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 １．開 会 

  

○部会長 それではただいまから食料・農業・農村基本問題調査会の農村部会の第３回会
合を始めさせていただきます。 

 本日の会議は、今、２時半でございますが、４時半までを予定いたしております。よろ
しくお願いいたします。 

 また本日は、農林水産政務次官に御出席いただいております。よろしくお願いいたしま
す。 

 本日は、お手元にございますように、農村地域の定住条件と土地利用についてというこ
とで議論していただくわけでございますが、事務局から資料を説明していただくのに先立
ちまして、この前もう少し整理をしてくれというような御意見もございましたので、きょ
うの議論を活かしていただく、また、これまでの議論を踏まえていただくという意味から
も、若干私の方で５分ぐらいの時間をいただきまして、これまでの議論の流れを整理させ
ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 農村問題につきましては、大変抽象的な議論になりやすいとか、あるいはまた議論の対
象が非常に多岐にわたっておりますので、これを整理するというのは私の能力を超えてい
る面もございますけれども、一応整理させていただいて、今日の議論に焦点をあてたいと
思います。  

 まず第１回におきましては、農村をめぐる情勢についての思いを御紹介していただいた
と思います。そして第２回におきまして、農村地域の位置づけということについて御意見
をいただきました。大方の意見といたしまして、農業・農村の公益的機能ということにつ
いて一応の確認が得られました。例えば食料供給だけではなくて、水源の保全の問題であ
るとか、あるいは景観の問題、あるいは国土保全、あるいは伝統文化の維持、こういった
ような御意見が出されまして、そして農業・農村は今後も非常に大切な役割を果たしてい
く、そして将来、２１世紀におきまして、国民共有の財産として保全されるべきものでは
ないかということで意見の一致をいただいたのではないかと思います。 

 また、その中で都市と農村の関係というものが適切に確立されるということが必要であ
るという御意見も大変多かったように思います。都市と農村はそれぞれ特色があるわけで
ございますけれども、それぞれの特性を活かしながら、一過性ではない持続的な、かつ適



切な都市と農村の関係を確立していく、言いかえれば、都市と農村にはメリット、デメリ
ット、それぞれございますし、またその関係の持ち方につきましては必ずしも意見の全面
的一致ということではなかったと思いますけれども、しかしながら、適切な関係をもって
交流、あるいは結合していくべきという点では一致をいただいたかと思います。 

 また、若者、女性、高齢者にも住み良い農村をつくっていくというような意見も大変強
かったように思います。 

 また、新全総におきましても、多自然居住地域の創造というような概念が示されまし
て、こうした中での農村の政策というようなことが必要なようにも思われます。 

 しかしながら農村はやはり種々の点におきまして低位に立っているという認識も数多く
示されまして、例えば生活排水の問題であるとか、あるいは病院の問題、あるいは消防、
組織の問題、その他公的施設の問題等々、生活基盤の改善が必要であるという意見が多々
出されました。しかし、そのためには財政のより一層の措置が必要でございますので、こ
れについては議論が分かれました。また、今後、議論が必要であると思います。 

 その他土地利用につきまして、農地保全的な措置が必要ではないかとか、あるいは地域
性を考えて議論すべきである。例えば都市近郊、中山間、中間地域等々、これにつきまし
ては、後ほど、中山間地域を特に取り上げまして議論いただくということで御了解いただ
けるのではないかと思います。 

 また、数字にはあらわせない社会の問題があるので、そうした点についても留意しなが
ら資料を作成していただきたいという御意見も出されたように思います。 

 以上が私のこれまでの議論の粗筋の整理でございますけれども、もちろんこれにつきま
しても御意見があろうかと思いますので、後ほどそれも含めて議論していただければ幸い
だと思います。 

 今日のテーマは農村地域の定住条件と土地利用ということで、前半を定住条件の問題、
後半を土地利用の問題と分けて議論をしていただくということで、私がさしあたり今、流
れをまとめさせていただきました点も踏まえていただいて、そして今日の議論に焦点をあ
てていただきまして御発言いただくということにさせていただきたいと思います。 

  

２．資料説明 

  

○部会長 それでは事務局の方から今日、提出されました資料につきまして御説明をお願
いいたします。 

○事務局 お手元の資料ナンバー４の横長の農村地域の定住条件と土地利用という資料に
つきまして御説明をさせていただきます。 

 前半が定住条件について、後半が土地利用についてでございます。 

 １ページ目でございます。左の文章にありますけれども、三全総におきまして定住構想
が打ち出され、居住の安定性の確保を図るためには、住宅関連施設の整備、教育、文化、
医療水準の確保、雇用の場の確保、こういったことが定住のための基礎的な条件であると
いうようなことで、農村地域の定住条件整備につきましても、都市との格差是正を主眼と
いたしまして重点的に進められてきたということでございます。 



 基礎的な生活環境の整備状況でございますが、その下にありますように、まず農村地域
におきます住環境、これは前回、専門委員の方からも出ておりましたけれども、敷地面積
が200㎡以上の割合は農村部におきましては60％を超えるということで、都市を大きく上回
っている状況にありますけれども、農村地域におきます基礎的な生活環境の整備、こうい
った面につきましては、都市と比較しますと相当遅れているということでございます。 

 特に汚水処理施設の整備が大幅に遅れておりますし、道路の整備状況等におきまして
も、農村地域と中都市とを比べますと、10年程度の水準の隔たりがあるということでござ
います。 

 具体的な数字は左下、あるいは右下のグラフ等にお示ししておりますけれども、農村部
と大都市、あるいは中都市との比較ということでの数字はご覧いただきたいと思います。 

 それから２ページ目でございますが、生活利便性の現状ということでございます。 

 左の文章にあげておりますけれども、総理府の世論調査等によりますと、各種施設、具
体的には小学校でございますとか、病院でございますとか、こういった施設につきまし
て、ほとんどの方が30分以内で到達可能であることを要望しておられるというようなこと
で、この文章では、日常生活にかかわりの深い公共施設の所要時間としては30分程度が１
つの目安ではないかということをお示しいたしております。 

 それから左下の文章でございますけれども、「農業センサス」によりますと、一般的な
公共施設が多いと思われます最寄りのＤＩＤ地区までの所要時間、これを見ていきます
と、特に中山間地域におきましては、30分以上かかるような旧市区町村が半数を占めてい
るという状況でございます。 

 全体的な世論調査の許容できる所要時間は右上の方に、また、ＤＩＤ地区までの所要時
間の旧市区町村別の割合につきましては右下の表に整理をいたしております。 

 それから３ページ目でございますが、各種施設への交通利便性という点で整理したもの
でございます。右上の表に整理いたしておりますけれども、医療、福祉関係、こういった
施設につきましては、農業地域類型によります差は余りありません。ただし、文化関連の
施設、すなわち美術館とか、ホール、映画館、図書館、こういった文化関連の施設につき
ましては、遠隔地ほど交通利便性が劣っているという状況でございます。 

 また、夜間緊急時に30分未満で加療が受けられる集落数の割合でございますけれども、
中間農業地域は90％、山間農業地域につきましても75％という数字が出ております。 

 それから４ページ目でございますが、農村地域におきましては、病院や幼稚園といった
施設のほかに、いろいろと交通手段自体につきましても市町村が直接運営している例が多
いということでございまして、いわゆる利便性の確保という点におきまして、市町村の負
担が大きいということでございます。 

 右上の方の表に、病院、診療所、幼稚園の市町村営の割合についてですが、中間地域、
あるいは山間地域になりますと、市町村営の割合が他の地域に比べ高くなっているという
ことでございます。 

 また、送迎バス等を運行しております旧市区町村の数でございますけれども、シェアと
しては、中間農業地域、山間農業地域になりますと、５割ないし６割を超えているという
状況でございます。 

 それから下の方でございますが、文章の方に触れておりますけれども、特定地域振興法
の指定市町村、いわゆる過疎ですとか、山村ですとか、そういった市町村が抱える重要課



題ということで、市町村長の方々に対しますアンケートの結果でございますが、今後の課
題として、人口減少、高齢化、少子化の進行、若年層の地域外流出によります地域活力の
減退、それに下水道整備の遅れですとか、都市的生活サービスの利便性の低さ、こういっ
たこと等があげられているということでございます。 

 具体的な数字につきましては、右下の方に表で整理をいたしております。 

 それから５ページ目は就業機会の現状ということでございます。 

 農家の兼業従事者の方々の就業先ということで、地域類型別に、あるいはブロック別に
調査したものでございます。 

 右上の方に兼業種類別の従事者数と不安定兼業率ということで、農業地域類型別、それ
から地帯別に２つつけております。全体として見ていただきますと、中間地域、あるいは
山間地域におきましては、一番右の欄の不安定兼業率が12％ないし14％台ということで、
他地域よりも高いということですとか、ブロック別で見ていただきますと、北海道、東
北、九州、こういったところにおきまして不安定兼業率が高いということがいえるのでは
ないかと思います。 

 また、全体的に最近におきます景気の低迷等を反映いたしまして、求人数が減少してい
るということが全国的に回答されているということでございます。 

 それから６ページ目以降は定住条件の整備に向けました取組ということでございます。 

 まず６ページ目には農村整備の基本的な考え方ということで整理しておりますが、農村
地域は生産基盤と生活環境、自然環境、こういったものが密接不可分な関連のもとに存在
するということで、一体的に整備していくことが必要であるということでございます。 

 具体的な必要性ということで、右上の方に①から⑤ということで整理をいたしておりま
す。土地利用の正常化が図られるということですとか、地域の適正な水利用と地域排水が
図れるということですとか、農作業の効率化と居住者の生活道路としての機能を持つ農道
等の問題ということ等について触れております。 

 それから７ページ目でございますが、農村の総合整備計画ということでございまして、
左の方に文章で触れておりますけれども、農村総合整備計画は国土庁の指導のもとで市町
村におきまして生産環境と生活環境に関します総合的な整備構想ということでモデル的に
策定されているということでございます。特に農林水産省が行っております農村総合整備
事業のマスタープランという位置付けということでございまして、左下の段落の文章にあ
りますように、昭和49年度以来、大体５年程度を単位としました期間ごとに、そのときど
きの全総計画との関連等も踏まえながら、農村整備の課題に沿って策定をしてきていると
いうことでございます。 

 農村総合整備計画のこれまでの推移は、右下の方に表の形で整理をいたしております。 

 それから８ページ目に農村の整備に関します事業の具体的な中身ということで触れてお
ります。 

 農村の整備に関します事業につきましては、先ほど来、申し上げておりますように、生
産基盤と生活環境の一体的な整備ということで、農村のインフラ整備のほかに、農産物の
展示販売施設でございますとか、都市と農村の交流関係の施設、こういったものが地域の
状況に即した形でいろいろな事業制度の中で実施されているということでございます。 

 具体的に農村の整備に関する事業で整備されます施設の関係、これが右上の方に表とし



てまとめておりますし、また、具体的な事業ということで、農村の整備に関する主な事業
の概要ということで、右下の方に１番の農村総合整備事業から、５番の農業構造改善事業
まで御紹介をいたしております。 

 続きまして９ページ目は就業機会の確保の問題でございます。 

 農村地域におきます就業機会の確保ということで、大きい法律制度としては、農村地域
の工業導入等促進制度がございます。昭和46年に制定されました農村地域工業等導入促進
法に基づきまして、地域における就業機会を確保するということで、農村地域工業等導入
促進制度があるわけでございますけれども、具体的には、市町村等が作成する計画に即し
て行われた企業の立地については、税制上の措置、あるいは金融上のメリット、こういっ
たこと等を付与しながら、農村地域への立地企業の増加を図ってきたということでござい
ます。 

 ただ、左上の文章の３行目に触れておりますけれども、最近は景気の低迷、あるいは製
造業自体が海外移転等を行っているというようなことで、昨今はその立地企業数等の伸び
が鈍化してきているという状況にございます。 

 それから10ページ目は農村地域への工業導入の実態でございますけれども、現実的には
どういう業種が立地されているかということを左下の方に表といたしまして、地方資源型
ですとか雑貨型、基礎素材型等ということで、地域類型区分ということでまとめておりま
す。全体といたしましては、加工組立型の企業が多いというようなことで、具体的な中身
は注の中でお示しいたしております。 

 このようにバラエティーに富んでいるわけでございますけれども、先ほど申し上げまし
た海外立地の状況でございますとか、あるいは最近、消費者が本物を求めているというよ
うなニーズを踏まえていきますと、多様な地域資源を活用した内発型の産業の育成、こう
いったことが今後の企業立地における課題の１つではないかということでございます。 

 なお、地域資源を活用しました就業機会の確保ということでの立地企業の例としては、
３つほどの例を右の方に御紹介をいたしております。 

 11ページ目からが新たな定住条件の視点ということでございまして、最近は自然環境、
景観の保全ですとか、資源の循環利用、あるいは高齢化の進展といった、いろんな観点か
らの定住条件の整備の必要性が広まってきているということで、今後は従来の視点よりさ
らに幅広い視点から定住条件の整備に取り組む必要があるのではないかということでござ
います。 

 まず１点目は、自然環境・美しい景観の保全・形成という視点でございます。 

 最近の価値観の変化の中におきまして、豊かな自然環境とか、美しい景観の維持・増進
に対します国民の要請が高まっているというようなことで、自然環境の活用ですとか、景
観・生態系の保全への配慮等を視野に入れることが必要であるということでございます。 

 具体的に行っております施策ということで、右上の方に美しいむらづくり対策事業、こ
れはキャンペーンですとか、シンポジウムの開催、あるいはアドバイザー登録派遣体制の
整備、モデル地区の整備等の事業でございますけれども、こういった事業とか、右下の農
村自然環境整備事業等で、景観等に配慮した各種の事業を行っているということを御紹介
いたしております。 

 それから２番目は12ページの都市との交流・連携の関係でございます。 

 昨今、農村に短期間滞在しながらリラックスしたいとか、子供に社会体験、自然とのふ



れ合いをさせたいというニーズの多様化があるということで、こうした都市住民のニーズ
等を受けながら、グリーン・ツーリズム、あるいは市民農園の開設等がますます重要にな
っているということでございます。 

 大都市住民の方々に対します意向調査ということで、右上の方にどういう農村とのかか
わり方を希望しているかということを御紹介しておりますが、週末など短期間滞在してリ
ラックスしたいという方ですとか、子供に体験、自然とのふれ合いをさせたいというよう
なニーズが高いということでございます。 

 また、右の中段には農林漁業体験民宿業者の登録数ということで表をつけておりますけ
れども、平成７年にできました農山漁村滞在型余暇活動促進法に基づきまして、農林漁業
体験民宿業者についての登録制がとられているわけですけれども、最新時点におきまして
は、全国で794の方が登録されているということでございます。 

 また、市民農園法に基づきます市民農園の開設状況ということで、これは平成５年の数
字でございますけれど、運営主体は約5,000、面積にして850ヘクタール強の農園が開設さ
れているということでございます。 

 それから13ページ目ですが、これは総理府の世論調査によりますと、理想の居住地域と
いうことで、どういう地域が求められているかということでございます。 

 全体的なアンケート調査の結果は右上の方にグラフの形でお示ししておりますが、３大
都市圏に住みたいという方は３割程度でございまして、残りの方々が地方圏、この地方圏
の中でも中枢都市ですとか中核都市以外のいわゆる地方圏のその他の市ですとか町村、こ
ういったところで37％強の方々が居住志向を持っておられるということでございます。 

 また、都市住民の方々の農村移住の効果ということで、これは国土庁の調査ですけれど
も、右下にありますような、都会的な考え方や生活スタイルがもたらされ、従来の農村独
特の思考様式ですとか、生活習慣を見直す刺激となったという点ですとか、地域活動が活
発化したという評価等が多いということで、特に中山間地域におきましては、これは市町
村の意向ですけれども、今後とも都市住民の農村移住に積極的に取り組みたいという意向
が中山間地域においては半分程度を占めているということでございます。 

 それから14ページ目は３番目で地域資源の循環システムについてでございます。 

 農村地域におきましても生活汚水の汚泥とか生ごみ、畜産廃棄物、いろいろなものが出
ておりますけれども、こういったものの堆肥化を進めるということで、いわば環境負荷の
少ない持続的な経済社会を形成していくということで、地域全体が一丸となった資源循環
を行うシステムづくりが求められているということでございます。 

 リサイクルへの取組市町村数の構成比につきましては、右の方に目標を設定している市
町村及び現在取り組んでいる市町村の割合ということで表をつけております。若干各中身
によりまして、畜産廃棄物のリサイクルにつきましては全体的に高めの水準というふうに
なっておりますけれども、こうした取り組みが少しずつ強まっているということでござい
ます。 

 なお、こうした取り組みを支援する仕組みということでは、右の中ほどにありますよう
に、集落排水事業によりまして、土づくり等のリサイクル事業、すなわち集落排水の処理
によって発生します汚泥を家畜糞尿等と混ぜ合わせてコンポスト化する施設の整備に対し
て助成を行いましたり、構造改善事業の中において、省エネルギーモデル温室等の整備等
を行いましたり、こういったことにいろいろと助成をしているということでございます。 

 それから15ページ目は地域住民参加による地域資源の保全活動ということで、さまざま



な地域資源を地域の大切な財産として正しく評価しながら、将来にわたってこれを整備・
保全していくということでの地域住民活動の展開、これに対する支援等を行っているとい
うことでございます。 

 具体的には右上の方にグラウンドワーク推進支援事業ということで、これは情報交換と
か調査研究、あるいは普及活動等の支援ということでございますけれども、具体的な先進
事例として、静岡県三島市等の事例等をつけております。 

 また、右下の方には、ふるさと水と土保全対策ということで、これは各県段階におきま
して、水と土保全のための基金を造成しながら、地域住民の共同活動を支援するという仕
組みでございます。 

 それから16ページ目が高度情報化社会への対応の関係でございます。 

 農村地域におきましても在宅就業の普及でございますとか、新たな情報産業の誘致、こ
ういったものが期待されていますし、全体的に農業情報にとどまらず、医療福祉関係、教
育、行政関係等の多様な情報が容易に入手し得るようになりつつあるということでござい
ます。 

 我が国全体の光ファイバ網の整備目標は、現在、都道府県庁の所在地等を中心といたし
ましたいわゆる先行整備期間ということになっておりますが、今後、10年、あるいは15年
という中におきまして、光ファイバ網が全国的に整備されていく。こういった状況等も踏
まえながら、右下の方でございますが、田園地域マルチメディアモデル整備事業というこ
とで、これはＣＡＴＶ施設を核として、高速で大容量、かつ双方向の通信を可能とするよ
うな情報基盤をモデル的に整備していくという事業等に対して助成を行っているというこ
とでございます。 

 それから17ページ目は高齢化社会への対応の関係でございます。 

 特に農村地域におきましては、高齢化の進行が他地域に比べて著しいということでござ
いますが、高齢者が安心して住める地域づくりを進めていくことは特に重要であるという
ことで、道路のバリアフリー化でございますとか、在宅医療、在宅介護の関係、いろんな
問題につきまして高齢化社会のための対応を進めていくことが課題になっているというこ
とでございます。 

 具体的には、右下の方に厚生省との連携によります農村総合整備事業ということで御紹
介しておりますが、地方公共団体の厚生担当部局と連絡をとりながら、シニア・アメニテ
ィプランということで、高齢者等の里づくり計画ということで整備実施計画を策定し、こ
れに基づきまして農村整備事業の中で、例えば、農道等におきまして広幅員の歩道を整備
するとか、あるいは福祉施設ですとか、高齢者住宅建設のための用地整備を行う、こうい
った事業等を助成しているということでございます。 

 それから18ページ目は農山漁村女性の視点ということでございます。 

 農業就業人口の６割は女性ということでございますけれども、農林漁業の経営の面、あ
るいは地域における活動の面において、こうした女性の評価は必ずしも適切なものになっ
てないというようなことで、女性の役割の位置づけの明確化とか、能力発揮の促進等が強
く求められているということでございます。 

 昨年12月に政府全体で「男女共同参画2000年プラン」が策定されております。具体的に
は右上の方にその概要を御紹介しておりますけれども、この中で４つの基本目標というこ
とで、①から④の目標があります。この中の②の職場、家庭、地域における男女共同参画
の実現の中におきまして、農山漁村におけるパートナーシップの確立も11の重点目標の１



つということで掲げられているところでございまして、具体的には右下に整理しておりま
すようなことで、農山漁村女性の地位向上への取組を行っているということでございま
す。 

 最後に広域的・効率的な定住条件の整備ということでございますけれども、総理府のア
ンケート調査によりますと、近隣の市町村までの交通機関が整備されれば、すべての施設
を自分のところの市町村等に整備しなくてもいい、あるいは施設によっては分散してもい
いとお答えの方が約７割を占めているという状況でございます。今後は農村地域の定住条
件の整備を総合的、かつ効率的に進めていく必要があるわけですけれども、機能分担を図
りながら、広域的な取り組みを進めていくことが必要ではないかということでございま
す。 

 以上が定住条件の整備の関係でございますが、20ページ目から今度は農村地域の土地利
用の問題でございます。 

 まず20ページの左の方に土地利用制度の概要ということで御紹介をしております。  

 我が国の土地利用計画制度は、国土利用計画法に基づきまして策定されます土地利用基
本計画、これを上位計画としながら、都市計画法でございますとか、農業振興地域の整備
に関する法律等の個別法を通じながら具体的な規制が行われているということでございま
す。 

 こうした個別法によります地域指定は、それぞれの法目的に従って行われているという
ことで、重複して指定される地域があると同時に、総体的には白地になっている地域があ
りまして、規制等がゆるやかな地域も存在しているということでございます。 

 具体的な個別法によります土地利用規制の体系ということで右の方に表の形で整理をい
たしております。 

 21ページ目に法制度間の調整の仕組みということで御紹介をいたしております。 

 我が国の土地利用計画制度は、各法律ごとにそれぞれの目的に従った地域指定とか、利
用規制が行われているということですが、各種土地利用間の調整も行われているというこ
とでございます。 

 具体的には特に都市計画制度と農業振興地域制度でございますけれども、相互の調整を
図りながら適切な運用に努めているということでございます。 

 我が国におきます全体的な土地の区分状況ということで、右の上の方は都市計画区域と
農業振興地域の指定状況ということでございますが、農業振興地域制度と都市計画区域
は、このようにダブっているということでございまして、また、それぞれの地域内におき
ます具体的な農地面積については括弧書きでお示ししております。 

 右下の方は都市計画と農林漁業との調整ということで、基本的には（１）に触れており
ますが、市街化区域の設定にあたっての調整措置では、以下の農地等については市街化区
域に含めないよう調整するということでございまして、例えば①のおおむね20ヘクタール
以上の集団的な農用地ですとか、基盤整備事業、公共事業が実施中、また、完了後８年た
っていない農用地、こういったもの等については市街化区域に含めないようになってお
り、また、農振地域等の関係におきましては、市街化区域につきましては、農業振興地域
を指定しない、こういうふうになっているということでございます。 

 それから22ページは農村地域における計画的な土地利用ということで、まず優良農地の
確保の仕組みでございます。 



 基本的には左上の文章にありますように、我が国におきましては、優良農地確保のため
に農振制度と農地法に基づきます農地転用許可制度、これが相互補完的に運用されること
によりまして優良農地の確保が担保されているということでございます。 

 その下に農業振興地域制度ということで触れておりますが、集団性があり、生産力が高
い等の優良農地を確保、保全するために、農振法によりまして、そうした土地を農用地区
域ということで設定し、この農用地区域内の農地につきましては農地転用を禁止している
ということでございます。 

 その補完関係ということで、右上の方に模式的につけておりますが、農業振興地域内の
農用地区域内の農地、現状440万ヘクタール程度でございますけれども、これにつきまして
は農地転用が禁止されているということでございます。また、それ以外の地域につきまし
ては、農地転用許可基準によりまして個別に審査し、転用するかどうかの判断を行ってい
るということでございます。 

 右下の方に農業振興地域制度の仕組みをつけております。 

 農業振興地域につきましては、１にありますように、市町村が策定いたしました農業振
興地域の整備のための総合計画におきまして、農用地等として利用すべき土地の区分であ
ります農用地区域を設定するということでございます。 

 この場合、農用地区域に含めることが相当な土地としては、ａ、ｂ、ｃ、ｄという地域
が対象となるということでございます。 

 また、２番目にありますように、農用地区域におきましては、土地基盤整備事業等の公
共事業を計画的、重点的に実施すると同時に、農地転用、あるいは都市的な開発行為を制
限するということでございます。 

 なお、３番目に経済事情の変動、その他情勢の推移によりまして必要が生じたときは、
この計画を変更するということでございますけれども、農用地区域内の土地を農用地以外
の用途にあてはめるために、農用地利用計画を変更する場合には、他に代替する土地がな
いなどの５要件が必要であるということでございます。 

 具体的に農用地区域から除外することができる場合の要件でございますけれども、ａの
公共施設の用地で所要の調整を了したものですとか、農村地域工業等導入促進法に基づく
施設で所要の調整を了したもの。それ以外のものであっても、５つの要件をすべて満たす
こと、農用地区域以外に代替すべき土地がないということなど５つの要件が必要だという
ことでございます。 

 それから23ページ目に農地転用許可制度の概要につきまして御紹介しております。 

 先ほど申しましたように、農地法に基づき、農地の転用については１件ごとに許可制を
とっているということでございまして、基本的には農地転用許可基準に基づき、優良性の
度合いが少ない農地から転用を許可するということでございます。 

 まずアにありますように、農用地区域内の農地転用は認めないということでございま
す。  

 また、イの農地転用許可基準ですけれども、農用地区域以外等の農地転用については、
この許可基準に基づき、立地基準、一般基準により転用の可否を判断するということでご
ざいます。 

 全体的な仕組みを右の方に表の形で示しておりますが、市街化区域内の農地、これは農



業委員会への届け出で転用ができるということでございます。それ以外の農地は、都道府
県知事の許可、２ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要であるということ
でございます。 

 再三、申し上げておりますが、農用地区域内の農地は転用はしないということでござい
ます。 

 農地転用許可の基準でございますが、立地基準と一般基準があるということでして、ま
ず立地基準ということで、地域整備を図る計画と調整を了した地域、農業との利用調整が
行われた施設整備計画による施設は許可をするということでございます。それ以外のもの
については、農地の優良性により審査するということですけれども、第１種農地から第３
種農地までありまして、第１種農地は不許可、第２種農地は、第３種農地に施設をつくる
ことが困難、または不適当な場合には許可をする。第３種農地は許可をする。こういう基
準でございます。 

 また、一般基準ということで、申請目的実現の確実性ですとか、周辺農業への悪影響
度、こういったことが審査されるということでございます。 

 なお、国、都道府県が実施する公共性が高い施設、こういったものについての許可は不
要ということになっております。 

 その基準について、より詳しくは24ページの右の方につけておりますけれども、第１種
農地というのは、右の一番上にありますように、集団的に存在している農地ですとか、公
共投資の対象となったような、いわば農業生産力が高い農地。第２種農地は、近い将来、
市街地として発展する環境にある農地。第３種農地は、一番下にアンダーラインで引っ張
っていますように、既に都市的環境が整備されているか、あるいは市街地となっている地
区内にある農地ということでございます。 

 それから25ページに混住化、非農業的土地需要圧力ということで触れておりますが、左
上の文章にありますように、農地に対します非農業的土地需要ということで、毎年３万ヘ
クタール程度の農地の転用が発生しているということでございます。 

 ２段目の段落にありますように、全体といたしまして平地が少ない我が国におきまして
は、農業と、農業外との土地利用の競合関係が発生しやすいということで、農地のスプロ
ール的かい廃等により、農地の農業上の利用面で不都合が生じている場合もあるというこ
とでございます。 

 こうした点につきましては、一番下にアンダーラインで引っ張ってありますように「計
画なきところに開発なし」の理念を踏まえながら、スプロール的かい廃の防止を図ってい
くことが必要ではないかということでございます。 

 右上の方に各年におきます転用の実態ということで、どういったものに転用されている
かという数字をお示しいたしております。 

 また、右下の図は、農地のスプロール的かい廃の状況ということで、黒い部分が農用地
区域から除外された農地ということで、こういうふうに虫食い的に転用が行われていると
いうことを示しております。 

 26ページ目が集落整備制度の関係ですけれども、左の文章にありますように、都市近郊
地域における混住化等の諸問題に対処するための手法ということで、都市計画区域と農振
地域の重複地域における集落等、あるいはその周辺の農用地を含みます一定の集落地域に
おきまして農業と都市環境整備との調和のとれた計画的な整備を推進するということで、
集落地域整備法に基づいた計画的な整備を行っているということでございます。 



 ただ、この集落地域整備基本方針に基づきまして整備を行うわけでございますが、全国
では今までのところ11地区の実施に過ぎない状況でございまして、今後はこうした制度も
積極的に活用することが課題となっているということでございます。 

 最後に27ページでございますが、今後の我が国の土地利用計画制度につきましては、本
年７月に出されました地方分権推進委員会の第２次勧告におきましても触れられておりま
す。 

 この勧告におきましては、都道府県、及び市町村が各種土地利用の調整とか、規制の基
本となります土地利用に関する総合計画を策定できるような制度づくりについて、「計画
なければ開発なし」という理念のもとでそうした制度づくりを行うよう検討していく必要
があるという勧告がなされているということでございまして、具体的には右下にその文章
を御紹介いたしております。 

 以上でございます。 

○部会長 御説明いただきましてありがとうございました。 

  

３．質 疑  

  

○部会長 それでは今日のテーマは定住条件の整備の問題と、土地利用の問題という大き
な２つの問題がございますので、まず前半を定住条件の整備の問題、後半を土地利用の問
題というふうに分けまして御議論いただきたいと思います。 

 ただいまの資料説明を参考にしていただきながら、忌憚のない御意見をお願いしたいと
思います。 

○専門委員 １つは一般的なといいますか、この部会の感想から証左していただきたいの
ですが、簡潔に話をいたします。 

 前回も、この農村部会で農村の位置づけということで、委員の中から多様な価値観に基
づく農村のあり方について意見が出たわけですけれども、それはそれでいいのですけれど
も、その多様な価値観、文化も含めた多様な価値観をどういう方向に収れんさせるのかと
いう視点がどうも見えないのですね。一体農村らしい農村とは何なのかというビジョンが
どうもないのではないだろうかということが第１点であります。 

 これは前回も申し上げたことなんですが、１つ１つの政策を見ると、どうも都市に追い
つけ、追い越せ、農村は劣位である、それで都市政策と同じようなことをやるのであると
するならば、農村政策の独自性というのはないと私は思うのですね。それは都市政策でや
ればいい話で、あるいは日本全体の政策でやればいいわけで、農村政策としての独自性は
ないのではないだろうか。例えばこれは農村政策ではありませんが、かつて農業基本法が
農業政策で自立経営農家という１つのビジョンを打ち上げた。こういうものを育成すると
いうようなことを打ち上げたわけですが、それと同じような、こういった農村にしたいと
いう21世紀型の農村ビジョンというようなものを果たして打ち立てることができるのかど
うかということがこの部会に問われているのではないだろうかということが第２点であり
ます。 

 それからあとは細かい点になりますが、きょうの議論で、農村地域の定住条件というよ
うなことが出てまいりました。定住条件と土地利用というようになっているのですが、こ



の関係が私はどうもよくわからないのでありますが、定住する人と農業との関係は一体ど
うなっているのかという整理をする必要があるのではないだろうかというような気がする
のですね。 

 つまり定住する人は単純に農家であるというような前提がこの部会にはあるのだろうと
思うのですが、しかし、農家はもう多様化しているというようなことは火を見るより明ら
かなわけでありまして、多様化のあり方、どういうふうに将来、ビジョンとして農業をも
っていくのか、人々の農業政策、農村に住む人々を農業との関係で維持するのか、つまり
構造政策を推進するのか、そうでないのか。つまり兼業政策として多様な農家を、米は地
域コミュニティー作物でみんなでやりましょうというような政策でやるのか、あるいは土
地利用型に関しては構造政策を進めるのか、これはＷＴＯ体制の中で、日本が今、求めら
れている問題だろうと思いますが、いってみれば、これは我々の部会というよりも農業部
会か、食料部会のどちらかの話でありましょうし、ですからこれ以上言及しませんが、た
だ、農村部会で定住する人というのは余りにも一般的にとらえていやしないか。したがっ
てこの私どもの議論も漠として、みんなで仲良く住めばいいじゃないだろうか、そういう
話になっているのではないだろうかというようなことですね。 

 それから３番目になりますが、土地利用に関してですが、優良農地の確保というのは確
かに結構なんですが、優良農地の確保をしている間に、優良農地が優良農地でなくなって
くる、つまり、優良農地を確保したところが一番担い手が不足しているというのは一体ど
ういうことなんだというようなことをもう少し考えなくてはいけないのではないだろう
か。利用規制をしている間に、耕作放棄地が増えて農地の減少だとか、あるいは担い手の
減少が起きているという実態をどのように考えるのか、農村政策にとってあるべき農地政
策というのは、優良農地を守ることではなくて、非農用地も含めた全体の利用計画をどの
ように立てるかというようなことではないだろうか、それは農地開発も含めて、農用地開
発ではなくて、土地開発、転用等々も含めてあるのではないだろうかというようなことで
あります。 

 あとでまた参加させていただきますが、一応３点です。 

○部会長 ただいまの委員の意見は問題提起というような形で、改めて部会の本質的な使
命について問題提起があったわけでございますが、この点について御意見ございませんで
しょうか、あるいは御自身のビジョンを語っていただくというのもいいかと思いますが、
いかがでしょうか。 

○専門委員 私はずっと農村に住んで今日まできたわけですが、今、農業の中で一番何が
問題か、こういうことになりますと、もちろん定住しなきゃならんし、していくつもりで
はおりますが、農村を支え、農業の根幹となってきたのは何か、こういったことになりま
すと、やはり米だろうと思います。米をつくりながら農村が今日までずっときた。ほとん
どの地域がそうだろうと思います。それが今、ここにきて非常に問題が出てきている、そ
のようなことで、なにかというと農村に元気がなくなってきた、こういうようにいわれま
すが、やはり米の政策が、新しい食糧法ができて、それに基づいていろいろなことをやっ
ているわけですが、私どももなんとか米の価格を維持しなきゃならんというようなことで
転作に取り組み、平成８年も100％達成し、平成９年も100％達成する見込み、こういうよ
うなことでやっておるにもかかわらず、非常に先が不透明で、今、価格が下落してくるよ
うな方向になっている。 

 そんなことで、ちょっと的外れなことを申し上げることになるかもしれませんが、本
来、政府の買入価格というものは再生産につながるような価格でなけりゃならんだろう
し、自主流通米についていろいろ取り上げられているわけですが、それの下支えになるよ
うなものがなけりゃならんのではないか。限りなく米価が下がるというようなルールでは
問題なのではないか、こういうような感じがするわけであります。 



 従いまして、その辺のところをきちっと決めて、そしていろいろ施策を考える。これが
基本でなかろうかな、そうでないと、定住の問題をいろいろ話し合ってもなかなか大変な
のかな、こんな感じがするわけであります。 

○部会長 先ほどの委員の御意見なんですが、根本的な問題であるということで、３つ出
されまして、定住条件と土地利用を並べて出した意図がわからないということがあったの
ですが、何か前後しましたけれども、当初の議論の結果、出てきた組み合わせであったか
と思いますが、事務局の方でお考えがありましたら。 

○専門委員 私としてはそれは回答いただかなくても結構です。つまりどうもここの土地
利用のときには生産条件と生活条件とが農村の中では一体化しているから、生産条件を大
事にしましょう、それは土地利用ですよという発想がおありなんだろうと思います。とこ
ろが生産条件といっても、もはや農村は産業基盤としての農業の位置などというのはもう
微々たるものだろうと思います。ですから定住条件というようなことでいうとするなら
ば、生産条件イコール農業ではなくて、産業条件との関係で、定住条件と産業条件という
ような羅列の方が私は適当だろうと思うのですが、生産条件イコール農業というようなこ
とで土地利用ということになっているのだろうと解釈しますと、わからなくはないのです
が、私の問題提起は、今、言ったようなことですので、ですからこれは私としてはお答え
いただかなくても結構だと思います。 

○部会長 もう少し広く考えてほしいという御意見になるかと思いますけれども。それか
ら３つ目の土地利用の問題につきましては後半で議論したいと思いますので。 

○専門委員 今、委員のお話で米価のお話がありました。私はこれはこれからの農業政
策、あるいは農村政策を考える上で、腹をくくらなきゃいけない問題だろうと思います。
といいますのは、今の価格政策が果たして米価支持というような方向でいくのか、あるい
は担い手といいますか、大規模経営の安定というようなものも加味した形で中核農家育成
というような方向にシフトし、米価が下がった中でも構造政策をして大規模経営を支える
ことができるのか、つまり経営の安定政策ができるのか、あるいはもうちょっとグローバ
ルスタンダードの立場に立って、構造政策を大胆にするのか、アメリカのような転作で手
切れ金政策のようなことをするのか、一体、どこを狙うのかというようなことが先ほどの
委員の問題提起の中には僕は含まれていると思います。どれを選ぶかというようなことで
す。そこが決まらないとどうも議論しづらいのではないかという気はします。 

○部会長 ありがとうございました。 

 それでは委員の御意見は大変根本的な問題にかかわっていますけれども、今、問題提起
のありましたビジョンがないという御意見だったのでございますが、そういった点も含め
まして定住条件を御議論いただきたいと思います。お願いいたします。 

○委員 私は前回も申し上げたのですが、今の関連ですが、本当にいろんな立場からの議
論があるけれども、やはりこれからの日本の農業をどうもっていくか、この会議自体がか
なり長期的な視野に立ってものを考えるということは大前提なんですが、21世紀をにらん
で本当に日本農業をどっちへもっていくかという大きな基本的な視点が定まらないと、定
住条件１つ語れないと思います。 

 例えば国民の多くが自給を望んでいる。これは総理府の調査などであります。そういう
方向へもっていくのだという大きな方向づけがあれば、定住条件だって、今の状況じゃな
くて、もっと若い人たちが農村へ行って、今のような不安定な形ではなくやっていかなく
てはならない。そういう方向へ向けての条件整備の考えようもありますが、そうではなく
て、今の状況で何か先細りのような状況で、まあまあ今のような状況を適当に持続させれ
ばいいということになれば、例えば交通手段の整備１つについても議論の方向が全然違っ
てくると思います。 



 ですから何を目指すのかがやはり決まらないと、なにひとつ議論しても不毛だし、まと
めにくいし、そこを決めるのが、この部会だけではなくて、恐らくどの部会もそうだと思
うのですが、大前提じゃないかという気がいたしまして、今日は、前回もちょっと申し上
げましたけれども、それを議論する必要はないのでしょうか。 

 それからついでにもう１つ申し上げておきますと、今まで新聞で出てきました行革の情
報を、新聞情報だけでございますけれども、国土保全省とか、こういうこと１つ１つが私
たちはいろいろ大変厳しい感想を持っておりまして、私なんか地方へ行って講演をします
と、都市の消費者の方たちからも大変な厳しい意見をこちらが逆にいただくような、おし
かり、もっとしっかりやれ、国民の食料、命を預かる一国の政府が、食料とか、農業とか
いう言葉もどこか行ってしまって、なにが保全だというような、それから人間が物をつく
るという生産活動がどこかへ行ってしまったような、そういうものがさらっと出てくる。
それに対して農林水産省は何かはっきりしたお立場を出しているのだろうか。私もそうい
うことを伺いたいのですけれども、そういう意見は私１人じゃなくて、講演に行きます
と、水とか緑の講演でも、消費者の方からいろんな御意見を承るような状況が最近ござい
まして、この辺についても農林水産省当局のお考えも伺いたいなと思いますので、お願い
いたします。 

○委員 関連して、私も出がけに中間報告を斜めにしか読む時間がなかったのですけれど
も、何か食料の言葉というのはわずかしか出てきていないし、議事録はちょっと拾い読み
しただけですけれども、あまり論議されていないような気がするのですね。それで政務次
官がここにいらっしゃるのですけれども、国土保全省の中で食料はほんの少しの部分でし
かとらえられてなくて、結局環境のための農業、環境保全のための農業、食べること、命
を預かる食べ物としての農業というとらえ方がどこにもないような気がいたします。私も
その根本的なところがわからないのですが、あと審議会の見直しですとか、いろいろ細か
くなっていましたけれども、今ある審議会のどれが必要で、生き残る必要があるのだろう
かということもいろいろ含めまして、なんかちょっとむなしい感じがして出てまいったの
で、政務次官がいらっしゃいますので、食料というものをどのようにとらえているのかも
後から伺いたいと思います。 

○部会長 政務次官、農水省に対する御質問が出ておりますが、いかがでしょうか。  

○農林水産政務次官 ただいまお話がありました点については、私も大変心配でございま
す。 

 今度の行政改革の案のつくり方というのがあれでよかったのだろうかということは私自
身考えさせられておりますし、我が党の農林部会総合農政調査会では、一定の申し入れ書
をつくりまして申し入れを行ったところでございますけれども、私自身は、おっしゃるよ
うに、少なくとも食という言葉が行政の組織上、あらわれていない、食料というものをど
うするのかという姿が、国の政治の中に見えてこないという感じがいたしますので、おっ
しゃられることはそのとおりだと思います。 

 ただ、今度の案というのは、私どもも御相談にあずかっていない、こういうことを申し
上げてはいけないのかもしれませんけれど、農林水産大臣が発言をする機会もないという
形であります。御承知のように、郵政３事業の問題というのがまた１つ大きな問題として
あるわけですが、ここでも郵政大臣が閣議その他の場で発言をする機会がないというよう
におっしゃっているわけで、私どもはあの案というのは、たたき台が示されたものという
ように考えておりますが、ただ、あのメンバーの中に総理御自身、あるいは党で申します
れば総裁御自身が入ってああいう形のものをおつくりになったというところに取り扱いの
難しさを感じております。 

 現在のところ、９日に党に対しての正式な御説明がある、これは総理御自身からの御説
明があるというように伺っておりますけれども、その場では恐らく許されますならば、相



当いろいろな問題点の提起というのがなされるだろうと思います。 

 私自身の個人的な感想をここで申し上げるのはいかがかと思うのでございますけれど
も、国土保全省で食料を扱うということについては、私は世界的にいっても妙な形になる
かなと思っております。河川行政の一部を取り込んでというようになっておりますが、そ
れはそれでいいと思いますけれども、国民にとって食料という問題は、第一義的に考えな
ければいけない非常に重要なポイントでありますので、少なくとも食という言葉は、ある
いは字は、国家組織上に残していただいて、それで日本の食料政策はこうあるべきだと考
えるというのが私の個人的な考えでございます。まだ、しかしこれを公式に申し述べる場
というのは私自身与えられておりませんものですから、そのような考えを持っておるとい
うことだけ申し上げて、今後、９日以降、どのような形でこれが国会の中で議論されてい
くのか、あるいは党の中で議論されていくのかということをよく注視しながら、おっしゃ
る点、そして私自身の考えでもありますので、そういった点については主張してまいりた
いと思っております。 

 あのメンバーの方々でおつくりになりました案でありましても、最終的には法律に直し
て、その法律が国会を通らなければ、あの案というのは実行することができないわけであ
りますから、そういう意味で、国会議員全員といいますか、多数の国会議員が了承するも
のでなければ現実のものとはならないという、その点を踏まえながら今後、御指導を頂き
ながら頑張ってまいりたいと申しますか、そんな気持ちでいることをお答えさせていただ
きます。 

○部会長 ありがとうございました。 

○事務局 今、政務次官がおっしゃられたとおりでございますけれども、国土開発省と国
土保全省が出た経緯を我々は承知しているところから申し上げますと、あくまで省の名前
というよりも、国家機能をどうするかということでいろいろ議論がされたわけでございま
す。そのときの行政改革会議の流れとしましては、環境と、それから食料、それをくっつ
けてはどうかというような流れだったようでございますけれども、そこで総理の方から、
そうした場合に公共事業関係、それを１つの省として、１つの機能としてまとめるという
考えも提起されたわけですけれども、その考え方に対しまして、それでは余りにも大きな
権限が集中する省ができてしまうということで、総理の方から、国土開発というのと、そ
れから国土保全という、国土機能を２つに分けるという考えがあるのではないかという話
をされたわけでございます。その結果として国土開発省、それから国土保全省という、そ
ういう形の２つに分かれまして、そうした場合の食料は国土保全の方に水という問題でつ
ながっているので、これをくっつけた方がいいということで、行政改革会議がああいう形
で整理されたと承知しております。 

 それでこの省の名前につきましては、先ほど申し上げましたように、あくまでこれは国
家の機能という観点で整理したものでございまして、行政改革の取りまとめでも注意深く
暫定的なものであるということが文章の中にも入っておりますし、イメージ図といいます
か、表で出したものにも、注意深く、あくまで暫定的なものであるというように整理がさ
れております。 

 従いまして、この９月以降、実質は10月以降になろうかと思いますが、行政改革会議の
場で議論をされますけれども、省名をどうするかというのは、そこで改めて議論される問
題だというように考えております。 

 それで我々といたしましては、先ほど政務次官がおっしゃいましたように、外国の例を
見ましても、それからなんといいましても食料、あるいは農林水産業の持つ機能という観
点はしかるべく省の名前、あるいはそれぞれの省の重要な機能としまして、所掌事務とし
て位置づけるべきだという主張は今後ともやっていくつもりでございます。 



○部会長 ありがとうございました。 

○専門委員 今のお話なんですが、きょうの部会とどういうふうに関係するのかちょっと
疑問なんですが、一言、国土保全でも、私はそういうものがあってもいいのだろうという
か、農水省がそういうものに統合されるというのもいいだろうというように思ってはいる
のですけれども、今、お話が出ている食料の問題、これは食料部会でどのような議論にな
っているかよくわからないのですが、食料政策は今までの生産者や、あるいは業界や、そ
ういったところから切り離された純粋に消費者ベースの、消費者のためになるような食料
政策はどうあるべきかという視点での新しい省の、あるいは庁になるのか、食糧庁という
と今のイメージがあるからちょっとあれですけれど、そういったものをつくるなら大賛成
なんですが、つまり消費者が安全な食料を確保するための監督機関や、あるいは行政をす
る機構としてぜひともそれは私は必要だろうと思っているのですけれども、それを余りに
も業界や、生産サイドと密着したような形でつくると、また今までと同じことになってし
まうのではないだろうか。それは農業部会かどこかで議論すればいい話なんだろうという
気がします。 

 そういうことから、この話は今日はちょっと別にして、農村政策をどうするかというこ
とで少し議論をお願いしたいと思います。 

○委員 今の政務次官のお話、よくわかりましたので一言だけお願いをしておきます。  

 本当にこれは大事なことですので、先ほどのいろんな御説明を伺って、やはり感じるの
は、21世紀へ向けてこの厳しいこれからの先行きへ向けて、日本をどうやってもっていく
か、そういう何か大きな視点の上での今度の行政改革のお話がありましたけれども、機構
いじりではなくて、もう機構いじりが先に立って、基本が必ずしも委員の先生方の視野に
あるのかどうか大変疑問を感じて私はずっと拝見していたという経緯がございます。 

 それで政務次官のお話、よくわかりましたが、食料の食だけはとおっしゃって、それは
まことにそのとおりなんですが、やはり繰り返してお願いで申し上げますけれども、人間
がものをつくるという食料の基本は農業でございますので、食という言葉と、農という言
葉、やっぱり若干ニュアンスが違いますので、食はもちろん大事ですが、その基本にぜひ
農業という、農林水産業という人間の生産活動をきちんと基本にしないと国民の食が完全
に安定して確保できないという、その視点、つまり農業という、農林漁業の業というもの
をぜひ守っていただくようにお願いをいたします。 

○部会長 ビジョンなしに議論してもだめだという御意見が出されておるのですけれど
も、もちろんビジョンなしにはできませんし、これまでもいろいろな形で私はある程度出
されていると思っておりますし、いろいろなお話し合いの中で、最終的にまたビジョンと
いうものができあがってくるという面もあるのではないかと思いますので、一応今日のテ
ーマとして定住条件ということがございますので、この問題と絡めながら、農村社会の将
来のビジョンを背後に置きながら、この問題について御議論いただく、そして最終的に農
村の将来ビジョンも次第にできあがってくるというふうに思いますが、そういう考え方で
進めさせていただいてよろしいでしょうか。ビジョンそのものに今、議論を集中してしま
いますと、これまた空中分解しそうな感じもしますし、そういった考え方でやらせていた
だきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 引き続き御意見をちょうだいしたいと思います。どうぞお願いいたします。 

○委員 21世紀、農業をするしないにかかわらず、いかに活力のある農村をつくっていく
かというのが多分課題なんだろうと思うのですが、そこを構成する人たちはどういう人た
ちが考えられるか、今現在も既に高齢化が進んで、その子供たちは都会に出ていって、多
分あと10年、20年になると、もう農業を担えなくなるお年寄りが随分増えてくるというよ
うな話を聞いているのですけれども、今現在いる人、あるいはその家族だけで活力のある



農村を維持していくというのは多分もう難しいのかなという気がするのですね。 

 そうすれば、今現在既に行われているように、農業に関心を持っている人、あるいは農
村に住みたいと思っている人、そういう人たちをいかに取り込んで、その人たちの活力を
活かしていくかという方向を１つの大きな政策として考えなくてはいけないのではない
か。そのときにここにもあったのですけれども、市町村等の窓口にそういう人たちの相談
機関をつくっているのかもしれませんけれども、例えば私が農業をしたいといった場合
に、何のとっかかりもないわけです。そういう人たちを受け入れるために農地を貸すな
り、あるいは技術を教えるなりという手段がある。それともう１つは株式会社ができるか
どうかはわかりませんけれども、農業の法人みたいなところで働いて農村に住むというよ
うな人たち、それがいわば農業を支える人たちとして、21世紀に新しい血を入れるという
方向で考えられるのかなと思います。 

 また、農村に住んでいても、農業をやらなきゃ農村の活力維持に貢献しないというわけ
ではないと思います。今後は例えば情報化社会ですと、我々のようなマスコミ人、新聞社
はちょっと無理ですけれども、ジャーナリストだって農村に住んで、そこで暮らしながら
仕事をすることも可能であろうし、あるいは技術者が在宅ワークという形で農村に住んで
いるということも可能であろうし、そういう人たちは食料生産というところにはかかわら
ないかもしれないけれども、環境保全であるとか、あるいは文化の継承であるとか、そう
いったところでは十分農村の力になり得るであろう。それと、住んでいなくても定期的に
農村にやってくる人だって農村を活性化する人たちであろうと思います。グリーン・ツー
リズムとかいろいろなお話が出ましたけれども、都会の人たちが一定期間来たり行ったり
しながら農村を活性化させていく、そういう３種類の人たちが考えられるのかなと思いま
す。 

 21世紀の農村というのをさっき申し上げたように、そのポテンシャルを維持するため
に、そういう人たちにいかにうまく農村に交わってもらうかという方向を考えるのだろう
と思います。もちろん、私も前、申し上げたのですけれども、最低限生きていくための国
民の食料を維持するための農業と環境という２つの農業に対する国民のコンセンサスを得
て、その政策をバックアップしてもらうためのＰＲは欠かせないだろうと思っておりま
す。 

○部会長 ありがとうございました。 

○委員 農村地域の定住条件の基本的なものは、やっぱり豊かでなければ人がなかなか住
みつかないというのが基本であると考えるものであります。 

 そういう意味から、私どもの地域の農業所得、農家所得というものを見てみますと、全
国では農家所得が892万ということになっているようですし、農業所得が144万というよう
に農業部会の資料にも出ていたわけであります。ところが私どもの県なり、市の状況から
考えますと、農家所得が790万、そして農業所得が82万7千円、大体こういうことでありま
す。そうなりますと、この農家所得ということになりますと、初任者２人分ぐらいしかな
いということになるわけであります。 

 そういうような現状でありますから、今後、どういうふうに農業というものを活性化さ
せるか、また、もう１点は、農業所得でありますけれども、単純に計算しますと、1.5ヘク
タール米作農家でありますと、従前は300万、仮に半分の所得としまして150万であります
ね、そういった面からしましても、今、約半分にしか満たないという状況であります。と
いうのは今は３割ぐらい私どものところも転作をしている、こういうようなことと、米価
の引き下げという、キロ当たり250円でありますから、60キロ１万5,000円、こういう単純
な計算が出てくるわけであります。 

 しかし、農業の多面的な機能なり、公益的機能という面からしましても、より活力ある



農地の利用というものをやっていきたいというように思っているわけであります。 

 後ほど土地利用の面で若干触れたいと思いますが、例えば私どものところに農林水産省
にもやっていただいております生活環境の向上、情報基盤整備の問題でありますが、私ど
もはＣＡＴＶをやっているわけであります。これも農林水産省の御支援で全体では資本が
４億9,700万円ということで、松任の市域全域を対象にしております。農業対象は約20億円
であります。あとは市と、それから商工会議所ですね、企業の皆さん、そして農協の３者
で資本造成をして事業推進をやりました。全体で35億円ほど投資したわけでありますが、
その中で公的な負担が77％、あと23％は借入金でやっておりますが、今のところの加入率
は大体56％、そして実際に受益といいますか、配線をしてあるもの、そういうものが82％
であります。これはいうなれば天気情報とか、あるいはそれぞれの広報とか、あるいは農
林の技術指導、こういったようなものに使っているわけであります。有料で28チャンネル
が見られる。こういう形でやっております。そして音声告知、あるいはファックスといっ
たようなこともやっているわけであります。 

 あるいは農業生産に伴うところのマッピングの関係も調整しながら、道路、河川、ある
いは集落排水、転作農用地、そういったようなものをみんなマッピング（ＧＩＳ）に取り
込んで行く。そういう中で豊かさの追求をやっているわけであります。 

 もう１つ、その中にある中山間地帯、私どもの一部事務組合等でやっている地域は、山
間地が相当あるわけなんですね。その山間地全体には１市３町５村があるわけであります
が、ここは全面積が768平方キロあるわけです。その中に山間地が88％もあるのですね。
673平方キロであります。私どもの地域は全部平地でありますので、今、申したような事業
展開をしております。しかし、こういったようなところに対して今後、どういうふうな方
向づけをするのか、どんどんその地区は高齢化と過疎が進んでいく、こういう中で一番大
事なのは治山、治水の問題、あるいは水の涵養なり、そして今ありますようなグリーン・
ツーリズムで、農業の重要性、自然の大切さというものを学んでいただくことでありま
す。 

 しかし、私どもの地域はおかげさまで道路のアクセスというのは極めて至近であります
ので、ほとんど一番奥地のところでも市街地まで出てくるのに50分ぐらいで出ます。そう
いう環境でありますので、ここら辺との今後の広域連合といいますか、そういう考え方の
中でもっと提携をした事業ができてくるのではないか、そういうことを思っております。 

 そしてもう１つは、今、言われておりますごみの焼却の問題ですね、リサイクルの関係
とごみ焼却、これなんかも広域で今、新しくやっておりますけれども、ダイオキシンの規
制の問題、大体今、日量140トン程ごみが出ておりますが、炉は240トン焼却できるわけで
ありまして、80トン炉を３基持っておりますが、24時間は２炉で運営していく、こういう
ことでいろいろ環境の問題なり、あるいはごみ処理の問題等々をお互いに分担をしており
ます。そして、この焼却灰の埋め立てというのは山間地域に依存しなければならないとい
うような問題もあるわけでありまして、都市機能と、山間地域というものについていろい
ろ広域的に相互関係が非常にあるわけであり、日本の山林等が国土の70％もある現状であ
りますから、ここら辺はやはり広域的な保全をする機能を大事にしていかなければ、人口
の移動というものもなかなか止まらないのではないか。一時的には高齢者がこちらで保養
する、そういう環境づくりをまず整備しなければなかなか農村へ来られないというように
思います。 

 先ほどの資料でも、関東と北陸の方が割とそういう指数が高かったようでありますけれ
ども、他の地域、都市的なところからやはり時間的な問題、距離的なことでなかなか人が
定住できないのではないか、こんなことを思っているわけであります。 

 地域の関係を若干御紹介させていただきました。 



○部会長 ありがとうございました。ほかの委員の方、お願いいたします。 

○専門委員 農村の将来のビジョンという夢を描きたいのですが、現実はかなり難しいの
じゃないかと思います。さしあたって一体平成10年からどうなるのか、ことし豊作ですか
ら恐らく米が余るでしょう、そうなった場合どうなるのか。豊作を喜びながら今は大変不
安にかられておるというのが農業をやっておる大方の皆さんの気持ちであります。 

 なるべく早い機会に、農業団体できちんとした転作のこれから先の見通しなり、やり方
なりをはっきりさせるということが、農業に対する意欲をどう持たせるかということにか
かわりが深いのではなかろうか。今、外国では米を欲しいという国があるのに、なぜ余っ
たらそっちに回してもらえないのかなという素朴な疑問もあります。 

 そういう難しい議論がここでされていいのかどうかということはまた別問題でしょう
が、これからの定住ということを考えると、先ほどお話がありましたが、都市と農村の交
流というのは大変大事だろうと思います。と同時に、これから農業というのは厳しいわけ
でありますから、実際に農業労働は厳しいから、その次は所得と関係がありますが、若者
が農業から離れていくというのは、農業が労働に耐えかねるというような状況が現実にた
くさんありました。しかし最近、機械化もされまして、そういう点ではかなりよくなって
いるけれども、内容は都会の生活者から見ると大変厳しいのではないか。しかし、それを
克服するために構造改善政策をやっていただきました。田んぼが大きくなりました。田ん
ぼが大きくなることによって、労働は機械化されましたが、農機具代のために働く、こう
いう形がふえてきた。そして四苦八苦をしながら、こんな収入のない農業はだめなんだと
いうふうな形に転嫁されてきているきらいがあります。 

 ですから単に農業だけでなくて、農機具や肥料、そういうものがどう安く手に入るかと
いうことも、そういう点の政策的な展開も大事なことになるのではなかろうかと思いま
す。 

 農業もやっぱりコストを下げて、どうやっていくかということを必死に農家自身は考え
ているのですが、そういう外部的な肥料とか、農機具とかというようなものは農家自身の
手に負えないわけであります。ですからこれから先は、今までの農業のやり方で、農家が
全部個人経営で個人で農機具を買う、というやり方はもう続けていけないだろうと思いま
す。従って、農業者が農器具の修理までできるような、あるいは組み立てができるよう
な、そういう仕組みの応援ができたならば、あるいは肥料ももっと安く手に入るようにな
ったら農業・農村はうんと変わっていくだろうと思うのです。そういう政策をぜひやって
いただきたい。 

 それから定住してもらうためには、やっぱり若者が出て行くというのは、働く場所が直
接ないからであります。昔、個別で農業をやってきたものがだんだん機械化された。さら
にその将来は共同、あるいは請負耕作、さまざまな第三セクターとか、そういう形になる
だろう、そうしますと、働く場所をどこに設けるかとなると、農業以外のところに住ん
で、そこで働いていただくということをやってもらわなくてはならない。ところが、農村
工業導入は大変助かったわけですが、今は立地をしてくださる企業がなくなりつつありま
す。本当にないのかとなると必ずしもそうでもないが、地方まで工場をもっていく、大き
い工場でなくても、小さいのでも結構ですが、働く場所をつくってもらうとすれば、企業
側ではやっぱりそれだけのメリットがなければならない。今の工業導入の促進の仕方より
もっと踏み込んだ、やっぱり働く場所をつくっていただくという意味での応援というのを
やっていただかないと若い人たちがそこに居座って働くというようにはならないのではな
かろうか。 

 これは一見矛盾しているようですが、子供たちが少なくなっておりますから、住んでい
ただくためには、そういう条件の整備をやっていただく、今までの構造政策、農村の発展
のために頑張っていただきましてありがたいと思っておりますが、しかし、それでも足り



ない部分は何であったのかということをやっぱり考えた政策展開がこれからされるべきで
なかろうかと思います。 

 ひとまずここでやめます。 

○部会長 ありがとうございました。 

○委員 今まで委員の皆様のおっしゃるとおりです。定住促進ということですが、兼業化
が大変進みまして、今、農村に暮らす若い方々も、結婚すると、家が広くても皆さんアパ
ートへ、農協や、役場へお勤めの方も皆さんアパートに住む、私どもの地域ではそのよう
な状況であります。それが10年ぐらいたって、子供たちの教育費がかさんでくると自然と
お家の方へ戻るということも現実でございます。 

 そこで最近、若い方たちと話したのですが、そこへ住んでみたくなるような団地みたい
なものを、今まで農村に工業団地とか、いろいろなものをつくっていただいて、就業先も
たくさんふえましたが、都会に出ている人たちが、県庁所在地へ勤めに行くのに30分、１
時間以内で通えるような団地みたいなものを、そこに住んでみたくなるような団地みたい
なものをつくっていただいたならば、もっとずっとたくさんの都会の若者が農村へ戻って
くるのではないかというようなことが私が若い方たちと話した結果の答えなんですが、い
かがでしょうか。 

 そして13ページにもありますように、それぞれの市町村が今後も都市住民の農村居住に
対して積極的に取り組みたいといっているというのですが、その積極的に取り組みたいと
いっているものの中に、本当に団地なんかをつくってみたらという項目をもうちょっと入
れてみてもらったら、本当にのびのびと環境のよいところで子供を育てたいというのはど
の親も考えることではないかと思います。また、その地域で祭りや行事に参加してのびの
びと暮らしたいという考えが今後もたくさん出てくるだろうと思いますので、そんなよう
な政策をいろんな改善事業の中へ入れていただいたら、１つの解決につながるのではない
かと思います。 

 就業機会の確保の話では、私どもの地域にも工業団地や工場がありますが、どうしたこ
とでしょうか、10年ぐらい前、平成に入ってから、一段と外国人の数がふえまして、私の
地域ばかりのことかもしれませんが、外国の方たちが工場で働いている姿がたくさん見受
けられるようになりまして、せっかく農村の人たちの兼業化が進む中でやってこられた施
策だと思うのですが、本当にここはどこというように思えるようなときも私どもの地域で
はあります。 

 以上でございます。 

○部会長 ありがとうございました。ほかの委員の方、いかがでございましょうか。 

○専門委員 私のやっている農業というものは一体どういうものかなというようなこと
で、たまたま辞典をひもといてみたら、土地を耕して穀物、野菜、作物などの有用な植物
を栽培する、また、植物を飼料として有益な動物を飼育して人類の生活に必要な資材を生
産する産業で、畜産加工や林業も含むというふうなことが書かれていました。 

 農家は農業を営んで生計を立てている世帯、そしてその農家が大部分住んでいるところ
が農村、こういう位置づけです。したがって、農村に農家が住まなくなったら、これは困
るものですから、そんなことで最初に今の現状、農家の方々が困って、あるいは農村でも
大変な問題が出ているというようなことを申し上げながら皆さんにいろいろ検討していた
だきたいな、こういうふうなことで申し上げたところであります。 

 先ほど、転作等については、農業団体が早く方向を示してほしいというような御発言が



ありましたが、私どももいろいろ農家とともどもにやっている団体でありますので、早く
そういう方向を示したいわけでありますが、今もって米の売り渡し価格は決められない、
あるいは80万ヘクタール以上の転作の面積が、今度は100万ヘクタールにもなるのだろう、
こういうふうないろいろなうわさが出ている中で、非常にそれが心配される。そんなこと
から、ひとつ取り上げて、ぜひ農家の人が安心して農業を営めるような方向を目指してい
ただきたいなというようなことで、あえて申し上げた、こういうようなことであります。 

 私のところでもグリーン・ツーリズム的な、あるいは都市との交流、そんなことをいろ
いろ取り組んでございます。特に体験農業というようなことで、中学校の生徒さん方に田
植えをやってもらったり、イネ刈りをやってもらったり、いろんな収穫、そういったもの
をやっていただきながら勉強をしていただいております。これは作物を育てるという、い
わゆる生命を育てるということについては非常にプラスになるのだろう、そういうことを
子供のうちからしっかりと勉強させることによって、非常にいい結果が出てくるのかな、
その辺のところが余りにもなくなると、青少年の犯罪なども非常に大変なものが出てくる
のかな、こういうようなことで、私はそういったものを重要視しながら、そういった事業
を大いに伸ばしていかなければならんだろう、このように思っています。 

 私のところでは観光事業というようなことで、農業を素材にしていろいろな事業を組み
ながら取り組んでおりますが、農村には農村のいいところが、心のやすらぎとか、いろん
な景観をながめながら楽しんでいただく、そしてまた農村から都会に出ていった場合に
は、文化、芸術、新しいものに触れさせていただいて、いろいろ視野を広めながら、展望
を開いていく、こういった利点があるのだろうと思います。したがって、こういう事業な
どを大いにのばしていかなきゃならない。 

 そしてまた農家そのものを定住させようとするならば、所得が上がるような工場の誘致
とか、いろいろなものを導入しながら労働の機会を多くしていく。高齢者は高齢者で働け
るような、そんな場所をつくってやる、こういったことも非常に大切だろうと思います。
そんなことでいろいろ企画されたらいいのではないかと思います。 

○部会長 ありがとうございました。 

 委員の御発言の最初のところは、再生産可能な農業、農村をつくるべしということで大
変貴重な御意見だったと思っております。 

○専門委員 今までの御意見を伺っていまして、農村地域の定住条件について、おおよそ
３点といいますか、１つは住宅や、それからさまざまな条件整備というようなことがあげ
られていますし、それをだれがやるのかという問題がありそうですが、それを整備すると
いう問題。 

 それからもう１つは、農業を支える人をどうやってつくるかというような、つまり担い
手の問題。担い手が育てば定住条件についてはその人たちを中心に何らかの形で考えられ
るのではないだろうか。 

 それからこれはまだ意見として出てきていないのですが、報告の中であったのは、農村
の良さ、文化、グリーン・ツーリズム、これらをどのようにバージョンアップするかとい
うような問題、これらを総合的にミックスすることによって、農村での何らかの定住条件
ができるのではないだろうかという話だろうと思うのですが、その際、私が一番最初に問
題提起しました担い手をつくるということに関連して言わせてもらうと、担い手をつく
る、定住条件をつくるのは、大規模で高度な生産力を形成するような担い手なのか、つま
りもっと具体的にいえば、大規模農業経営体（農業生産法人）の経営者なのか、あるいは
農村に住む兼業農家を含むすべての農家という人たちがつくるものなのか、その構造をは
っきり示しておく必要があるのではないだろうか。その担い手の構造をどうすべきなのか
が定まらない状況の中では、農業と食料の関係も議論できないし、農業と農村との関係も



議論できない。つまりまた、これは先に戻るのだけれども、農水省のＷＴＯに対する姿勢
如何というようなことになるのだろうと思うのですが、そういったことから、これからは
僕は構造政策を大胆に推進しないと、大規模農業経営体の経営者だとか、そういう人たち
を農村の中に何人かつくって、あとの人たちは趣味農業だとかなんとかという形で兼業と
してやるというような形をつくっていかないとだめなのかな、みんながみんな同じような
農業をやるというようなパターンではだめなのかなというような気がしております。 

○部会長 ありがとうございました。 

○委員 今日、いろいろお話を聞いていまして、１ページに生活環境に関するいろんな整
備状況を六角形のグラフで記載してあるわけですが、私はこの農村問題を考えるとき、む
しろこういう言い方はよくないかもわかりませんが、バラ色に描くといっても、農村に無
限に税金をつぎ込むわけにはいかないわけですから、できるもの、できないものというの
ははっきりしておいた方がいいのではないだろうか。むしろある意味でいけば、先ほどか
ら議論の出ています都市並みに生活環境を良くすればするほど、それは基本的には環境保
全とは相入れない部分というのが出てくるわけですね。それから雇用機会の確保というこ
とで、工業団地がそういうことでどんどん増えれば増えるほど、これもまた逆にいえば一
方における農村のイメージとは逆になってくるトレードオフの関係にあるものがどうして
も出てくるのだろうと思うのです。 

 ですからその意味においては、生活環境の部分でも、環境保全のためには、都市に比べ
ればここの部分は不便でも仕方ない、この部分は逆にいえば、それは国民の１人として同
等の設備環境に置くべきではないのか。例えばその中に農村の方自身がやっぱり自助努力
をしていかなければいけない部分もあるのだろうと思うのです。そのときに、例えば先ほ
ど、農機具の修理までできるような技能教育というお話がありましたけれども、例えばそ
ういう問題についての行政の援助とか、機械提供がどういうふうにできるのだとか、そう
いうことをきちっとできるもの、できないもの、考えられるものというのは、ある意味で
は別の六角形を書いて、ここの部分は逆にいえば農村はどういう言い方をしていいのです
かね、都市とを比較した場合については見劣りします。しかし、ここの部分はさらに都市
に比べれはるかに大きな評価ができる点ですというようなことを明らかにした上で、やっ
ぱりあるべき農村の姿を部会としては描いていいのでないのだろうか。それについてはい
ろいろまた賛否両論あるのは承知ですが、私自身はむしろそういうことを正直に明確にし
ていった方が、農村のイメージはきちっとできあがるのではないのかなという気がしてい
ます。 

○部会長 ありがとうございました。 

○委員 定住条件という場合、今までお話が出ましたように、物理的な、例えば働き場所
であるとか、収入、所得であるとか、そういう物理的な条件はもちろん大前提でございま
すけれども、交通手段の整備とか、これなどはすごく私は重視する必要があると思うので
すが。ことに高齢化へ向かって車の運転自体がおぼつかなくなる人たちが増えていくとい
う、その辺をどうするかが大きな問題だと思いますが、そういう物理的な条件以外に１つ
目に見えない形でことに山村なんかのことではひしひしと感じるのですけれども、つまり
農村に、そこに踏みとどまっていくことの社会的な生きがいとかステータス、プライド、
そういう若い人たちが胸張ってそこで生き生きとやっていけるような社会全体からの評
価、これは農村だけをいじくればいいというものではなくて、むしろ都市の側、社会全体
がどう農村、農業というものを考えるかという、そこのところが私はすごく大事だと思う
ので、定住条件といえば農村だけをいじくればいいという発想ではなくて、やはり基本問
題になるのですけれども、社会全体が農村、農業をどう評価するか、ここのところをやは
りすごく重視をして、もちろん都市の教育からですが、そういう要因がすごく大事である
ということ、山村なんかの場合、一番はっきりするのですが、まず働き場所がなければだ
めです。ですけれども、仮に同じ収入があるなら、あんな大変な山仕事よりは、下の下流
の町へ行って土方をやっていた方が、仮に倍の給料をもらっても山にいるよりは、一歩で
も下へ、下流へ下りていった方がずっといい、そういうような考え方になってしまう。で



もそこに踏みとどまっている意味に社会的な評価というものが加わることによって、少々
の不便さというものもむしろ喜びに変わって生きがいになるという要因があるわけで、そ
ういう目に見えないというか、農村以外の社会全体の価値観というものに、定住条件の１
つの要因を加えてお考えいただきたいなと思います。 

○部会長 ありがとうございました。 

 土地の問題を、このあとやらせていただきたいと思います。一応これで定住条件につい
ての今日の御議論は閉めさせていただきたいと思いますが、今までいただいた御意見をみ
ますと、大変厳しい現実があって、なかなか夢を描こうと思っても、あるいは将来の農村
の展望を描こうと思ってもなかなか描きにくいというような御意見も多々あったかと思い
ます。しかし、そうした具体的な状況を克服することによって将来の農村が開けてくるわ
けで、大変貴重な御意見ではなかったかと思います。 

 今日いただいた御意見はいろいろな形で整理できるかと思いますが、例えば団地をつく
って、若い人たちがそこへ帰ってきてもいいというような世代間の適切な関係であると
か、あるいは米を中心にした再生産可能な農業、農村、あるいはまた農外の活力を入れる
必要があるのではないかというようなこと、あるいは広域的な連合、あるいは工業、観
光、その他のさまざまな産業を組み合わせるようなことも必要ではないかといったさまざ
まな御意見をちょうだいいたしました。また、これは引き続き、こういったことについて
御意見をちょうだいしてまいりたいと思いますが、きょうは２つのテーマが掲げられてお
りまして、どうでしょうか、大変不十分な形になるかもしれませんが、土地利用の問題に
ついてひととおり御意見をちょうだいしたいと思います。よろしいでしょうか、どなたか
らでも。 

○専門委員 基本的に野放しであってはならないのではないかというふうに思います。あ
る程度、今までの農業政策としての土地利用の姿勢というのは大変な効果をあげてきまし
たが、時代が変わってきておりますので、もうちょっと市町村長に権限を委譲するような
土地利用計画を立てさせるべきでなかろうか。いわば現場の判断というものをもう少し尊
重するような土地利用計画というものを作成をし、実施をしていくべきでなかろうかと率
直に思います。 

○部会長 ありがとうございました。 

○専門委員 簡潔に申し上げますが、私は集落地域整備法というのは非常にすばらしい法
律だというふうに思っているのですが、これが具体的に機能しない理由をもう少し考えて
おく必要があるのではないだろうか。つまりこの法律は農村サイドだけではなくて、都市
サイドも含めたような土地利用計画というようなものの萌芽だろうと思います。それが共
管体制であるがためになかなか機能し得ないという現状は、これは一元的に管理する必要
があるだろう、省庁間を超えて。そういった土地利用計画というようなものがこれから農
地の利用全体との関係でもっと必要になってくるのではないだろうかと考えております。
団地をつくるだとかということを考えた場合にも必要になってくることだろうと思いま
す。  

 それからもう１つは、この農地利用規制の問題は、株式会社参入との議論でもうちょっ
と議論しなきゃいけない問題があるのではないだろうかと思います。私は株式会社参入に
関しては中立的な立場を持っておりますが、しかし、それが１つのトレンドだとするなら
ば、農地利用規制というようなものをそれとの関係でどうつくるかという議論が必要かと
思います。 

 以上２点です。 

○部会長 ありがとうございました。 



○委員 土地の利用につきまして、問題点が幾つかあると思うのですが、特に中山間地
帯、あるいは過疎が進んでいるところにおきましての相続の問題であります。特にこうい
う地域については相続人がほとんど都会に住んでいるというような中での土地の未相続が
ある。そうしたときに土地利用計画に従って、いろいろ転用なり、あるいは農地の集積を
やる場合に、こういう問題が極めて大きくのしかかってくる。事務的にも非常に問題解決
に時間がかかってくる。いうなれば農業振興上足かせになる面が多々あるようでありま
す。 

 さらにもう１つは、従前でありますと、地元に残った後継者にほとんど一括相続がなさ
れているというようなことが１つの農村の伝統でもあったわけであります。しかし今の民
法によるところの均分相続という問題で、それぞれ細分化をしていくということになりま
すと、前段申し上げたような農地の集積なり、あるいは例えば公的な転用の場合でも、非
常に権利の問題で調整に時間がかかる、こういった点では若干、農地、土地の利用、ある
いは相続権の問題について、総合的な計画の中で、ここら辺が調整ができないものだろう
かという１つの問題を考えるものであります。 

 さらにこの農地制度でありますけれども、あくまで生産を主体にしたものが農地である
という定義だろうと思いますし、あくまでも私どもはそうだというふうに理解をいたして
おります。そういう意味からすれば、不耕作目的、あるいは投機対象ということを全面的
にやっぱり排除していかなければならんのじゃないか。そのために農地法の権利の取得
や、転用についての規制をやっているわけであります。 

 この基本的な姿勢をあくまでも私どもは堅持していかなければならない、こういうよう
に思っているわけであります。 

 しかしながら、農業の多面的な機能というものに配慮をする場合は、山間地域の農地を
環境保全の観点で、保全事業を進めてまいらなければならない。また、都市部だけでなく
して、農村部においても市民農園のようなもの、あるいは今、中教審におきまして心の教
育ということでありますが、勤労なり、あるいは土、水、そういったようなものを体験す
るものを育て、育むというような面でも、もっと大がかりな義務づけた農園政策、農業教
育という面も、土地利用の中で大事に取り上げていくべきでないかな、こんなようなこと
も思っておるわけであります。 

 さらにこの資料にもたくさんありますけれども、それぞれ行政の段階で、１つは農業が
農地の集積が十分でない。冒頭に申しました所得の面からいきましても非常に低迷をして
おるという中で、農家のいわゆる農外所得、雇用の創出という面で、農村工業等導入法な
り、あるいはそれぞれここにありますように、頭脳立地法なり、あるいは農村活性化土地
利用構想の中で、いろいろな食品加工施設とか、そういうものを立地させていただいてお
るわけであります。それは雇用の創出と同時に財政基盤の確保という農村地域なりの発展
に大きく寄与しておるわけであります。 

 そういう面での調整機能がもう少しその地域実態に合ったものになるようなことも大事
であるのではないかという感じもするわけであります。 

 以上であります。 

○部会長 ありがとうございました。ほかの委員の方、お願いいたします。 

○専門委員 土地の問題でありますが、個人の農地であるにもかかわらず公共性が非常に
強い、公共財としての内容が非常に強いと思われます。そして農地の場合は、一たん潰し
てしまえば、それを復興させるのに非常に大変だろうと思われます。したがって、今、日
本の国内では既に500万ヘクタールを割っているというような状況の中で、それを極力確保
しながら進めていく必要があるのだろう。そしてまたそういった狭い農地にもかかわら



ず、耕作放棄地がまだ出ているというようなことでありますので、もったいないという
か、そういったことについてはきちっとやるように指導しなければいけないだろうし、い
ろいろな手当もしなければならないだろうと思います。 

 そういったことをしながら、最終的にはもう少し国の方の責任できちっと指導しながら
進めていく必要があるのだろうと思います。最近の、先ほどの食料の問題でも申し上げま
したが、何か少し民間の方に任せきりというか、そういったところがないのかな、もう少
しその辺のところの指導性を発揮しながら、きちっとした指導をやってほしい、こんなこ
とをお願いしておきたいと思います。 

○部会長 ありがとうございました。 

○委員 土地利用についてですが、本当に大事な農地だと思うのですが、農村に暮らして
おりまして、実は私どもの地域でもですが、隣の町が温泉を町で計画すると、また隣の町
でも計画するというような具合で、それが有効に利用されていればいいのですが、お年寄
りが増えているということは確かなんですが、私どもの地域は皆さんも御承知のように石
和温泉に近いものですから、石和温泉へ行けば済むことなんですが、隣の町、隣の町、そ
のまた隣の町でもみんな温泉を掘っている。ところが温泉が有効に利用されていない、そ
のようなことを日ごろ見ておりまして、そのようなものは町村からの計画が県へ行って、
国へ行くと思うのですが、もうちょっと取り締まりというか、規制というか、そんなよう
なものがないのでしょうか。何でも同じようなことばかりして、それが有効に使われてい
るのであれば別に問題ないのですが、それが有効に使われていない現状がたくさん見受け
られますので、そういうものをどういうところでチェックをしていったらいいのでしょう
か。ちょっと変なお話ですみませんが、日ごろそんなようなことをいろいろと目の当たり
にしております。 

 先ほども土地利用のことで市民農園なり、山村留学が大切だ、私も教育の中で少しでも
それがどこかの分野で義務づけられたら大変いいことだろうなと思うのですが、10年くら
い前までは、私どもの果樹の共選所などへ都会の大学生がやってきて農業体験をして、私
たちが忙しいときに共選所で働いてもらい、とても助かりました。ところが今はもっとい
いアルバイトがあるようで、全然大学生は来ません。地域の高校生がアルバイトで来てく
れている現実があるのですが、ところが先ほども申しましたように、ここはどこの国とい
うくらい私どものところには外国人が働いております。確かにありがたいことなんです
が、前は大学の学生さんが、女の子も、男の子もいっぱい来て、おいしい果物を食べて、
よかったと言って働いてくれたのですが、それが本当に今はどこにも見当たりませんの
で、教育課程の中で、どこかの分野で、そういうのを単位を取る旨というようなことが入
ったらもっといいのだろうと思うのですが。 

 以上です。 

○部会長 ありがとうございました。 

○委員 21世紀は、やはり産業活動は農業も含めてですけれども、持続可能な産業活動と
いうのは大変環境問題で厳しくなってきておると思うのです。それでやはり農地というの
を食料部会で検討したときに、今ある農地を減らしてしまった場合には、まさかのときの
最低の国民のカロリー、最低のベースで穀物でカロリーを取るとして、今の農地は確保し
ておかなければ自給はできないという計算が出ていたように思うのですけれども、先ほど
冒頭に申し上げた国土保全のため、国民の食料を確保するのじゃなくて、環境のための保
全で食料があるという国の考え方だと、またそこは狂ってしまうのですけれども、国民の
食料を確保するという関係ですと、やはり土地の利用というのは相当慎重にかからないと
いけないのではないかと思っております。 

 そして我が国は平地がありませんので、今ある優良農地をどんどん都市化してしまった



ら、農業生産にも大変響いてくると思うので、今までの農地法も難しくてよくわからない
のですが、いろんな法律が後追いに出てきて、結局は例外的にだれかが許可すればなんで
もできるという形になっているところがただいまおっしゃられたような現状で出てきてい
るのではないかと思います。 

 先ほど、野放しであってはならないけれども、権限を委譲してほしいとおっしゃられま
したけれども、果たしてどこをどういうふうに委譲すればいいのか私もちょっと全貌がつ
かめないのですけれど、国の方針として、国民の食料を賄うための農地としてどれだけあ
るのかというのは、都市化して活性化するというのも大事なことかもしれませんけれど
も、まずそこら辺で、今、農業の専門家でいらっしゃる委員が一度放棄してしまったら再
生するのが大変だとおっしゃる今ある優良な農地というのは、やはり規制して保全してお
く必要があるように思います。 

○部会長 ありがとうございました。 

○委員 水をやっている立場から一言申し上げますと、日本の農地というのは水と不可分
で、水といった場合は土地と不可分で、そういう関係にございます。ところが最近の土地
利用では、水を抜きにしての土地という単なるスペースで扱おうという見方の方たちが、
水を御存じない新しい方々はそういうような傾向もありまして、一言申し上げておくので
すが、例えば減反で農地が１ヘクタールなら１ヘクタール使わなくなる。そうするとそれ
はそのまま洪水をつくりだすことですし、水資源を減らしてしまうことになる。そういう
性質にあるわけです、日本の農地は。 

 ですからそういう意味でも、土地利用という場合に、よほど単なるスペースでなく水と
不可分の形で扱いませんと、食料と同じほどに大事な21世紀の水資源という命の問題とや
はり直接的にかかわってまいります。そういうことでは、単なるスペースとして土地を扱
うような方向への改変は徹底的に厳しくいましめたいという思いがいたします。 

○部会長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

 それではひととおり御意見をちょうだいいたしました。 

 今日も冒頭に出ましたように、農村部会といいながら、21世紀の農村の新たなビジョン
といいますか、こういうものがなかなか見えてこないという面も確かにあるように思いま
す。大変現実が厳しいだけにそういう面もあるかと思いますけれども、最終的にはこの部
会の使命はやはり21世紀の農村のビジョンというものを確立して、そしてそこに具体的な
政策を盛り込んでいくということが出てきませんと、やはり使命が果たせないということ
になるのではないかと思いますので、今後もそういった大きな視点からのビジョンの提
示、そしてまた具体的な細かい点からの問題の提示、いろいろいただきまして、最終的に
は今、言いましたようなことを農村部会として出していければと思いますので、よろしく
お願いいたします。 

 今日は２つの問題を議論していただきまして、大変生煮えといいますか、もっといろい
ろな御意見、おっしゃりたいことがあったのじゃないかと思いますけれども、時間の関係
で、いずれも不十分であったかと思いますが、最後に、今日の２つを通しましてこれだけ
言っておきたいということがございましたら何か。よろしいでしょうか。 

 それでは、今日はこれで議論は閉じたいと思います。 

 資料要求というようなことはございませんでしょうか、こういう資料を出してほしいと
いうようなことは。 

 それでは最後になりましたが、本日、お忙しい中、農林水産政務次官に御出席いただき



ました。何か御感想でもあれば一言お願いしたいと思います。 

○農林水産政務次官 今日は大変ありがとうございました。 

 いろいろ貴重な御意見を拝聴することができまして、私自身も、また農林水産省の皆さ
んも大変参考になっただろうと思います。 

 今、部会長からお話がございましたとおり、いろいろなビジョンについては、皆様方が
おつくりをいただく、そして総理に答申をしていただくという、そういう段取りになって
おりますので、我々の方からいろいろ申し上げるというのはこの場では差し控えるべきこ
とであると考えております。ただ、資料の提供等につきましては、事務局が十分に注意を
しながらいろいろな資料を御提出申し上げて、議論の参考にしていただくという形をとっ
ております。 

 私は今日の問題で２つだけ申し上げさせていただきますが、食料の問題というのをどう
考えるかという先生方からもいろいろ御指摘があったわけでございますけれども、私自身
はこんな感じを持っております。  

 日本においては食料というのは自由である、基本的に自由である。だれが、何を食べて
もいいという形になっておって、これを食べなさいという強制をする社会ではないという
ことであります。従って、食料というのは国民の選択にかかっているということでござい
まして、そういう意味で、日本という国家に食料政策というものがあるのかないのかとい
うことは自問自答しておりますけれども、今のところ、食料に関する基本政策というのが
あるのかないのか私自身もわからない。むしろないのではないかという感じすらいたしま
す。ただ、現在わかっておりますのは、カロリーベースの自給率が42％というのが日本の
食料の現状であり、カロリーベースで58％が輸入に頼っているのだというのが現在の日本
人の食料の状況であります。 

 もう１つは、提供されるカロリーが、カロリーベースで2,600キロカロリーほどが提供さ
れている食物の中から、いただいている食物、実際人間が摂取している食物のカロリー量
は2,000キロカロリーであり、その600キロカロリーというのは一体何であるかということ
についての分析がないわけでございます。 

 そういういってみれば自由に何を食べてもいいという状況の中で、もう１つ自由貿易体
制の中に世界は置かれているわけでございまして、日本もその例外ではないという中で、
日本の農業というのが衰退していっては困るなという懸念もあります。そこら辺をどうす
るかということで、政策的にはなかなかきちんとした形のものを立てにくい、そしてま
た、こうあるべきということがなかなか言いにくい、こういう食料という特殊な問題を
我々は抱えているんだと考えておるわけであります。 

 それから農村の問題につきましては、私は農村というのは食料の生産基地であるという
ふうには考えておりまして、この点については都市住民、あるいは日本国民全体の理解と
いうのが必要である。我々は日本の中に食料の生産基盤を持っておるのだということをき
ちんと日本国民全体が理解するようにもっていかなければならないのだろう。食料の生産
基地には土地があり、そして水があり、そして技術を持った人がおりというような形で食
料の生産基地が現在なおあるということでありますが、これを衰退させてはならないのだ
という結論が出せるかどうかということであるかと思います。  

 もう１つ土地利用の問題についての御言及、いろいろ御討議があったわけでございます
が、私は農業については土地の生産性というのは他の産業に比べて決して高いものではな
いと考えております。一定の土地からどのくらいの収益があがるかということを比べてみ
るというと、農業においては土地の生産性というのはかなり低い、したがって、その農地
を確保していくというためには、一定の法律的な、あるいは税制上の保護政策というのが



どうしても必要であると考えておるわけであります。 

 日本はこういう言葉を使っていいのかどうかわかりませんけれども、社会主義農業をや
っているわけではありませんから、自由な体制で農業をやっていく中で、この農業という
ものをどう守っていくのか、食料の生産基地をどう守っていくのかということが問われて
いるのだなと思っております。 

 いろいろ申し上げたいこともたくさんあるわけでございますけれども、農村というのは
協業の世界であって、川さらいでありますとか、あるいはカントリーエレベーター、ライ
スセンターというものの運営を見てみましても、共同でいろいろなことがやられている、
そういう話し合いの中で行われている日本の農村の姿というのは非常にいいものだなとい
うことをつくづく感じておるわけでございます。 

 いろいろ申し上げたいこともございますけれども、今日、いろいろ御議論をいただきま
して、まことに実のある会議をしていただいたことをありがたく感謝を申し上げまして発
言を終わらせていただきます。 

 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。 

 それでは次回以降の部会のスケジュールでございますが、第４回を９月26日の金曜日、
第５回を10月24日の金曜日、いずれも午後２時半からということで予定しております。そ
こでは特に中山間地域の位置づけと中山間地域の農業のあり方について御議論いただきた
いと存じます。 

 なお、９月９日には各部会の合同部会が予定されていることはこれまで御案内してきた
とおりでございます。 

  

４．閉 会  

  

○部会長 それでは以上、予定いたしまして、改めて事務局から御連絡が来ると思います
が、よろしくお願いいたします。 

 本日は大変長時間にわたってありがとうございました。 

  


