右側の真ん中の表に減少率、これは平成元年から平成６年までの５年間の減少率ということで
とっておりますけれども、都市的地域は 5.3％の減少、一方、中山間地域は 3.7％の減少と、こうい
う状況になっております。 
 その下にありますけれども、都市化、混住化に伴います都市的な土地利用への転換に関しまし
てはいろいろな問題があるということで、これは具体的には市町村の計画担当部局の責任者へ国
土庁の方でアンケート調査をされたものでございますが、いろいろな問題点ということで指摘され
ている点で多い点は、景観にまとまりがなくなったという点、あるいは環境整備が不十分のまま住
宅地が増加しているという点、地価が高くなった、こういった点が指摘されているということでござ
います。 
 10ページ目でございますが、自動車、鉄道等の利用によりまして、地方圏の各市町村から地方
中枢あるいは中核都市等へ１時間以内で到達可能な圏域、これが地方圏の全市町村数にいたし
ますと58％ぐらい、人口にいたしますと80％ぐらいを占めているという状況になっております。 
また、過疎地域等におきまして、あるいは自然豊かな農村地域で余暇を過ごそうという動きですと
か、グリーンツーリズム等の都市と農村の交流、こういった高まりが見られるという状況を10ペー
ジの右の方の表で紹介いたしております。 
11ページ目からが中山間地域関係の主だった数字でございますけれども、まず中山間地域という
ことで見てまいりますと、国土面積の７割、人口では15％が居住しております。他方、高齢化が進
行しておりまして、人口の自然減が見られる市町村が約４分の３、74％を占めているという状況で
ございます。また、この中山間地域におきましては農業集落等の消滅が起こってるわけでござい
ますし、現在、小学生がいない農業集落数、こういった点で見ましても９割以上は中山間地域に集
中しているということでございます。 
 12ページ目でございますが、こういった中山間地域の農業の実態ということで、全国の粗生産
額、あるいは就業人口等に占めます割合ということでお示ししてております。粗生産額で中山間地
域37％を占めておりますし、就業人口では39％、こういう状況になっております。また中山間地域
では、農家または林家の過半が、農家林家という形で両方営むという恰好になっておりまして、７
割が農家林家という形になっているという状況になっております。 
 13ページ目でございますが、中山間地域におきましては傾斜度 100分の１以上の田が半分を占
めているということでございまして、平地の農業地域に比べますと農業生産条件の不利なほ場が
多い。右上の表を見ていただきますと、都市的地域あるいは平地農業地域におきましては、８割
から９割近くが傾斜度 100分の１未満の田ということになるわけですが、中山間地域においては半
数あるいは半数近くの状況だということでございます。 
 また、左下にありますけれども、傾斜度が20分の１以上の水田、こういったところにおきまして
は、標準的な区画のほ場整備が経済的に困難であるというようなことで、20ａ未満あるいは不整形
のままの水田が９割を占めている状況だということでございます。 
 14ページ目でございますけれども、中山間地域におきましては過疎化・高齢化が進行しまして、
先ほども出てまいりましたが、耕作放棄地率が増加してるというふうなことでございまして、特に最
近、山間農業地域におきましては 5.5％程度の耕作放棄が行われております。 
 他方、耕地が荒廃することによりまして、下の方にありますけれども、鳥獣害でございますとか、
あるいは病虫害、土砂崩れ、こういったいろいろな被害が発生してきている状況というようなことで
ございまして、旧市町村の単位で見ていただきますと、中山間地域におきまして、これは複数回答
でございますが、かなりの地域がこうした鳥獣害被害なり土砂崩れ等の問題、あるいは病虫害の
問題、こういったものに直面してるという状況でございます。 
以上が資料の関係でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 

６．質 疑   



○部会長 ただいま事務局から農村の現状につきまして、ごく概要でございますけれども、御説明
がございました。これをめぐりまして御意見、御質問、あるいはまたこういう資料を用意してほしい
というようなことも含めまして、いろいろと御意見を頂戴したいと思いますので、どうぞ御遠慮なくお
願いしたいと思います。今、３時過ぎでございますけれども、１時間余り自由に御意見を頂戴した
いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
○委員 それでは口火を切らせていただきます。私自身は東京に生まれて、東京に育って、大体
東京を中心に仕事をしてきた人間で、農村のことをそう詳しく知ってるわけではありませんが、た
だ、たまたま私の父親が会津の、今で言う過疎集落出身であります。それから、個人的なことで恐
縮ですが、私のパートナーというか、妻もそこからの出身だということもあって、盆暮れだとか、あ
るいは法事だとか、そういうときに農村に出掛けていっているという多少外から農村を見ている経
験と、それからもう一つ、私自身、公害対策を中心として環境問題を長いことやってきた人間として
都市等を見てるということで、そういう経験でちょっとお話をしたいと思います。 
 まず第１点、農村といってもいろいろとあるということがまず第一に強調したいということです。強
調したいといいますか、この資料を見ていると、いわゆる農村一般という感じなんですが、同じ農
村といっても例えば首都圏の農村、つまり非常に土地が高くて、例えば東京でいえば 100キロ圏
ぐらいにある農村、これはものすごい豊かな生活をしているわけです。簡単にいうと、ちょっと土地
を売っただけで、普通の都市のサラリーマンだったら一生かかっても手に入らないほどのお金が
手に入る。非常に豊かな生活をしており、都市のサラリーマンがうらやむような生活をしている。 
一方、そういう農村があるかと思えば、言うまでもなく、私が先ほど申し上げましたように、私の田
舎などは大体若くても65歳ぐらいの人しかいない。本当に明日がないような農村もあると。それを
「農村」というくくり方だけでいいのかなと。もうちょっと大都市圏に近い農村に対するアプローチの
仕方と、本当に崩壊しつつある、そういう農村に対するアプローチの仕方と、かなり違うのではな
いかというのが第１点です。 
 したがって、農林水産省はもちろんそういうことは百も御承知だと思いますので、何かうまい仕分
けがあったら教えていただきたいし、また、そういう資料を次の機会にでも提示していただければ
ありがたい。 
 それから第２点は、先ほど政務次官も、農村というのは食料生産の場だというようにおっしゃっ
て、それは全くそのとおりだと思うわけですが、果してそれだけでいいのだろうか。少なくともかつ
て、1000年、2000年、農村が日本の歴史の中でどういう役割を果たしたか。これは単に食料をつく
って都市に供給するという役割だけではなくて、非常に大きな、日本の伝統といいますか、日本の
よさといわれるものを大体農村部が育ててきた。近代社会になって日本人が西洋列強に伍して何
とか工業化が成し遂げられた特質、例えば忍耐力だとか、協調性だとか、勤勉だとか、工夫だと
か、そういったものは別に都市で生まれたものじゃなくて、むしろ農村で育まれてきた。その農村で
育まれたそういった文化とか、日本の伝統といいますか、それが都市へ一方的に流れていって、
それが都市のサラリーマンとなって、そういう人たちが日本の近代化と言われるものを支えてき
た。今はそれが農村ではかなり空洞化しつつある。そういう少なくとも文化的能力といいますか、
そういうものが空洞化しつつあるように私には思えます。少なくとも若者がいないとか、65歳程度
が一番若い人だなんていう、そういう過疎集落では、これはもう新しい文化をつくるというか、そう
いうものはない。 
うまくまだ言えないわけですが、私は農村というものを見るときに、単に食料生産の基地だという、
そういう物的見方だけではなくて、もうちょっと文化の源泉というとちょっとオーバーかもしれません
が、そういう文化論、文明論的な見方もまた必要ではないか。 
 何を言いたいかというと、やはり農業の価値とかそういったものを単にいわゆる経済のロジック
だけで評価していいのだろうか。単に食料生産の場であれば、何も日本の農村でなくてもいい。ア
メリカから買ってきてもいい。あるいは中国はちょっと無理かもしれませんが、東南アジアとかそう
いうところから買ってくればいい。そこに生産の場を求めればいい。あとは金を出して買ってくれば
いいという、そういうロジックになりかねない。生産の場だけではない。もちろん生産の場であると
いうことは非常に重要だけれども、それ以上の何かがある。それは自然を保護するとか、まあ今
は私らも極めて希薄になってきたと思いますけれども、少なくとも日本が2000年かそれ以上、引き
続いて持ってきた文化といわれるもの、日本文化といわれるもの、そういったものを継承していく
能力、そういうものをここに求めなければいけないのではないかというのが第２点です。 
 したがって、農業とか農村というものを、他産業と同じようないわゆる普通の経済ロジックだけで
見るべきじゃないのではないかと。資料を見てみますと、例えば６ページの「農業・農村の多面的・
公益的機能」などというのにたくさん書いてありますが、私、これ別に反対でも何でもないですが、



何か物的なものがやや多くあるのではないかなという感じがしますし、特に感じますのは８ページ
の、例えば農業地域の生活環境の整備状況、要するに農村は悪いということを一生懸命言ってる
わけですね。これを見ると、道路改良率だとか道路舗装率、これ農村が悪い、悪いという見方もで
きますけれども、逆に道路なんかそんなに舗装してなくたって結構じゃないかと、これで十分なら
むしろいいじゃないか。 
 むしろ私は、何が足りないという、そういった公共事業、単に物的公共事業をやっていけばいい
んだというんじゃなくて、農村には美しい自然があるし、平均していえば、家は都会の人に比べて
格段に広いし、庭もあるし、庭木もあるし、そういう単に経済のそろばんにのらない価値というもの
が農村にある。そういったものをちゃんと正当に評価しないと、単に道路の舗装率が足りませんね
と、じゃ道路を舗装しましょうと、そういう論理だけにつながっていく。それは今後、農村というもの
を考えていくときに、特に都会の人を巻き込んで一緒になって日本の農業をつくっていこうというこ
とを考える場合に、こういう統計のつくり方だけでは足りない。農村が持っている美しい自然だと
か、家の広さだとか、庭に木が生えてるとか、これは都会じゃ望めないわけですから、そういうもの
を皆黙ってエンジョイしてるわけです。そういうエンジョイしているものというのをきちっと表現してい
く努力も一方で必要じゃないか。 
 それから３点目は、私のように環境問題の専門家から見ると、やはり都市と農村との間の循環
の輪が切れたというのが非常に気になるところです。昔は循環の輪があったわけです。農村という
ので食料をつくったり、エネルギー源である薪を作ったりして、それを都会に持っていって、そのか
わり都会で発生する廃棄物を、し尿とかそういったものを農村に戻して農村の豊かさを保つ、そう
いう循環といいますか、輪ができていた。それが今、一方的に切れちゃってるわけですが、循環を
また回復する努力、そういう目で農村を見る必要がある。 
 このようなことで、まだ頭の中が全くまとまっておりませんけれども、この資料を見て気づいた点
を３点ほど申し上げました。 
○部会長 どうもありがとうございました。大変広範な視野から御意見を頂戴しましたが、資料に
つきましても今、御注文が、もう少し質的な意味での農村の意義といいますか、価値といいます
か、そういうようなことについての資料の要求があったと思いますので、どういう資料があるのか
わかりませんが、ひとつよろしくお願いいたします。 
○事務局 数字につきましては、先ほど申し上げましたけれども、いろんな切り口がございまして、
若干どの程度細くしていけば、かえって細くし過ぎによりまして焦点がボケがちになるという面もご
ざいますし、また単なる数字だけでは示されないようなお話の点もございましたので、私どももいろ
いろな調査ですとか、そういったものをみながら、できる限り、今後の部会におきましてお出しでき
るように努めていきたいというように考えております。 
○部会長 ほかに御意見、どなたからでも頂戴したいと思います。 
○委員 私も日本の農業はやはり経済効率だけを追ってたのでは世界に太刀打ちは絶対できな
いと思っておりますし、特に農村、この問題ですと中山間地区など特にそうですが、経済効率を考
えたら全く成り立たないところなので、付加価値のある点をやはり何かで評価しなければいけない
んだというように考えておりますが、また一方、これだけ貿易がボーダレス化しておりますときに、
日本だけが幾ら高いものを、これはいいものだからといって作っていて消費者に出しても、やはり
私たちも、表示も今でもあいまいで困っているんですが、表示もなく、ただ見て買うだけでは、なか
なか国産品だけを選べといっても無理なことで、やはり農家の方たちも世界を見ながら、どういうも
のを作って、どのようにやっていくかという努力をしなければいけないと思いますが、そこはやはり
作る人と食べる人が情報の交換をしていかなければいけないと思うのです。 
 ただ、私も戦後50年、半世紀、消費者運動というものに何か首を突っ込んできたような形で、全く
物のないところから、今あり余る時代を自分の生身で感じてきたので、学者でも何でもないのです
けれども、そういう意味から申しますと、今、食料が大変余っていて、日本で見てますともったいな
いんですが、世界は21世紀、不足するからということで、科学技術も大変盛んに研究されておりま
す。そういう中で日本の農業を、自然環境を守るという立場から見てもどうやっていくかということ
は評価が２つに分かれることで、人間がロボット的になれば経済効率、大変よくなると思いますけ
れども、人間が人間として存在するというか、文化的なものもいろいろな意味も含めまして、人間
であるためにはやはりまた違った視点が必要かと思います。 
 ここでいろいろなことを論議しておりますときにいつも２つに分かれるんですけれども、私はどち
らかと言うと日本は、世界を見つめながらも日本独特の土地の問題とかいろいろございますので、
どうしたって平地はないのですから大型化するのは無理ですし、何か機械農業、機械農業って一
辺倒で来ましたけど、大分その点でも無駄があったかなというような感じがします。 



 また、一口に中山間地区といいましても、多分もっともっと細かく見ていかないといけない部分が
あるんだと思います。ですから市町村単位に任せられるところは任せて、国としてはどこをどういう
ように残していったらいいのかという大本のところで、もう少し詰めていただきたいなと思うのと、棚
田の辺では随分今、オーナーを決めて、何か皆さんがお金を出し合って、都会の方もぜひ残して
ほしいということで援助してるというような話も聞きますし、朝早くのラジオを聞いておりますと、何
か捨てたものでもないなと、大変いい動きをしている地方のニュースがよく流れております。です
から、ここで見られるように、日本人の物の考え方が変わってきたということもあると思います。 
 資料を拝見しますと、集めるのが難しいんでしょうけれども、大変古いのが載っております。全部
先年度の資料かなと思って見ますと、そうじゃなくて６年のもあれば、何かもっと前のもあったりし
ますので、やはり今、意識は随分変わりつつあると思います。農村に対しての考え方というのは、
国民的意識は大分変わってきていると思います。それと交通の便や何かとも関係しましていろい
ろ変わりつつあると思いますし、今、加藤さんがおっしゃられたように、あんまり農村に・・９ページ
にあるように、これは６年の資料ですね。「様々な問題が生じて」、この問題も現在で見直す必要
があるんじゃないのかなと思うのと、やはり設備が足りないといって、それを整備することによっ
て、皆さんが農村に抱いてるイメージを壊してしまうという部分もあると思いますので、そこら辺は
十分検討して頂きたいと思います。 
○部会長 ありがとうございました。もう少し新しい資料をということがございましたが、どうでしょう
か。 
○事務局 若干これはあちこちの資料のかき集めみたいなところもありますけれども、正直なとこ
ろ、単年度だけの調査で組んでるというところもございまして、その後、調査の予定があるのかどう
か、そういった点は確かめまして、できるだけまた新しい状況のものがありましたならば、そういっ
たこともこの部会におきましてお示し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す。よろしくお願いします。 
○委員 冒頭の「農村地域の位置付け」ということで先ほど１ページでもお話がありましたように、
農村の定義というのは今日まで明確にないように思うわけであります。そういう中での多面的な面
をそれぞれが申し上げているわけですし、また公益的な機能というものもお互いに判断をしている
わけですね。 
 そういう時点でありますから、今、農業がこんなに厳しくなってきておるんだという中であって、で
き得れば国民合意の中に、その定義を明確にできるようにしたらいいのじゃないかなというような
感じがするわけであります。ここの６ページにもありますように、農産物の供給だけじゃなくて、国
土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、これは確かに私はそうだと思います。そこにやはり
日本民族の素晴らしい文化というものが生まれてきたというように思っているわけであります。 
 そういうことで、ちょっと話は脱線しますけれども、実は企画室長さんのところに差し上げました
が、私は私どもの地域の大正時代の実際の農家の方が、自分の経営稲作なり、あるいはさっき政
務次官からお話がありましたように、みんなが共同作業によって井戸掘りをし、水路を守ってき
た、そういったようなものを絵筆に全部書き留めてあるわけですね。そして農村の暮らし向き、ある
いは生産の経過、あるいは営農をやるまでのそういうものを全部色紙にまとめてあるわけです。
私どもはそういうものをながめながら日本人の心というものと、そして企業マインドのみの追求も、
一部必要でありますけれども、その事実、現実、経過というものをよく知って、そして日本農業はこ
うあるべきだ、また日本の農村社会はこうあるべきだというものを、少なくとも日本は残していかな
ければ、3000年の農耕民族としての機能が失われていくんじゃないか。その中から順次、今後の
環境整備の問題なり、あるいは環境対策なり、あるいは生活様式の問題等々に入っていった方が
いいのじゃないか。まずその基本をなくしてしまって新しいものだけの追求では、なかなか農村は
後継といいますか、少なくなっていくんじゃないかなというような感じがするわけであります。 
したがって、定義の問題の中でも、先ほどもありましたように地域性をどうするのか、あるいは我
が国の国土という立場からどのように位置付けをしていくのかということがあるんじゃないか。その
上で今後の課題というものも見つけ出したらどうだろうかなと思うわけであります。以上です。 
○部会長 ありがとうございました。どうぞ。 
○事務局 冒頭、農村の定義につきまして、若干そういったものがないというように申し上げました
んですけれども、私どももこの調査会の冒頭に当たりまして、諸外国の例でございますとかいろい
ろと調べております。一般的に申し上げますと、これは欧米各国も同様でございますけれども、農
村地域ということでの明確なものはございませんで、人口密度でございますとか、農業生産が主た
ることで行われているかというようなことで、漠とした概念ということで農村地域というふうな捉え方
というのが一般的ではないかと思います。 



また、先ほど委員の方からも、言わば都市と農村の一体性と申しますか、こういった二分論に対す
る批判というようなこともあるようでございまして、こういった点につきましては、言わば個々の問題
につきまして、いわゆる農村の特有の問題というのはあるのかないのか、あるいはそういったこと
に対して、政策としてどういったことが対応できるかどうかということを中心にしながら御議論いた
だきまして、その相対として、そうした概念規定ができるかどうかという点を我々も研究をしていき
たいというように考えている次第でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○部会長 委員、お願いします。 
○委員 私も専門が全然こういう分野じゃないので、難しくてまとめ切れていないんですけれども、
日本の農業の、多分これからの寄って立つところというのは、先日、食料安保の話が出ましたけ
れども、いざとなったときには私たち国民が何とか食べていけるだけの食料生産を確保するという
ところが一つと、あともう一つは、私たちが生活していく上で基盤となる環境を守っていくという、多
分その２つに集約されてくるのかなという気がするんですけれども、そのところで農村というのは、
それを確保する場であると。その農村をいかに存続というか、そういう２つの役割を担ってもらうた
めの場としてあり続けるのかなというところ、そのところで今の農村を見ましたら、やはりかなり難
しい問題をいろいろ抱えてます。 
 私も農村出身ですけれども、やはり若い人間は外へ出る。特に小さいときに頭がいいと言われ
て、高学歴で大学の高等教育を受けた人は、私の周りを見たらみんなもう外に出ていると。そうい
うところ、今後、農村はそういうんじゃなくて、そういう人たちがむしろ住みたいと、そこで生活をした
いと思うような魅力あるような場にどうしたらしていけるんだろうか。うちの近所なんか見ましたら、
やはり学校に通うのが大変難しいというのが一つありますよね。私のところはそうでもないんです
けれども、先日、愛媛県の内子町に行ったら、自転車で１時間かけて子供たちが学校に通ってい
る。そういうのも生活というところから見ると非常に厳しいから、やはり親たちはより町に近い方に
出ていくという選択になるんだろうと。あとお年寄りたちは買い物に出られない、車がないから。ど
うするんだろう、これからと思ったら、やはり町に近い方に出てくるとかですね、そういういろんな難
しい問題があって、生活の場としての農村を魅力ある生き生きとしたところにどうしたらしていける
のかなというのは考えなきゃいけないんですけれども。 
 今後、これまでと違うのは、若者なんかにとってやはり情報過疎というのは、インターネット等の
コンピューターの発展で今後変わっていくだろうと。やはり地方に住んでいると何となく取り残され
たような気分というのを昔は味わわされざるを得なかったというところがあるんですけれども、それ
は何とか変わっていく。ただ、じゃ、そこに住むかというと、何が足りないんだろうと。娯楽が足りな
いのかなと私なんかもいろいろ考えるんですけれど、田舎に行ったらパチンコするしかなかったと
いう人もいて、都会にいると観劇があったり、いろいろ文化に触れる機会があって、昔は地方なん
かにも多分豊かな文化があって、集落、その中で楽しく過ごせるみたいなのがあったんだと思うん
ですが、今の娯楽というのは金を出して、都市集中型で、そういうのをテレビ等を通じて見てると、
何となく若い人は取り残されるみたいな感じを抱くのかなと、これは想像なんですけれども、思って
みたりですね、どうすれば農村というのが生き生きするんだろうと。 
 先日、夏、田舎の田んぼ道を歩いたら、昔、私たちが遊んでいたようなところに子供の姿が一人
もいないんですね。多分みんな家の中でテレビゲームしてるかテレビ見てるかわからないんです
けれども、せっかく素晴らしい自然があるにもかかわらず、子供たちがそれを有効に活用していな
いというのは、将来、私は今、環境が非常に大事だと思うのは、小さいときにそこで遊んだというよ
うな経験も一つあるのかなと思うんですが、そういうせっかく身近にある自然を余り生かしていない
子供たちというのは、もったいなくもあるし、将来どうなんだろうなという不安があって、自然を生か
す方法というのをもっともっと何か考え、庭には多分木はあって、さっきおっしゃったような豊かな
自然を享受はしているんでしょうけれども、実際にそこにいる人たち、子供たちが昔みたいに使っ
ていないというのは非常に問題じゃないかなと思ったりもしました。あと女性が住むとなると、なか
なか二世帯住宅が少ない、べったり同居は嫌だろうなと思ったり、都会から移り住みたいと行った
人がいて、やはり汲み取り式の便所しかないというのは嫌だって帰ってきたとかですね、生活環境
というところの整備もやっていかなきゃいけないのかと思ったり、いろんな問題があるんですけれ
ども、そういう問題をどこまでやるのか。 
 そして、そこに住んでる人たちだけのことでは、やはりなかなか税金を使っていろいろやるという
のは無理でしょうから、都市の人たちと一緒に田舎のよさ、農村のよさというのを共有できる場を、
まあグリーンツーリズムの話もありましたけれども、いろいろつくって、そういう人たちと手を携え
て、さっき言ったような食料生産の場と環境の場というのを農村というところでやっていかなければ
いけないんだろうなと。ただ、かつてのような、本当に日本全国隅々、棚田の本当に上まで耕して



いるような、そういう農業の維持というのは、多分ちょっともう無理かもしれない。となると、どの辺
で手を打たなきゃいけないというか、最低限必要なところというのを線を引いていく必要が、昔はも
う食べられないから、みんな必死で山の上まで耕したんだと思うんですけれども、そういう状況が
ないところでは、やはりそういった選択も今後必要になってくるんじゃないかなと。 
 全然まだまとまらないものですから、感想めいたところで恐縮なんですけれども、今後いろいろ
考えていきたいと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。新しい若い人たちのことを考えた生活の面からの大変
貴重な御発言をいただきました。ほかの委員の方、どうぞ。 
○委員 私も実は組合の代表ですから、言わば都会のサラリーマンの立場ということになると思い
ますが、今まで本調査会を３度、議事録を見て、あるいは出席をして感じたんでありますけど、率
直に申し上げましてマクロ的に言いますと、私はやはり日本経済がこれからどういう方向へ進むか
というときに、今、国際化の中でどのように日本の国民の働く場所を確保するかということを考えた
ときに、問題提起にもありましたように、率直に申し上げますと、やはり日本のあらゆる高コスト体
質、その中に、これは交渉事で私たちの賃金ということも言われているわけでありますが、少なくと
もそこにおコメを中心にした食料があるのもまた事実なわけです。ですから、そういうことを考えた
ときに、高コストのおコメを消費者として買うというのは、言わば一方では税金によって農業政策で
補助金の支給が行われ、一方では消費者として高いおコメを買うという意味では、ある意味で国
民は二重の負担を強いられてると。 
 そういうことを前提に考えていきますと、本調査会でも一部経営者の代表の皆さんから出てると
おり、経済的な効率をもっと図ることによって生産性を上げて、低価格のおコメの供給ができない
かという一方の主張になっていくんだろうと思うんですね。しかし、きょうも議論がされてますとお
り、もともと農村の持っている本来の役割とか機能というのは、また経済的効率の部分だけでは言
い切れない部分があるじゃないかと。実はこの２つの考え方をどうやって両立させるかということ
が、私自身は正直申し上げて、今回のこの基本問題調査会の最大の課題になるんではないかと
いう思いがしているわけです。 
 そういう意味で先ほどお話が出ましたように、冒頭、「農村」という定義を見ても、例えば都市部
に近い農村と過疎地の農村では違うじゃないかという、その同じ意味において、やはり生産性向
上を図るべき部分と、中山間地を中心にした農村とを、私はやはり同列に論じるのはちょっと無理
なんではないだろうかと。ですから、大規模経営を図りながら生産性を上げるべき農村地区と、別
な役割を持っている中山間地を、むしろ農地としての役割や機能を明確に分離した方がいいんで
はないかと。少し極端な言い方をすると、そういう意味では生産性の上がらない中山間地の農業
については、まあ私自身も初めて聞く言葉だったんですけれども、「デカップリング」というようなこ
とを含めて、ともかく所得補助なり何なり大胆に割り切っていってもいいのではないか。そのかわり
一方では、大規模経営ではそこはやはり経済的効率を求めて、１円でも安いおコメを国民に供給
するということも一方で考えるべきなんではないかと思うんです。 
 そういうふうに考えると、先ほどの都市型あるいは過疎地という意味においても、そういう生産性
を上げるべき可能性を持つ農村と、生産性という意味ではもうこれ以上大きくは期待できない、あ
るいはそういうところはもっと別な役割を持つ農村ということで分けながら、あるべき農村像をこれ
から少し考えていかなければいけないのかなというのが実は私の正直な気持ちでありまして、そう
した意味では、またこういう部会で皆さん方の意見を聞きながら勉強もして、できれば論議の中で
よりよい考え方がうまくまとまればいいなというのが、きょうこの部会の最初の日に私自身が持っ
た感想であります。以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。ほかの委員の方、いかがでございましょうか。委員お願
いします。 
○委員 私もきょう初めて参加させていただきました。山形から参りました。 
 今まで３回の議事録を読ませていただきまして、「なるほど」というような感じで読ませていただき
ましたが、私が一番最初に感じるのは、地球そのものが永久にというようなことにはいかんだろう
と。まあエネルギーというか、それはやはり限りがあるのではないかな。それを大事に大事に、み
んな共有して使っていかなければならんのかなと。余りにも今どちらかと言うと、自分たちだけどん
どん消費してというような感じにとれる。その辺のところを大事にしながら農業をまずやっていく。
農業そのものもやはり条件としては、幾らいろいろな技術が進んだからといって、やはり太陽があ
り、水があり、土がないとできない。そういった環境をきちっと守りながら、そして安心して物を作っ
ていくと、こういうような形でないとだめだろうと。どんどん人口が増えていく、そして今、エネルギー
の問題なり食料の問題なりを大きなテーマとして取り上げておられながら、なおかつ、物を買ってく



ればいいのではないかというようなことで簡単に言いますが、それはやはり、もう少しそれらの資
源を大事に活用しながら、丁寧に物を作って、長く栄えていくように、我々は子孫のことも考えなが
らやっていかなければならんのではないかと、それが第１番に感じている点です。 
 それから、農業そのものというのはやはり非常に地味であります。ずっと長い歴史、何千年とい
う歴史の中で培われてきたわけでありますが、先ほども委員が言われましたように、いろいろその
時代、時代にあったものを供給しながら、戦争が始まれば、これは農村からばかり出たわけでは
ありません。都会の人も兵隊さんは出てるわけでありますが、あるいは食料や何か非常に犠牲を
強いられながら国のためにいろいろなものを出してきている。産業が盛んになれば労働力をどん
どん出す、そういう形で非常にその辺の連帯感というか、そういったものもあって国の繁栄に大変
な貢献をしてきているのではないかと、そのような感じがするわけです。 
 今、非常にこのように豊かになってまいりますというと、何かそっちの方がだらしなくて、国の補助
金で何とかやってるみたいな論理だけあって、ご苦労さん、大変だなというようなことが全然ないよ
うに感じる。やはり人はほめてやらないとなかなか育たんというようなことで、その辺のところをもう
少しきちっと評価をしながら、改めていくところは改めていかなければならんし、そして評価をする
ところはきちっと評価をしながらやってくれなければならないのではないか。 
 確かに外国の農産物と日本の農産物、価格的に比較した場合には非常に高いだろうと。しかし
ながら、地代とか、素材とか、あるいは賃金とか、そういったいろいろなものを見た場合に、私は日
本の農家は、よくやってるなというような感じもするわけです。もちろん私自身も農家でありますの
で、そのような評価をするんだろうと思いますが、そういったところが全然なくて、何か高いのでは
ないかと、補助金におぶさっているのじゃないかと、こういうようなことですが、私はむしろいろいろ
やった場合に、一種の保険的な、そういう意味でのものの発想にはならんのかなと。 
 例えば会社を経営したって、いろんな引当金とか、あるいは収益があれば、内部留保を図りなが
ら健全な経営に備えていくようなことでありますが、食料そのものもやはり食料安保というようなこ
とできちっとそのような位置付けをしながら、ある程度のコストというものをきちっと認め合ってやっ
ていくような形にならんものかなと、そんな感じがするわけであります。 
 いろいろこの後、皆さんのお話を聞きながら私も物を言わせていただきたいと思いますが、差し
当たってそんなところを申し上げておきたいと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。委員、どうぞ。 
○委員 私も初めて参加させていただきまして、きょう都会の皆さんから、農村は要らないんだと、
経済効率論で切り捨てられるんではなかろうかという、若干そういう心配を持ってこの場に臨みま
した。しかし、先ほどから、委員から、全く専門的でない皆さんから、農村を評価していただいてい
るんだなという思いをしました。何となくホッとしておりますが。 
 しかし、これを全国民的ないわゆる評価につなげるには一体どうしたらいいのかなと。例えばこ
の資料の中で、先ほどから自然環境とかそういう話が続々出てきますが、評価の面になると、６ペ
ージにある、こんなに差があるのかな、ちょっとわかりにくいなという感じがするんです。逆に水田
はダムの役割を果たしている。そういうものがなくなった場合に、日本にはどんな損害が与えら
れ、国民生活としてどの程度やっていけるのかというようなことがＰＲできるような資料ができない
のかなと。そうなると都会の人たちも、農村がなくなったら大変だと、まず思っていただけるようなこ
とになりはしないのか。そういう切り込みをもっともっとやっていく必要があるのではないかと。 
 それから中山間の、本当にこれ大変だと思います。同じ平場でも、都市近郊と普通の平場でやっ
てる農業とは随分違うわけで、これも一口で片付けられない要素があるのではないか。やはり都
市近郊、大都会の近郊になると、一反の田んぼを手放しただけで成り金になれるわけですから、
本当の農業、純然たる農業地域のいわゆる平場はそういうわけにいかない。やはり農業生産をし
ながら食っていかなければならないという形でありますから、それを同位置に評価するというのは
大変無理があるのではないかと。仕上げの仕方ももう少し細かくやる必要が、農業・農村としては
あるのではないかなという感じがいたします。 
 そして、先ほど委員からお話がありましたが、若者が住むか住まないか、これはこれからの農村
にとって大変大きな要素を持つわけですが、しかし、全部が残ってもこれ、しようがないということ
にもなりますから、生き生きとして残ってもらうために一体どうしたらいいのか。そういう点からいく
と、単に農政問題だけじゃなくて、教育、福祉、産業、そういう一連のつながりが、私、うまく表現で
きませんが、やはりこういう農村はだめだよと親から言われた子供は、その農村に住むわけがな
いわけでありますから、そういう点では農政だけで片付けられない問題点を私は持ってるのでは
なかろうかと、こう思います。 
 そこで、特に中山間になるともっと厳しいと思うので、今まで国土庁なり各省庁が農村・農業にい



ろいろなことをやってきたと思うんです。そういう意味で私は農林水産省の、今まで構造改善なん
かいろいろなことをやって、我々も大変、村づくり、町づくりに役立たせていただいておりますが、
逆にそういう連携が一つ必要だということと、それから今までやってきたことの評価、すごくいいと
ころが日本全国にあると思います。そういういいところは普遍的にできるのか、それは特徴的にそ
の地域でなければできないのか、こういう仕分けが一つ出てくるのではないか。 
 これからの後継者を論ずる場合に、大規模農業の後継者と、中山間の場合はある意味ではや
はり行政が一緒になって支えてあげなければもたないのではないか。その場合はどんな機能でや
ったらいいのか。農業公社のような形で行政が支援をして、耕作は請け負って面倒みてあげる。
そして兼業をしながら、その集落で機能をどうやってやっていくのかという話になるのではなかろう
かと、こう思います。 
 いずれはこの農村問題、お話もわりあい出てるんですが、実際問題とすると、今度はそこに住ん
で、そこに生活をしていくということであります。特に国民合意のもとで、これからの農村にこれは
ぜひ必要だから残さなければならない、それだったらこのぐらいのお金はかけてもいいんだという
合意を得るとすれば、それはどんな資料が出たら我々が「これだ」と言えることになるのか。まだ私
の方ももっとそういう面では勉強も、むしろ委員なんかから聞かなきゃならないわけでありますが、
自身が今、抱えながら、しかし、場所によってはそういう努力が報われるということも現実にはある
わけでありますから、日本のいろいろなところをこれから、こういういいところ、農林水産省はやは
り、こういうことをやったらこれぐらいの農村ができておりますとか、あるいは農業の将来に魅力が
あり、見通しがあるというようなことを皆さんも一生懸命やられたと思いますので、ぜひ資料があっ
たら出していただければ、これから我々が検討する上には大変意義があるのではなかろうかと。
大変わがままですが、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
○部会長 ありがとうございました。いろいろな角度からの御意見でしたが、特に資料について何
点か御注文があったように思いますが、何か事務局の方からございますか。 
○事務局 資料につきましては、これから各テーマに沿いまして私どももできる限り、ただいまのお
話に沿った形が出るように努めたいと思っております。 
○部会長 委員、お願いします。 
○委員 先日、私どもの住んでいるところに 606ｍという県下一、長い橋ができました。それは農
業生産のための、農免道路というところのものに、富士川に 606ｍという橋ができたんですが、そ
れは農林水産省の補助金なんかがあったり、地域の人たちの負担金もあったりして出来上がった
ものなんですが、思うんですが、経済界で補助金漬けだの何だのと言われますが、結局、農免道
路を使っている農家の人たちが、スピードスプレイヤーを並べて走ったとか、軽トラックで毎日のよ
うにそこを通ったなんていうことはあんまりないんですね。要するにその橋がつくられたおかげで
経済が豊かになって、そして日本国全体が豊かになっているんです。 
 今現実、補助金漬けとか言われますが、農家だけの補助金なんていうのは本当に少ないと私は
思うんです。そのおかげでいろんな方面の経済が成り立っているということなんですから、その辺
を補助金漬けという一言で片づけてほしくないというのが農家の人たちの考えだと思います。 
 今、農村で一番問題になるということは、ここの農村部会には出ておりませんが、やはり後継者
のことだと思うんです。これだけ減ってしまった後継者を、どうやって増やして育てていくかというこ
とになると、よっぽど新しい政策というか、観点を変えたものにしなければ、若者はあまねく農業を
やらないでしょう。それでもその中には、少ない人数でありましょうが、農業をしたいという人も出て
くるだろうと思うんですが、そういう方たちにどれだけの支援をしてあげられるかという政策ですよ
ね、そういうようなことを今思うんですが、農家の親たちが、これだけ割の合わない農業は子供に
させたくないというのが現実問題です。そういう親の姿勢があるから、子供たちにそれが自然と植
えついてしまって後継者がなくなっているということが一番の理由だと思うんですね。 
 私は思うんですが、第一回のときに、教育の方でどのように取り上げられているんでしょうかとい
うのを、私がまだ馴れておりませんで、資料の提出をしていただくのがうまく言えませんでしたの
で、山村留学とか体験学習というのをもっといっぱい取り上げていただいて、そして都市の小中学
生の方たちが山村へ行ったり、これから何か文部省の方では土・日がお休みになるようですの
で、土・日をかけたりして山荘へ親子で行って触れ合ってみるとか、そうすることによって、農業を
やってみようかなと思うような人が出てくると思うんですが、農家の人たちが農業をこれからやって
いくということは、もう親の姿勢がそれですのであんまり期待できないと思うんです。それをするに
は農地の荒廃とか、農地を持っていながらにして農業をやらないという人たちには、私は農業をし
ながらですが、ペナルティーを課せられてもしようがないんじゃないかなと思われます。 
 ただ、農家というのは農地が本当に財産ですので、今まで長い歴史、例えば子供たちが農家に



何人かいて、次男、三男は長男に全部譲るという方法をどこの家でもとってきました。それで権利
がありながら財産を譲ってもらうということをしないで農地を守ってきた面があるんです。それはも
う子々孫々受け継がれていく農家の気質というものだと思うんです。だから、その辺は大変難しい
と思うんですが、農家の人たちが後継者を育てていくということが無理な現状の中では、たくさん
の子供たちに小さいときに、農業というのもちょっといいなというようなイメージというか、それを勉
強してもらうために、山村留学とか体験学習をたくさん増やしていただきたいなというように、一つ
の打開策として思っているんですが。終わります。 
○部会長 ありがとうございました。委員、お願いいたします。 
○委員 私、専門は農業経営学で、農業をどうするかという話は比較的専門なんですが、農村の
ことに関しては正直な話、よくわからないというところなんです。 
 きょうのこの部会のお話を伺っていても、焦点をどこに絞ったらいいのかというのがいまだにわ
からないまま話をさせていただくわけですけれども、日本の農村問題というのは一体何なのかとい
う、この整理ができるのかできないのかというようなことがまずあろうかと思うんです。 
 農村というのは何なのか。まあＤＩＤとの関係での定義もおありのようですが、基本的には、農業
をやる人が住むところが農村だというように一時的に定義をするとすると、もはや農村はそうはな
っていない。きょうお出しいただきました資料から見ると、ＤＩＤから消滅した都市、町場も入ってい
て、一体として「農村」というように捉えられている。そうすると「集落」とはちょっと違う概念である。
そのように考えてみますと、町場と集落との関係というのは、かなり生活空間として一体化したも
のとして昔からあったんだろうと思うんですね。ところが、それが交通の便がよくなったり、あるいは
若者がいろいろなところへ行くようになってもっと都市との関係というのは緊密になってくる。つま
り、兼業が進んでくると、農村というのは逆に都市との関係で逆規定されてくる状況になってきた
んじゃないか。つまり、県庁所在地あるいは地方の中枢都市と地方中心都市、中核との関係がど
のような関係になっていて、その中核都市と自分が住んでる町場との関係がどうなっていて、その
町場と自分自身の集落がどのような関係なのか。人々は多分そういった関係の中で生活をしてる
んだろうと思うんですね。ですから、その生活自体も、私は仙台に住んでおりますが、宮城県の農
村であれば、仙台へ何か買い物に行けばいいやと、あるいは仙台へ通勤すればいいやと、そうい
った状況の中で人々が生活をしてるんだろうというように思うんです。 
 そうすると、そういう中で一体農村というものの特有の問題というのがあるのか、ないのかという
ことですね。ある意味で都市問題と共通の問題になってきはしないのかというような感じがするん
です。例えば今、団地に住んでる人たち、団地に住んでいて団地のコミュニケーションなんてほと
んどないわけですね。ですから、村の中でコミュニケーションがなくなった、そのことを言うことは、
農村には確かにそうなんだけど、団地だってありませんよということで、日本全体がそのような問
題を抱えてきている。そうすると、それは別に農村に特有の問題ではなくて、日本社会全体の問題
だろうというように思うんですね。 
 そうなってきますと、一体農村に住むことが何で困るのかというと、何ページかに資料がありまし
たね、若者たちがいろいろ悩みを持っていると。おもしろくないだとか、不便だとか、本屋がないと
か、あるいはほかにも、テレビに出てくるような情報と現実の生活がまるっきり違うだとか、そういっ
た意味では自分たちはそこはかとない疎外された意識を持つだとか、そういうことが往々にしてあ
ろうかというように思うんです。 
 さらには家の問題ですね。人間関係のしがらみだとか、あるいは家が何たらかんたらとかです
ね。私の知り合いでも夕方散歩していると、あそこの息子、いつも夕方になるとウロウロしてちょっ
とおかしくなったんじゃないだろうかとか、そういう噂が町中に飛んじゃうとか、そういった意味では
非常に行動空間としては狭いということがあろうかというように思うんです。 
 そういうときに一体行政はそういった問題にどういうアプローチができるのかと。人の流動性はよ
くした。あちこち行けると。ただ、もっとグローバルに、中核都市と中枢都市と町場と集落と、これを
一体的に考えて、農村を居住空間として、あるいは生産空間として、どのように理想的にするかと
いう思想というのはないんじゃないだろうかと。集落整備というようなことを言ったとしても、農林水
産省の集落整備というのは、まあここで言う、下水道をつくるだとか、あるいは農道をつくるだとか
いうものに限られて、集落全体のコミュニティをどのようにつくるかという発想が余りないと言って
は失礼なのかもしれませんが、さらには教育の問題、あるいは福祉の問題ですね。教育の問題は
町場に一つ学校があればいい。病院に関しては中心都市に、中核都市でもいいんですが、一つ
あればいい。そことの関係で自分たちは住まう。そうすると機能分担として集落は何をしなきゃい
けないのか。そうなってくると農林水産省の事業として一体何ができるのか。ほかの省庁との関係
はどうなのか。そこで全体的にプロジェクトを組んで、農林水産省はこの部門を分担しますよ、ある



いは厚生省はこの部門を分担してください、しかも、ここは中枢都市にお任せしましょう、ここは私
どもでやりましょうと。どうも今までの事業を見ていると、隣りの部落にできたから、うちの部落も入
れなきゃいけないと。町長さんたちは大変なんでしょうが、こっちの集落に入ったらこっちの集落に
も入れないと次の選挙が危ないとか、そういった事業が余りにも多過ぎやしなかったかというよう
な気がするんです。もうちょっと機能分担ということを考えながら、しかも全体的な計画をつくった、
計画というよりもビジョンですね。下手に行政が計画すると余りいいことがないような気もしますの
で。それが第１点目です。 
 それからもう一つは、混住化という問題に農村はどのように対応できてきたのか、あるいはでき
なかったのかということがあろうかと思うんです。とりわけそれは農地との関係で、まあ都市部は
滲み出し的に農振を解除してきたということがあろうかというふうに思うんですが、特にＤＩＤが消え
たような農村の中で、これから人口を入れようとしてるような町があるわけですけれども、そうする
と混住化を計画的にするといっても、なかなか既存の農地との関係でうまくいかない。その辺の計
画を、これは詳しく言うとちょっと大変なことなので追い追い言いますが、農地利用に関して少し考
えていただければありがたいなというふうな気がしております。 
 それと３点目になりますが、日本の農村が都市との相対的な関係で生活や、あるいは自分たち
の存在基盤を維持してきたとすると、そこから疎外された町というのがあると思うんですね。例え
ば通勤に１時間半もかかるようなところ、いわゆるここで言う中山間地なわけですけれども、そうい
ったところですね。 
 実は先日、十日町へちょっと行ってきたんですが、そこから飯山線で奥の方へ入っていったんで
すが、人口がどんどん減ってる。一体ここの人たちはどういう生活をしてるんですか、どの様に所
得を得ているんですかというと、ほとんどが公共事業なんですね。土建業です。土建業からの公
共事業を得て、それで生活が成り立っている。今、公共事業に対する予算が削減されてます。多
分これはトレンドになると思います。僕も公共事業をつけるということはそんなにいいことだと思っ
てませんが、しかし、この人たちにこういうのがなくなったらどういう所得構成になっていくんだろう
かというシミュレーションができなくなっちゃうんですね。 
 そこで、ちょっと教えていただきたいのは、地方中心都市まで１時間圏の町村あたりの農家の所
得構成の分布みたいなのがあったら教えていただきたいということと、平均ではなくて分布です。
そういう人たちがもしも公共事業等々がなくなって、どういうようにしていけばその場で生活ができ
るのか。昔、十日町は機織りがあったから結構それで生活できてたわけですけれども、それがなく
なった場合、一体どうなるんだろうかと。 
 考えればですね、あの人たちの話をずっと聞いてると、４反、５反で稲作にしがみついてるわけで
すよ。そんなのやめちゃって、もうちょっと集約的なのをやった方がいいと言うんだけれども、なか
なかそうもいかないようなんですね。そういう中山間地の将来像をどのように考えればいいのかと
いうことを一つ、議論の素材にしていただければというふうに思うんです。以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。資料の御注文もいただいたんですが、よろしくお願いし
たいと思います。どうぞ、委員。 
○委員 後継者がいないということと、農地を放棄される土地が増えてるというふうにさんざん言
われてきてるんですけれども、14ページの耕作放棄地率の推移を見ますと、少し推移が鈍化して
るといったらおかしいんですが、山間の地区では 5.1から 5.5、後継者が全くなくていずれ、これは
５年刻みになってますか、そうすると、あと何年かの間に全く放棄されちゃうというようなお調べは
まだ出てませんか。本当に後継者がいなくて放棄してしまうというような、捨ててしまうという土地
がどのくらいあるかというのは、先に至っては調べられないでしょうか。 
○事務局 これは、５年ごとのセンサスをもとにした数字でございますので、過去の実績値というこ
とでございまして、将来のものはちょっと、実際の調査上、推計もちょっと難しいんじゃないかと思
います。 
○委員 わかりました。 
○委員 委員からお話がありましたが、機能といいますか、でも、我々が表面からだけの機能でな
くて、私、川の上流に集落排水をやらさせていただきました。それはその地域の生活環境に間違
いないわけでありましたが、ところが、３年しましたら下流にシラウオが取れた。今年はまた相当量
があった。私もそれ十分調べて申し上げてるわけではありませんが、そこの地域の人たちは、これ
新聞にも書いてありました。上流が下水をやってもらったためにシラウオが取れるようになりまし
た。これは私ども全く考えていなかった言わば成果といいますか、収穫といいますか、そういうこと
がうんとあるんだなというように思って、やはりその地域だけでなくて、それが及ぼす影響が結果と
して出てくる。 



 今、委員から、公共事業削減がどうなるのか。これ地方にとって単なる農村だけでなくて、公共
事業で生活を営んでいる勤めているという方、土建業者でなくて、そこに勤めている人たちが相当
苦しい思いをさせられる可能性が出てくるのではないか。そこら辺の思いを公共事業の削減の中
で地方、特に農山村に与える影響というものをどうお考えになって進めていただけるかということ
を、ぜひ政務次官にお願いをしたいと、こう思います。 
 それから、私どもいろいろな町づくりをやらさせていただいておりますが、やはり縦割りの弊害は
ぜひ改めて、横断的に各省庁、一緒にやれるという、これから補助金が厳しくなるでしょうが、そう
いう中で機能をもっと進めていくとすれば、やはりお互いがその事業の必要性を認め合って協力し
ていただけたら素晴らしいものが出てくるのではないかというように思います。 
 それから、もう一つは数字にならない、これ資料を持ってきてもしようがないと思いますけれど
も、私ども今、漁港づくりがだめだということで盛んに公共事業の方でも、行政改革でも、いろんな
地方分権でも言われておるようですが、今のニーズといいますか、大分世の中変わりまして、昔は
ゴルフをやるのは暇人で、大変裕福な連中ばかりやるというように言われてきましたが、今、私ど
もの町でもゴルフ場があるんですが、若者たちが一番ゴルフをやる。ゴルフをやらない連中はこぞ
って海に出る。そうすると、それは釣りに出るわけで、この釣りに出ることがいわゆる経済効率に、
漁獲高何ぼという話にはならないわけです。 
 これからの時代、そういう目に見えない役割といいますか、そういうものをどう説明が具体的にで
きるかとなると、大変数字としては申し上げにくいわけですが、ほぼゴルフと将来は海に出かける
人たちが増えてくるだろう。そういう意味の安全とか、あるいは楽しみとかいう意味で漁港の価値も
あるんだなというふうに思うんですが、これどう説明したらいいのかなというふうに悩んでいるんで
す。しかし、実際には数字だけでなくて、効率論だけでなくて、やはり農村というのが評価されるべ
きでなかろうかと、こう思います。 
○部会長 ありがとうございました。どうぞ。 
○委員 公共事業がなくなってどうするのかという話の続きみたいになって恐縮なんですが、今の
お話ともちょっと関連するので、先にやらさせていただきます。 
 要するに今までの農業での考え方というのは、自分自身が持っている土地からどれだけ収益が
上がるか、それができないから兼業するという、そういうストック経済が農民の間には固定的にあ
ったと思うんですね。そこへ金を持ってくれば何とかなる、公共事業を持ってくれば何とかなるだろ
うという発想も、これはフローをつくることだけれども、ストック経済の延長だろうというように私自身
は思っているんですが、土地をどれだけ持っていれば、どれだけ豊かになるかみたいな発想だろ
うと思うんですがね。だから、公共事業がやれなくなったとするならば、それに代わるものとして民
活にどのように農林水産省が農村問題としてアプローチできるのかどうか、というようなことがある
んだろうと思うんですね。 
 これから少子、高齢化社会になっていくと。そうなってくれば、当然あれやる人、この人というの
がいなくなってくると。今おっしゃったように、漁港から出ていっていろいろレジャーをすることによっ
て、まあそれなりの金が回ってくるわけですよ。委員のところはお城をつくって、そばを売ったり何
かしながら職員一人分の給料ぐらいは簡単に出すわけですね。そういった民活へのアプローチを
農林水産省が考え得るのかどうか。そうなってくると、今までこっちは農林水産省、こっちは通産省
とやってたものが、例えばコメ流通なんかも、これは食糧庁の縄張りですよと言ってたのが、本当
は小売店なんていうのは通産サイドに任せた方がいいようなこともあろうかと思いますよ。思わな
いかもしれないけれども、まあそれはいろいろあるでしょうけれども、もうちょっとその辺の、今まで
のシステムというんですか、行政システムというようなものを改めて、民活を中山間地でどのように
推進できるのかというあたりも、農村政策の一つの課題になってくるんじゃないかというように思い
ます。 
○部会長 ありがとうございました。それでは委員、どうぞ。 
○委員 先ほど農村といいますか、農業が持っている可能性、役割というのは単に食料生産だけ
でなくて、自然環境を守るとか、あるいは少なくともこれまで長いこと日本の社会の一番コアになる
部分、つまり人間の文化とか、そういうものを育んで伝えてきた、永続的に伝えてきたという非常
に重要な部分があったが、この百年の間に一方的に農村から都市に人が流れ、人材が流れ、資
本が流れていく間に、農村が単に物的に疲弊しただけてなくて、文化的にも非常に疲弊したという
のが非常に問題だという趣旨のことを申し上げました。それに対していろいろな方から御意見があ
ったかと思いますが、私は委員がおっしゃった点はなかなかおもしろいなと思ってお聞かせいただ
きました。 
 ただ、あえて申し上げれば、これは20世紀の特徴ですけれども、そもそもグローバリゼーションと



いうのは本当にいいことなのか。自由主義貿易という名のもとで、要するに比較優位にあるところ
が比較優位にないところを押しつぶしていく。例えばアメリカの農業が非常に安くていいものがで
きる。まあ仮にそうだとして、それでもって日本の農業であれ、アフリカであれどこであれ、そういう
比較優位でもって押しつぶしていくことが本当にいいのか。恐らく21世紀に振り返ったときに、それ
が問い返されるときが来るのではないかというように思っておりまして、私はそういう観点から、農
村とか農業の専門家ではありませんが、この前のウルグアイラウンドというのは果して正しい選択
だったのか、私自身は個人的には極めて疑問に思っている人間です。 
そういう意味で、まあそんなこと言ったって世の中、グローバリゼーションということで、要するに経
済の論理というのがほとんど唯一の論理としてまかり通っている中で、その中で農村が苦しんで
いるということだと思うんですが、これに対抗するような、まあ対抗できるかどうかわかりませんけ
れども、少なくとも日本の農業ぐらい声を出さなかったら、アメリカの農業資本に押しつぶされてし
まうんじゃないかというように思っておりまして、ぜひ単に経済的な価値でない他の部分のところに
ついても、もちろん経済についてもきちっとやらなくてはだめだとは思いますけれども、それ自身の
こともやっていただきたいというように思う点が第１です。 
 それから、先ほどから、農村が大変苦労してるんだよ、大変なことだよと、こういうお話があって、
国民はもっと評価してほしいというお話がありましたが、これについても私自身、都市住民として見
た場合に、冒頭に申し上げましたように、農村といったっていろんなものがある。私がよく見ている
近郊の都市、大都市近郊の首都圏の例えば農村なんていうのは非常に豊かな生活をしているわ
けですね、端的に言って。先ほども申し上げましたけれども、普通のサラリーマンが一生かかった
って絶対にできないような豊かな生活をしているわけです。 
 この前の日曜日も、アジサイを見にある公園に行きましたけれども、その公園の軒先を通ってみ
たら、広い庭にベンツが３台ぐらいころがっているわけですね。別にベンツが３台ころがろうが10台
ころがろうが、まあ勝手だといえば勝手ですけれども、都市の普通のサラリーマンが見たときに、
やはり農家は優遇されてると、税制の面でもいろんな面で優遇されていると思うわけです。その上
にウルグアイラウンドで何兆円だなんていう話を聞くと、理性的に判断がちゃんとできないと、カッ
となって「何言ってるんだ」ということになる。 
実際、都市に住んでいる何千万という人は、１時間半というすごい通勤時間がかかって、しかも何
千万という借金をして、小さな小さな20～30坪の家をやっと手に入れてマイホームなどと言ってい
る。一方、農村の方は非常に豊かな、まあ端的に言って豊かな生活をしているわけです。 
 やはりこの差というものを資料や何かである程度出してあげないと、到底国民的な共感というの
はなかなか得られないんじゃないか。要するに多くの都市住民は、別にどのくらいの人がそう思っ
ているかどうか、私はもちろん正確な統計はありませんが、少なくとも私周辺にいる人の話でいけ
ば、何か政府は農業切り捨て政策のかわりとしてまさに補助金漬けだと。都市住民は踏んだり蹴
ったりだと。都市住民は砂だから、バラバラだから、声が一つにならないから、こういう棄民政策み
たいなものをとられてる。しかし、農村は極めて手厚い保護がなされている。ウルグアイラウンドで
我々は、リストラだとか何か大変苦しんだ生活をしているのに農村は何だと、そういう気持ちを、こ
れははっきり言って都市の住民の多くは持っているわけです。やはりそれに応えてあげないと、こ
の農業問題というのを国民的な立場で十分に議論できないんじゃないか。 
 そういう点でいくと、また資料の話で恐縮ですけれども、いつの機会にか農林水産省の方もそう
いうことについて説明する資料を出していただきたい。 
 きのう、別に私が言うわけじゃなくて、ある農林水産省出身の農業の専門家という人に、昨晩聞
いたばっかりなんですが、農家というのは税金を払っているのは四百数十億円、しかし、実際にそ
こに何兆円の補助金がいっていると。３兆円だったか２兆円だったか、正確な数字は知りません。
一方、都市住民は、たくさん税金を納めていながら受ける利益は少ないと、こういう話なんです。
私はこの比較が正しいと決して思ってるわけじゃありませんけれども、農業の専門家といわれる
人、農林水産省出身のような立派な方でさえそういう感じを持っていらっしゃるというのは、やはり
農業問題というものを国民のレベルで、つまり、都市住民も巻き込んで、その人たちに「なるほど
ね」と共感を持って議論してもらうためには、やはり相当きちっと説明しないと、農業は大変だと、
ウルグアイラウンドでやられたんだから２兆円や３兆円、補助金を受けるのは当然だというような
議論じゃ、恐らく都市住民の支持は得られない、そんなふうに思います。 
○部会長 ありがとうございました。一通り御意見をいただきましたが、あと二人の方の御発言が
残っておりますが、私の聞いている限りではこの部屋の後の使用もございますので、４時半にきち
っと終わってほしいとのことで、大変恐縮でございますが、残り８分でございますので、また次の機
会に十分に意見を御披露していただくとして、きょうのところは４分ぐらいでひとつお願いしたいと



思います。 
○委員 遅れて参りまして申し訳ございません。 
 実は林政審議会、御承知だと思いますが、国有林問題、きょうが最後で、最後の文章を詰めて
るものですからなかなか抜けられませんでした。 
 実は国有林問題をやりながらも思ったんですが、森林の問題と農業の問題、全く同じような問題
を抱えているなと常々思っております。今まで日本の例えば森林は国土の７割あるけど、それは
林業者の善意によって全部おんぶしてきた。一般国民は何もしないでその恩恵を受けてきた、こ
れが一口で言えば森林の実態だと思います。それが林業が今やっていけなくなって、さあ困った、
都市の我々も一滴の水から考えなければならないと、こういうところへ追い詰められてきたわけで
ございますが、農業もやはり同じでして、私は都市の人間で、都市の立場で環境問題を考えれば
考えるほど農業の大事さ、例えば故郷の小川でもトンボでもメダカでも、みんな農民の皆さんの、
自分のコメづくりの施設の一環です。農民の皆さんが自分たちでお金を払い、自分たちで歴史的
にずっと守って維持してきた、それが我々の環境の一部なんですね。そういうところに都市の私た
ちは何も対価を払ってない。これは私、一市民として常々考えさせられてます。 
 そして今、ちょっと委員から御指摘があったように、確かに都市の人たちは非常に目先のことし
か見えませんから、いろいろ過保護論なんか出てきてるわけですが、もう一つ申し上げますと、日
本のお役所の中で、私もいろんなお役所とお付き合いさせていただいてるけど、一番お尻に火が
ついてる農業、一番厳しいはずの農業なんですが、事一般の国民に対するＰＲの危機感のなさと
申し上げては申し訳ないんですが、危機感、おありなんだろうと思うけど、でも国民から見ると、一
番天下太平にのんきに構えているように見えるのが農林水産省だと。ほかのお役所の方がもっと
危機感を持ちながらＰＲ、啓蒙活動を一生懸命やっておられるようにどうしても見えるんですね。 
 事実そういうわけで都市の人たちが、誤解だったり不認識だったり、そしてその中で農民の皆さ
んがまた自信をおなくしになるとか。どう考えたって、後継ぎに困るということ自体が過保護の逆で
して、保護していれば後継ぎは率先して増えてしようがないはずなんですけど、そうじゃないんで
すね。そんなことを思っております。 
 簡単ですが、自己紹介がわりに一言申し上げます。 
○部会長 大変申し訳ありません。次回また存分に御意見を頂戴したいと思います。 
 会長、きょうお見えになってますが、何かございましたら一言お願いします。 
○会長 1972年にユネスコのパリの総会があって、そこで世界遺産条約というのが締結されたわ
けですね。日本も白神山地とか屋久島とか、あるいは京都、奈良のお寺その他が入ってるわけで
すが、今度、厳島神社も入りましたが。つまり、今までとは違って、昔の古いものが悪いものという
のではなくて、その土地土地の美しい、いい生き方が、全人類の財産になろうとしているときだと
思います。その意味では日本の棚田とか、あるいは散居村とか、砺波とか、あるいは岩手の胆
沢、ああいったものは全人類の財産なんで、またそれがあってこそ、初めてこれから生きる力のよ
うなものが湧いてくるのではないかと思います。 
 技術文明が成熟して本当に買いたいもの、工業製品とか技術が今なくなっているときだけに、ま
た私たちが昔の人のいろいろな美しい生き方、いい知恵に、もう一遍それに接したいというのが、
真剣に今思うようになってきたわけです。大きな価値観の転換期だと思います。今までの合理主
義、あるいは効率性とは違った新しい生き方が、もう目の前にきてるのだと私は確信いたしており
まして、その美しい農村のあり方というのを、それは手間ヒマかかるし、効率性は悪いし、近代の
観点からするとちっともよくないんですけれども、でも、それを別の我々の文化財として見直すべき
ときではないか。アグリツーリズムというようなものが流行るのも、何も単に農村へ行っておいしい
ものを食べて、１日、２日過ごして帰ってくるというんじゃなくて、新しいこれからの生き方を見い出
そうとする人が多くなってきて、したがって、棚田などもふるさとキャラバンなんていう人たちが大変
熱心にいい写真集をつくっておられますが、ああいった農業関係以外の人が、新しく農業を、ある
いは農村を恋い慕う時代が今始まっているんだと思います。 
 ぜひ美しい農村をこれからどうやってつくったらいいのか、美しい農村ができれば若い人は必ず
来ると私は確信いたしておりますが、この点についてもこれから御配慮いただければ幸いでござ
います。以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。後の予定ということで時間の制約をいたしてしまいまし
たが、委員の皆さんからいずれも大変貴重な御意見を頂戴しましてありがとうございました。本
日、いろいろな資料の要求がございましたけれども、事務局の方でできる限り次回までに御用意
いただければ幸いかと思います。 
 それから、今日もあったかと思いますが、お示しいただきました「検討項目」があるわけでござい



ますが、これに追加的なものが今日も含まれていたかと思いますし、また今後ございましたら、こ
れもぜひ遠慮なく御提案いただけば幸いかと思います。本日は第１回でございまして、必ずしも十
分な時間はございませんでしたが、次回以降、各検討項目ごとに討議をしてまいりたいと思います
ので、よろしくお願いしたいと思います。 

７．その他 

○部会長 それから次回以降の部会のスケジュールでございますけれども、先ほど事務局の方か
らございましたとおり、まず一通りの議論を行うこととしますと数回の会合が必要ではないかと思
います。この際、この後大体４回程度の日程を決めさせていただきたいと思います。各委員、大変
お忙しい方ばかりで御都合もおありかと思いますけれども、事務局を通じましていろいろ御都合を
お聞きした上、日程を決めさせていただきたいと思います。 
 今までのところ大体金曜日の午後というのが、どうも大方の方の御都合がつきやすいというよう
なことも聞いておりまして、第２回を７月25日の金曜日、第３回を９月５日のこれも金曜日でござい
ますね。第４回は９月下旬から10月上旬、第５回を10月下旬頃ということで予定いたしております。
またその後の日程につきましては改めて御相談したいと思っております。 
 そんなことでよろしゅうございますでしょうか。 
○農林水産政務次官 本日は、お忙しいところをお集まりをいただきまして、大変に御熱心に御論
議をいただきまして本当にありがとうございました。 
 いろいろな点について御指摘をいただきましたので、資料の準備ができるものにつきましては準
備をいたさせたいと存じます。２回目以降、また御熱心に御論議をいただきますようにお願いを申
し上げたいと思います。 
 一つだけお断りをさせていただきますが、私の冒頭の発言で、何か経済効率一辺倒のようなお
話もいただきましたけれども、私は決してそう考えておりませんで、日本の農村の持つ素晴らしさ
というものを何とか生かしていきたい。しかしながら、片方の要請では経済効率というものも要請さ
れている。そこをどう調整をしていくかというのが大変難しい問題であると、そのように申し上げま
したので、あえて付け加えさせていただきました。本日はまことにありがとうございました。 

８．閉  会    

○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、長時間にわたりまして大変ありがとうございました。きょうはこれで閉会とさせていた
だきます。 


