
第９回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録 

 

 

日時：平成１６年４月２６日（月）１０：００～１２：２５ 

 

場所：日本郵政公社本社２階共用会議室Ａ～Ｄ 

○生源寺部会長  おはようございます。定刻でございますので、ただいまから、

食料・農業・農村政策審議会第９回企画部会を開催いたします。 

 なお、本日は、八木会長、江頭委員、古賀委員並びに森野委員が所用によりご欠

席ということでございます。また、平野委員が 10分ほど遅れてご到着というご連

絡を受けております。 

 本企画部会は公開されております。一般公募によりまして、82名の方から傍聴の

申し込みがあり、本日お見えになっております。また、資料、議事録等につきまし

ては、すべて公開することになっております。この点、毎回のことでございますけ

れども、よろしくお願いいたします。 

 本日は、福本農林水産大臣政務官にご出席を頂いておりますので、政務官からご

あいさつを頂きたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○福本政務官  第９回食料・農業・農村政策審議会の企画部会開催に当たりまし

て、一言ごあいさつ申し上げます。 

 最初に、委員、臨時委員並びに専門委員の皆様方におかれましては、ご多用中の

ところご参集頂き、厚く御礼申し上げます。 

 品目横断的政策への転換につきまして、２月 12日に１回目のご審議を頂きまし

て、政策転換の背景、また、その背景を踏まえた政策転換の考え方と課題をお示し

し、ご議論頂いたところでございます。今日は２回目ということになります。 

 １つ、国内的に考えたときに、この構造改革の強力な推進と需要に応じた生産を

図るという視点、２つ目に、対外的に国際規律が強化されており、これに対応し得



る政策体系の構築が求められているという視点、この２つの視点に立って、諸外国

の直接支払制度も視野に入れながら、将来的に目指すべき政策の姿と留意点等につ

いてお示しさせて頂いているところでございます。 

 委員の皆様におかれましては、それぞれご専門の立場から、ぜひ活発で忌憚のな

いご意見を賜りますよう心からお願い申し上げて、ごあいさつとさせて頂きます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日は、今のごあいさつの中にもござい

ましたけれども、品目横断的政策への転換についての第２回目の議論でございます。

事務局の方で資料を用意されておりますので、まず、こちらをご説明頂きたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○染生産局審議官  生産局審議官の染でございます。 

 お手元の資料の経営安定対策（品目横断的政策）につきまして、ご説明を申し上

げたいと思います。 

 まず目次をご覧になって頂きたいと思いますが、目次の１でございますが、「政

策転換の考え方」では、これは２月 12日の資料につきまして、当時わかりにくか

ったもの等も補完しながら簡潔におさらいをしたものでございます。それと２の

「将来的に目指すべき経営政策の姿と留意点」では、ここにおきましては基本方向

につきましてさらに議論を深めて頂きたいという点でございます。それと３点目の

「個別分野における経営政策の見直し方向」では、品目横断的な政策とほかの政策

との関係について整理をしたものでございます。 

 では早速１ページでございますが、「政策転換の考え方」「品目の特性に応じた

政策の展開」でございます。これは、前回も申し上げましたように、下の図表にあ

りますように、国土が狭隘であるとか、あるいは人件費が割高であるなどを原因と

いたしまして、我が国と主要輸出国との間には生産コスト格差が存在しております。

その格差の縮小や、それをいかに補っていくのかが大きな課題となっておるという

ことでございます。このため、諸外国と生産性格差が大きく、複合的な経営となっ

ております大規模畑作や水田作といった土地利用型農業につきましては、品目横断



的な政策の導入を検討する、と整理したところであります。 

 他方、野菜、果樹、畜産等の部門専業経営が多い品目につきましては、基本的に

は既存の品目別制度の見直しにより対応することが適当ではないか、としたところ

でございます。 

 ２ページ目でございますが、ここでは、いわゆるコスト格差を補てんする必要性

につきまして理解を深めて頂くために、大豆と米にみます国境措置と財政支援等の

関係について整理してみたものでございます。 

 ここで大豆と米を取り出しましたのは、両品目とも生産性につきましては諸外国

と大きな格差が存在するにもかかわらず、大豆は関税が０％と完全に自由化されて

おりますし、一方、米はミニマムアクセスと高率の枠外税率という高い国境措置が

講じられているという点で、対照的な品目であるという理由からでございます。こ

の図の左側がアメリカ、右手の方が日本、真ん中の波線が国境措置とご理解頂きた

いと思います。 

 まず、アメリカの大豆につきましては、一番左でありますが、60キログラム当た

り約 1,800円の生産コストで生産されております。これが、年にもよりますが、こ

の年は、売渡価格、約 1,500 円弱で取引され、若干の財政措置が上乗せされておる

という状況でございます。これが関税ゼロで輸入されまして、輸送費込みでのＣＩ

Ｆ価格で約 2,000 円で我が国の市場に入ってくるという状況でございます。 

 一方、日本の方でありますが、一番右手のところにありますように、約１万 6,000

円弱の生産コストで生産されまして、それが市場価格では約 5,000円弱で取引され

る。交付金等で約１万円の政策支援が行われておるという状況でございます。実際

の取引価格は用途や品質などによりまして幅があるということで、例えば豆腐用で

比べてみますと、輸入品は 2,800～ 4,200円、国産品の方は 3,700～6,100円とい

うことで、この段階で競合しておるという状況でございます。 

 一方、下の米についてでありますが、アメリカの米は 60キログラム当たり約 

1,700円で生産されまして、この年は国際価格が低落したこともありまして、約 800

円弱の価格で取引されまして、財政支援は約 1,400円程度あるということでござい

ます。 



 これが日本に入ってくるわけでございますが、日本向けの米は単粒種が中心であ

りますので、良質なものが多いということで、平均より高い約 3,000 円弱で我が国

の市場に入ってくる、ＣＩＦ価格、約 2,880 円となっているところでございます。

それにミニマムアクセス分を除きまして、キログラム当たり 341円の枠外関税がか

かります。その結果、枠外では２万 3,000円強ということで輸入されるわけでござ

います。 

 一方で、日本の生産コストの方は、一番右手でございますが、１万 7,000円強で

生産されまして、市場価格は１万 6,000 円強で取引されておるわけでございます。 

 このように、大豆と米の環境をみますと、米につきましては、関税措置によりま

して国産の競争力が高くなっておりますので、枠外で輸入実績はほとんどなく、そ

の結果、米に関しましては諸外国との生産性格差を埋めるための助成は行っていな

いということがおわかりになるのではないかと思います。 

 ただ、後ほど出てまいりますが、国内の需給動向等による価格低落の影響を緩和

するための施策が講じられておるところでございます。 

 次の３ページでございますが、「構造改革の推進」でございます。左のグラフで

みられますように、水田農業を中心に、農業の構造改革は立ち遅れておりまして、

構造改革の推進が重要な課題となっておる次第でございます。また、右のグラフに

みますように、規模拡大が進んでおります北海道の畑作農業につきましても、将来

的な担い手不足が懸念されているところでありまして、担い手への施策を集中化・

重点化していくことが必要ということでございます。 

 次の４ページでございますが、「国際規律への対応」の問題であります。特に前

回の部会で、黄の政策、青の政策、緑の政策が極めてわかりづらいというご指摘が

ありましたので整理したものでございます。 

 左手の「国内支持の規律の概要」の欄をご覧になって頂きますと、まず、黄色の

政策でございますが、これは「貿易・生産への影響がある施策」とされているもの

でありまして、規律としては削減であります。これらの施策に対する予算額などを

もとにいたしまして、その下のかぎ括弧に書いてありますように、助成合計額（Ａ

ＭＳ）が算出されまして、この数値をもとに削減を行っているものでございます。 



 その下の青の政策でありますが、これは現在、「生産調整を伴う直接支払い等」

が位置づけられておるところでございまして、これは暫定的に削減対象外になって

おります。 

 それと緑の政策、一番下でございますが、これは「貿易や生産への影響がない施

策」でありまして、これは削減対象外となっております。政府が提供いたします研

究などの一般サービスとともに、生産者に対する直接支払いが位置づけられておる

ものでございます。 

 ただ、一番下の四角に書いてございますように、生産者に対する直接支払いにつ

いては要件がございまして、例えば「支払時の生産形態または量に関係しない」で

あるとか、あるいは「生産行為を要件としない」など、こういうふうな要件がつい

ておるというものでございます。 

 次に５ページでございますが、このような黄の政策、青の政策、緑の政策が現在

のＷＴＯ交渉におきましてどのような議論が行われているかを紹介するものでご

ざいます。左手は、今ご覧になって頂きましたのとほぼ同様でございますが、右手

の方では、2003年９月のカンクン閣僚会議文書の３次案、そこでこれらの施策の変

更点について示してございます。 

 一番上が黄色の政策であります。ここが一番問題になるところでございますが、

右手の一番上の四角の中に傍線が引っ張ってありますように、総合ＡＭＳの最終譲

許水準の削減と併せまして、品目別のＡＭＳは当該品目の基準期間における平均水

準を上限とするというようなことで、従来、農業全体のＡＭＳで管理したものを品

目別に制限を設けようとする議論があるわけでございます。そういう意味で、政策

の安定性等という観点からは、このような国際規律の強化の動きに対しましても対

応可能な施策体系にしていくことが必要ではないかと考えております。 

 次の６ページでございます。「将来的に目指すべき政策の姿と留意点」というこ

とで、これは２月 12 日の議論をさらに深めて頂きたい点につきまして整理してお

るところでございます。まず、「改革の基本方向」でありますが、下の「改革の目

標」にありますように、最も大きなポイントは「効率的かつ安定的な農業経営によ

る望ましい農業構造の実現」と「国際規律の強化に対応できる政策の構築」の２点



に集約できるのではないかと考えております。 

 矢印の右側の方にいきますと、従いまして、「担い手に集中化・重点化した助成

体系の導入」と「国際規律によって削減されない『緑』の政策への転換」が目指す

べき改革の基本方向ではないのかと考えます。 

 この右手の下の方の四角にございますように、緑の政策は、前の２ページでご覧

になって頂きましたように、ＷＴＯの農業協定上、貿易や生産に影響が出ない政策

として、支援の削減対象にならない政策でございますので、一番下に書いてありま

すように、これに転換することによりまして、国際規律の強化に対し、政策の安定

度が増すこととなり、担い手の経営安定に対する安心感を付与することができるの

ではないかということでございます。 

 次の７ページでございますが、「担い手の考え方」でございます。重点的に支援

を行う農業経営といたしましては、やはり国民的理解の観点から、左上の図にあり

ますように、効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して農業改善を行う農業

者とすべきではないかと考えております。また、これにつきましては、市町村長さ

んが地域条件に応じまして、その経営改善計画を認定する認定農業者制度がありま

すので、この認定農業者制度を対象経営の基本としながら構造改革を推進する観点

から、経営規模や経営改善への取り組みについて要件としてはどうかと考えておる

次第でございます。 

 なお、担い手に施策を集中化・重点化していく場合には、一番下に書いてありま

すように、認定農業者制度の運用改善、あるいは担い手の捉え方としての集落営農

等の位置づけ、あるいは国内生産及び農業の多面的機能の確保等の留意点があるの

ではないかということでございます。 

 次の８ページでございますが、具体的な対象者につきまして、議論の参考として

頂くために、北海道の大規模畑作農業の構造についてまとめてございます。北海道

における畑作農業は、平均経営規模で約 30 ヘクタールとなっておる次第でござい

ます。左上の経営規模別のシェアをご覧になって頂きますと、北海道におきまして

は、10ヘクタール以上の経営規模を有する農家が面積シェアで約９割を占めており

ます。 



 また、左下の主副業別のシェアをご覧になって頂きましても、主業農家が面積シ

ェアで９割以上を占めるなど、極めて規模の大きい状況になっておるところであり

ます。 

 さらに右手でございますが、北海道畑作の認定農業者の経営規模別シェアをみて

ございますが、認定農業者につきましては、10ヘクタール以上の経営規模を有する

農家が、戸数、あるいは面積シェアともに９割以上を占めておるという状況になっ

ております。 

 次、９ページでございますが、「『緑』の政策の考え方」でございます。緑の政

策への転換を考える場合には、欧米の直接支払いが一つの参考事例となるわけでご

ざいます。左上の米国とＥＵの事例につきましては、次ページ以降で詳しく見てま

いりますが、左下の表の我が国と欧米の農業との比較を見て頂きますと、やはり欧

米と日本には農業構造に格段の違いがあるという状況でございますし、農業生産に

対する姿勢につきましても、欧米では過剰生産を抑制するための休耕や粗放化も積

極的に位置づけておるところでございますし、日本は逆に、自給率向上のため、生

産水準の維持・向上が課題という状況でございます。 

 そのような中で、緑の政策を我が国で導入する場合には、この右上の枠内にあり

ますように、緑の政策は当該年の生産と関連した支払いができないわけでございま

すので、過去の面積などを基準とすることとなるために、生産量・品質などの生産

実績が助成額に反映されないということになるわけでございます。 

 この結果、右下の留意事項に書いてあるような点につきまして十分な検討が必要

であると考える次第でございます。まず１つは、つくってもつくらなくても助成額

が同じということになりますと、極端な場合は耕作放棄地や捨て作りなどでも、制

度的には支払いが行われるということになってしまいます。そういうことを回避す

るような、それに対する対応の必要性が出てくるのではないかと考えております。 

 さらに２点目でありますが、左の表で見て頂きましたように、我が国の小規模・

零細が多いという農業の構造改革を推進する必要がありますので、まず１つは、支

援を担い手に集中化・重点化することが重要でありますし、もう一つは、緑の政策

ということで、過去の面積などを基準として支払いますと、農地の流動化により経



営規模を拡大した場合どうするのかという問題がございますので、担い手の農地流

動化に配慮するような制度設計が必要ではないのかと考えております。 

 次、10ページでございますが、「米国の直接固定支払のイメージ」でございます。

米国が 96年から導入しました直接固定支払、左の 1.にありますように、基準年度

の実績で作物ごとの経営面積を固定いたしまして、右の方の 2.にいきまして、その

固定された経営面積に基づきまして、いわゆる生産要素と切り離しまして一定額を

直接支払い、これを毎年行う、これが緑の政策になっておるわけでございます。 

 その場合の支払額は、右の下の四角の中に書いてございますが、直接固定支払額

＝経営面積なり計画単収、あるいは支払単価の掛け算、ということで決定されるわ

けでございますが、この一番右側の支払単価につきましては品目ごとに単価が異な

るということでございますが、この直接支払いは当該年の作付に関係なく行われま

して、品目と切り離した制度という意味で、品目横断的な施策となっておるもので

ございます。 

 次、11ページでございますが、「ＥＵの単一直接支払のイメージ」でございます。

まず左にありますように、従来は作物ごと、各年ごとの作付面積を基に、いわゆる

品目別に農家に直接支払いが行われておるところでございます。それが 2003年の

共通農業政策、ＣＡＰ改革によりまして、右手に書いてございますように、過去の

基準期間の支払実績を基に農家に直接支払を行うということが導入されたもので

ございます。 

 上の方の 1.の段階におきましては、農家ごとに受給権、いわゆる１ヘクタールご

との支払単価を決定するということになっておりますので、これはアメリカの直接

支払と同じような仕組みでございます。それが下の方に矢印で書いてございますよ

うに、農家ごとの支払単価を統一していくということで、2005年からは農家ごとの

事情を捨象いたしまして、支払単価を統一するということになっております。そう

いうふうな支払方法でございます。 

 次の 12ページでございますが、「水田作についての留意事項」でございます。

水田農業につきましては、水稲と麦、大豆、そのほか、多様な畑作物を組み合わせ

た営農が展開されておりますので、その留意点を整理してございます。 



 ポツが４つございますが、まず１つ目は、経営規模が総じて零細で個別経営では

担い手の確保が困難な地域にありましては、集落営農の組織化、あるいは経営体へ

の育成を図っていくことが必要ではないかという点でございます。 

 それと２点目は、冒頭の２ページ目でご覧頂きましたように、米につきましては

国境措置によりまして価格水準が維持されておりますので、現状では生産コストの

格差に基づく支援は考えがたいわけでございます。ただ一方で、従来から、この下

の右図の方にありますように、米価の変動を緩和するための対策が講じられている

ことを踏まえる必要があるのではないかという点でございます。 

 それと３点目でございますが、麦、大豆につきましては、畑作と同様、諸外国と

の生産コストの格差が存在しております。また併せて、米と麦、大豆がかなりの収

益格差があるということに留意する必要があろうと考えています。 

 それと４点目でございますが、転作で導入されております畑作物の種類や、ある

いは担い手及び農地の利用形態は多種多様ということでありますので、これに対応

可能な制度とする必要があるのではないかという点でございます。 

 次の 13ページからは、「個別分野における経営政策の見直し方向」でございま

す。まず「基本的考え方」でございますが、１ページでご覧になって頂きましたよ

うに、野菜、果樹、畜産等の部門専業的経営が多い品目につきましては、基本的に

既存の品目別制度の見直しなどにより対応することが適当ではないかと考えてお

ります。その際、担い手の育成など、構造改革の促進を図るととともに、右の表に

ありますように、各品目における個別の課題を踏まえた検討が必要ではないかとい

うことでございます。 

 例えば、右手の表にありますように、野菜におきましては、生育期間が短く、長

期保存も効かないために、短期間で供給量、価格が大幅に変動するという特性がご

ざいますし、輸入急増に対応した国際競争力の強化が課題となっておるところでご

ざいます。 

 このような個別課題の見直しを行う一方で、左下にありますように、例えば北海

道の大規模畑作における輪作作物や、水田作における転作作物として野菜は一定の

ウェイトを占めておりますので、その品目別制度と品目横断的政策との間で整理が



必要となってまいるわけでございます。 

 その際、野菜につきましては、価格安定対策によりまして、非常に短い期間ごと

に生産者の経営安定と消費者への安定的な供給の両立を図っていることに留意す

る必要があろうと考えております。 

 次に 14ページでございますが、「野菜の見直し方向について」でございます。

野菜につきましては、近年、輸入野菜が増加していることを踏まえまして、左上の

図にありますように、低コスト化、あるいは契約栽培の推進、高付加価値化などを

モデルといたしながら、平成 14年度から、生産、流通、消費にわたる野菜の構造

改革対策を実施しているところでございます。 

 現在、野菜政策に関する研究会を開催しておりまして、このページの右下にあり

ますように、担い手の経営安定に資するような構造改革の加速化に向けた生産、流

通、消費対策の構築であるとか、野菜の価格安定制度の所要の見直し等について検

討しておるところでございます。 

 15ページは「果樹の見直し方向について」でございます。左の図にありますよう

に、平成 13年度から、生産量・品質の変動を抑制し、価格を安定させる需給調整・

経営安定対策を実施しているところでございます。これによりまして、生産量の変

動等については一定の成果があるわけでありますが、例えば出荷時期が集中するな

どの問題点もまだまだ残っておるという状況でございます。 

 そこで、食料・農業・農村政策審議会の果樹部会におきまして、今後の果樹農業

振興基本方針の見直しについて審議いたしますとともに、担い手を中心とした生産

構造の構築、あるいは担い手となる農業者の経営を安定させるために、どのような

対策を講じるべきかなどにつきまして検討しているところでございます。 

 最後になりますが、「畜産の見直し方向について」でございます。畜産につきま

しては、安全・安心な国産畜産物に対する関心の高まりを受けまして、国産畜産物

の生産拡大と安定供給が喫緊の課題となっておるわけでございます。食料・農業・

農村政策審議会の畜産企画部会におきまして、現在、酪農及び肉用牛生産の近代化

を図るための基本方針の見直しについて審議がなされておりますし、また、安全・

安心な国産農作物の安定供給を図る、あるいはその担い手となる農業者の経営を安



定させるための方策等につきまして検討することにしておる次第でございます。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明も踏まえながら、意見交換を行いたいと思います。 

 なお、かなりこの部会の開催の頻度が高くなっておりまして、委員の皆さん、お

忙しいこともございまして、最後の時間までここの場にいることのできないケース

もあろうかと思います。今日も１～２あらかじめお申し出頂いておりますけれども、

お申し入れを頂いておれば、私の方も発言をお願いする場合に多尐配慮することが

できますので、今後ともそういう形で、途中で退席される方につきましてはあらか

じめお申し出頂ければありがたいと思っております。 

 それでは、どなたからでも結構でございますので、ご意見、あるいはご質問を頂

戴できればと思います。立花委員。 

○立花専門委員  私、中座させて頂くものですから、今のご説明を聞きながら、

ご質問申し上げます。13ページのところで、個別分野ということで、米とか大規模

畑作以外の野菜、果樹、畜産等部門専業的な経営が多い品目については、基本的に

既存の品目別制度の見直しによって対応するということの意味ですが、この分野は

それほど関税が高くない分野とそうでない分野が混在しているわけでしょうけれ

ども、基本的にはこのところも国際的な対応、冒頭ご紹介あったＷＴＯの規律に服

していくということで、関税ではなくて国内措置として守れるような対策を講じて

いくという意味が、この「見直し等により対応する」ということの意味なのかどう

かという点が１つ。 

 それからもう一つわからないのは、今のご説明の中で、緑の政策としては、支払

時の生産形態または量に関連しないということで品目横断という話が出てきたと

思うのですが、野菜とか果樹とか畜産、こういった部門ごとにやる場合、それはＷ

ＴＯ上、生産形態に関係しないという、冒頭のＷＴＯの規律との絡みで整合性がも

てるのかどうなのか、この辺がちょっとわからないので教えて頂きたいのですが。 



○生源寺部会長  それでは、まずこの２つの点につきましてお願いいたしたいと

思います。生産局長、お願いいたします。 

○白須生産局長  ただいまの立花委員のご質問の関係でございます。１つ、今の

野菜、果樹、畜産について、基本的に本来国際的な対応をする必要もあるにもかか

わらず、それは品目横断の見直しではないということについての基本的なお尋ねだ

と理解をいたしております。 

 これにつきましては、要は、私ども考えておりますのが麦、大豆、てん菜、ばれ

いしょといったいわゆる土地利用型農業でございます。これはやはり基本的に土地

条件によりまして大きな生産性の格差があると。コストに非常に諸外国との間で差

がありまして、その生産条件の格差をまず基本的に補っていくという必要があるわ

けでございまして、現在、この４品目については、現に政策支援の、そういった生

産コストの差を補っていくということで、そういった意味での支援対象にもなって

いるわけでございます。 

 ですから、私どもとしては、まず格差是正のための支援というものが現在行われ

ているものについて考えていくというのが基本でございまして、他方、お話のござ

いました野菜でありますとか果樹とか、畜産とか、そういったものについては、土

地ももちろん使うわけでございますが、基本的な場合、施設利用、あるいは労働集

約型ということ、さらには生鮮物と、先ほどのものがどちらかというと加工農産物

だという違いもございまして、生鮮のところによって、要すれば国民の選好といっ

たようなことが、まさに委員からもご指摘あったように、関税率も低いわけでござ

いますが、他方、非常に生鮮だというところに着目して、国民がむしろそういった

ものは国産品をより選好するといった意味において、一種の国境措置的な役割も果

たしているのではないかということもございまして、従いまして、そういったもの

については現在のこの制度を見直すということによって対応するのであって、この

品目横断的な政策で対応することは考えていないというのがもう一点でございま

す。 

 それからもう一点、緑の政策として行うということについての品目別ＡＭＳの観



点についてお話があったかと思いますが、これについては、今実は、先ほどちょっ

と申し上げた４品目につきましては、それぞれ品目別にやりますと相当程度超えて

おると、品目別にやりますと現在の基準を超えておるという実態にあるわけでござ

います。そういったことと比べまして、先ほどの野菜なり果樹なり、そういったも

のにつきましては支援の水準が現在のところ非常に低うございますので、これにつ

きましては、もう一つ、算出額の５％までなら対応は可能という、デミニミスとい

うのがあるわけでございますが、それでそれぞれ一応対応が可能であるということ

もございまして、これについては、前段でお話しした横断的な話とは別に、個別に

対応しても国際的な面では可能であるという判断があるわけでございます。 

○生源寺部会長  それでは、まだ補足的にあるかと思いますが、では企画評価課

長。 

○皆川企画評価課長  立花委員の、まず国際的な規律に対して品目、部門専業的

なものも、そういった視野も入れて検討するのかということは、当然そうでござい

ます。そういう意味で、国際的な規律の中でどういうふうにうまくできるかという

ことは当然に視野に入っております。ただ、今、生産局長からありましたように、

それぞれ品目ごとに、今認められている水準というのは違っておりますので、野菜

ということになりますと、算出額に比べて支援額というのは余り大きくなくて済む

という意味では、比較的そういった観点というのを重視するよりはほかの観点、担

い手をどうつくるかといったような観点の方を重視した見直しになるのではない

かと。 

 ただ、当然、酪農ということになりますと、ご案内のように、支持水準といいま

すか、国境を意識しながらの措置というのはかなり強くなっていますので、そうい

った意味で、国際規律がどうなるかということを十分に意識した上で見直していく

ということも当然視野には入っているということでございます。 

 ただ、それからもう一つ誤解ないように申し上げておきますと、ＷＴＯ上の黄色

と緑ということに関しては、部門専業的であろうが、部門横断的であろうが、いわ

ゆる過去基準に依拠した支払いということに純化すれば緑ということはあり得る



わけで、ただ、部門を横断できるものは今回横断しようということでありますが、

緑にする手法というのはそれぞれにまた別途観点としてはあるということでござ

います。 

○生源寺部会長  立花委員、よろしゅうございますか。 

○立花専門委員  はい。 

○生源寺部会長  それでは、豊田委員。 

○豊田委員  品目の面についてちょっと議論が行われておりますので、ちょっと

補足させて頂きたいと思いますが、果樹の場合は、既に関税化、すべてしておりま

す。生食も加工品も既に関税化しておりまして、高関税であるというような対象品

目には全くなっていないと。私の理解では、かなりグローバル化した市場であると

理解しております。 

 そもそも黄色、青、緑の政策の区分は、国内支持によって農業生産を過剰化し、

もって貿易を歪曲するということが基準のポイントになっていると私は理解して

おりますので、この果樹については決してそういうような状況ではもうなくなって

いる。つまり、ミカンがかなり過剰化しておりましたけれども、この 30年間の中

で需給を調整できるような水準――もっとこれは努力が必要でございますけれど

も――に調整してきたというベースの中で、今ご指摘のようなグローバル化した市

場でどう果樹を振興していくかということだと思います。 

 これは、ご承知のように、果樹農業振興措置法という特別立法がございまして、

これに基づく果樹農業基本方針の見直しというものが、この企画部会の審議と並行

して果樹部会で審議しております。既に、今ご指摘のような需給の問題についての

小委員会、それからコストですとか、国際的にみてどうなのか、あるいは環境の問

題等を考える産地生産小委員会というのを発足させております。 

 例えば４月 13日の需給小委員会では、果物の消費、流通、加工、あるいはその

消費拡大、こういったことについてかなり深い検証を行うということが確認されて



おりまして、国際化の進展、経済不況、若者層の果実離れ、温州ミカンの消費減退

など、日本の国産果物が極めて危機に置かれているという中で、その要因を掘り下

げていこうと。 

 特に、改めて果物のおいしさというものを中心とする高品質の果実生産、これは

グローバル市場の中で極めて重要であると。あるいは品質と価格のバランスの確保、

あるいは食料の購入先の変化への対応、安全性などの商品情報提供システムの開発

といったこと、あるいは果物を毎日の食生活へ定着させるために、幼児期からの食

育や食生活の習慣の改善などの課題ということが具体的に提起されておりまして、

この５月、６月には 1,000人規模で果実消費者のアンケート調査を、今、果樹部会

では計画しております。 

 さらに、今の点で、生産と関与するという点では産地生産小委員会が発足してお

りまして、果樹生産と経営の実態、需給調整経営安定対策ということについて検証

を開始しております。品目横断的政策に入らない理由というのは、果樹はそれなり

の立地条件を持っているということでございます。つまり、前回のお話では、例え

ば北海道の畑作ではビートですとかでん粉ですとか小麦が輪作されているわけで

すね。ところが、果物については、果物に適する気象、土壌条件がございまして、

特定地域に立地している。担い手を中心に多くの果樹農家を含む裾野の広い果樹産

地を形成している。これは世界各国に共通する特徴かと思います。 

 それから日本で固有に非常に傾斜地に位置しておりまして、機械化が困難であり

まして、なおかつ果物の高品質を確保するということで、ファミリーオペレーター

の確保が非常に重要であると。あるいは園芸作物であるため、果樹園と一体化した

農業固定資本としての果樹の育成が大事だということで、固有の農地流動化の政策

が必要となっております。 

 そういう意味で、やはりこういう特性を踏まえますと、果樹園の傾斜修正や園内

道路など、基盤整備の強化とか、優良品種や低樹高の果樹への転換ですとか、優良

果樹家への担い手の集積ですとか、季節的な雇用の確保ですとか、コストの低下と

高品質確保という固有の政策がやはりございます。これは世界どこの国でも、米国

でもＥＵでも同じように、果樹は独自の政策を展開しております。 



 そういう意味で、小委員会では、この産地基盤、基盤整備、流動化、労働力確保

といった点についてかなり立ち入った検討を既に始めております。最終的に消費者

ニーズに応える産地戦略を明確化するような産地構造改革計画を策定しまして、私

は、これとリンクした担い手への経営支援政策、安定経営対策の検証というのがむ

しろ求められているのであって、こういう特性の尊重ということが個別分野におけ

る経営政策が一層促進される上で重要ではないかと考えております。 

 ちょっと長くなりましたけれども、関連しまして報告させて頂きます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 事務局のご説明と、今の豊田委員からのご説明で、野菜、畜産の中の酪農、それ

から果樹についてある程度カバーして頂いたかと思います。それでは、企画評価課

長。 

○皆川企画評価課長  品目横断的政策という言い方をしておったものですから、

なかなかご理解頂けない部分があるわけですが、私どもの基本計画の検討項目とし

ては、こういう言い方をしております。担い手の農業経営に対する支援の体系的整

備を図りたいと。いろんな国際規律、これから強化されるであろうものに対して、

今後も安定的に担い手を、経営をどうやって支援していくかということを体系的に

整備したいという形での項目になっておりまして、その一つが品目横断的政策の転

換が畑作、水田作ということであって、それ以外の果樹、野菜、畜産における収入

変動、所得変動対策のあり方というのも、いわゆる担い手の支援の体系的整備の中

の一つの項目ということで、今日ご説明しているのは、前半が品目横断的政策とし

ての畑作、水田作の部分で、後半の方は部門専業的に行われている経営に対する支

援のあり方ということで、品目横断、品目横断ということだけ言っておりましたが、

品目横断できるものは畑作、水田作であって、それ以外については、今現実に部門

ごとにやっているものについて、やはりこれからの経営に対する担い手の支援の重

点化という観点、それから国際的規律の強化という観点に対してどういうふうに対

応するか、そういった要素をみながらこれから検討していくというような整理にな

ってございます。 



 ちょっとお手元に資料があるので後でご覧頂きたいのですが、１月 30日の資料

６の９ページに、こういった各作目ごとにずうっと横に並べまして、作目ごとの作

付の状況ですとか、あとは現行制度、それが国境措置、国内措置がどうなっている

かというのをずうっと横に並べた表をつくっております。これをご覧頂きますと、

まさに左から２つある水田作、畑作、これが品目横断政策であって、それ以外の部

分で、酪農、肉用牛とか野菜、果樹といったものについて、部門ごとの経営に対す

る支援策をどうするかというようなことでの問題意識ということで、この表をちょ

っとご覧頂くと尐しおわかり頂きやすいかと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。立花委員、よろしゅうございますか。 

○立花専門委員  はい。 

○生源寺部会長  それでは、村田委員。 

○村田専門委員  今の立花さんの質問と同じことを別の角度から質問するので

すけれども、資料の９ページですね。緑の政策の考え方の中で、アメリカ型だとか

ＥＵ型とは違う直接支払制度が必要なのだと書かれてます。耕作放棄地だとか捨て

作りなどのモラルハザードを起こさせないとか、農地の流動化を推進するような直

接支払いが必要だというのが理由です。私もそう思うのですけれども、となると、

今ＥＵだとかアメリカがやっているような単一直接支払いではなくて、彼らが一つ

前の段階でやっていた品目ごとの直接支払いというものを日本の場合はイメージ

するのかどうかということを聞きたい。 

 その場合、先ほどの立花委員と同じなのですけれども、緑の政策として認定され

るのかどうか。品目別の直接支払いを積み重ねたそういう制度というのが国際的な

批判にさらされないのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○生源寺部会長  関連でご質問等はございますでしょうか。西山委員。 



○西山臨時委員  関連で申し上げますと、今回の品目横断の取り組みの中で、４

ページの緑の政策の下の四角に書かれている４つのポイント、「生産者に対する直

接支払の適格性」の中に、非常に私としては気になる、つまり、４つの目の・に「生

産行為を要件としない」という、この言葉の意味は、例えば輪作体系をとるという

生産行為について、これは適格性がないというふうに読み取れるわけです。実はこ

の資料の９ページの「留意事項」のことを説明されたのですけれども、その９ペー

ジの左側、ＥＵの 2005年から導入する支払額の計算式の中に適格農地面積と出て

くるのですけれども、いわゆる適格要件の話とここに絡んでくると思います。適格

農地面積の中に環境・土壌保全等の要件を満たすという意味は、例えば畑作では基

本的に輪作をすることによって農作物の持続的生産が可能になるということとつ

ながるわけです。ここはお教え頂きたいのですけれども、ＥＵの適格農地面積とい

うものの中にきちっと輪作体系ということが整理されているのだろうと私は思う

のですけれども、そこも併せてお願いしたいと思います。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。ここでちょっと切りたいと思

います。それでは、生産局長。 

○白須生産局長  ただいまの村田先生からのご指摘でございますが、いずれにし

ましても、この制度設計にまさにかかってくる話だろうと考えております。もちろ

ん、私どもも今回の経営横断対策をやる以上はやはり緑の政策への転換ということ

が最大の眼目でございまして、従いまして、原則的には、こういったアメリカなり

ＥＵにおけるような直接支払いをもちろん目標に置いているわけでございます。 

 ただ、るる申し上げておりますような耕作放棄地の問題とかモラルハザードとい

うのは、やはり制度的な一つの穴があくということを恐れているわけでございまし

て、従って、やはり緑の政策の範囲内におきまして、例えば基準期間を一定期間ご

とに更新するということでありますとか、あるいは、ただいまも問題になっており

ます輪作の実施の問題、あるいは、そういった生産過剰となるような品目について

の例えば上限を設けるとかいうことが考えられるわけでございます。 

 ただ、それが品目ごとの生産制限的な、あるいは生産を義務づけるといったよう



なことにつながるので、それは果たして黄色にならないのかということでございま

して、実はそこのところ、率直に申し上げまして、まだ現段階において、これが絶

対緑であります、これが絶対黄色になりませんということはちょっとまだ確証はご

ざいません。 

 ただ、あくまで求めますところはやはり、緑にするために、基本的にはそういう

ふうな過去の作付面積を基準にするということでございまして、そういう中で、た

だいまのような条件づけをどこまで緑の政策の範囲内で仕組むことができるのか

ということだろうと考えているわけでございます。 

 それから、先ほどの西山委員の点につきましては審議官の方からお答えさせて頂

きます。 

○染生産局審議官  先ほどの生産行為を要件としないということと適格面積要

件との絡みの環境・土壌保全等のことでございますが、ＥＵでは、直接支払いにお

ける要件といたしまして、これはかなり細かいのですが、公衆衛生であるとか、動

植物用衛生、あるいは環境及び動物愛護に関する 18のＥＵの規則・指令に関する

遵守事項、これを定めております。それとさらに、覆土等による土壌侵食の防止で

あるとか、輪作による土壌有機物の維持、あるいは適切な機械利用による土壌構造

の維持などを規定しておるわけであります。 

 これはなぜかと言いますと、例えば、先ほど、作付の自由ですよと、あるいは休

耕も可能ですということで生産行為を要件としないということになっているわけ

でありますが、やはり農耕地については、すべての農地、特に生産が目的で使用さ

れてない土地が良好な状態で維持されること、これを義務づけておくということに

なっておりますので、今申し上げたようないわゆる環境・土壌に関する要件をつけ

ながら、そのような農地について適格面積として、それに対する支払いを行うとい

うことにしておるわけでございます。 

○生源寺部会長  ２つ、もう尐し補足的にお願いいたしたいのですけれども、ま

ず村田委員のご質問は恐らく、ＥＵのこの５年からのシステムではなく、その前の

品目ごとに過去の面積、あるいは基準単収をベースに支払われていた手法が緑とい



うことになるかどうかということのご質問だったと思います。その点を１つ。 

 それからもう一点、今の西山委員の問題につきましては、今るるご説明ございま

して、その点はよくわかったわけでございますが、そのことと生産を行うことを要

件とするということの関係について、もし今の段階でわかればお願いしたいと思い

ます。 

○皆川企画評価課長  では１点目の、いわゆる品目ごとといいますか、部門ごと

にやっていた 2003年のＣＡＰ改革以前のＥＵの政策というものが緑だったかどう

かということでございますが、これはどうしてもやはり、この 11 ページのところ

にも書いてございますけれども、作物ごとの毎年の作付面積を基にということにな

りますと、これは生産とのリンクが切れていないということで、いわゆる青の政策

ということで通報されていたという実績がございます。そういう意味では緑にはな

り切らなかったということでございます。 

 それから、冒頭、私、品目ごとといいますか、部門ごとということと、それから

緑と黄色というのがリンクしてないというお話を申し上げましたが、部門ごとです

と、なかなか緑になるのは難しいということは一般的には言えようかと思います。

やり方次第で不可能ではないという意味で申し上げたわけでございます。 

○生源寺部会長  では、生産局の審議官からお願いいたします。 

○染生産局審議官  いわゆる生産を要件としないということと今の適格面積、あ

るいは土壌・環境の問題ですが、これは端的に言ってしまえば、いわゆる生産を要

件にしないけれども、一方で土壌・環境に関する要件をきちっとかけると。その上

で農地の管理なり生産の管理をやって頂くと。生産におけるクロス・コンプライア

ンスというような手法を取り入れておるということが実態でございまして、それが

この土壌・環境との問題と絡んでくるということだと理解しておりますが。 

○生源寺部会長  では総括審議官から補足して頂きますが、生産をするのであれ

ばこういう要件のもとでということのようでございますが。 



○村上総括審議官（国際）  そもそも緑にするということは、生産を刺激すると

か、あるいはそれを通じて貿易を歪曲しないということでございますので、支払い

したことによってある特定品目が余計に生産されるとかそういうことであっては

いけないので、生産と結びつかない、ですから、生産をするしないにかかわらず支

払いをするということです。ＥＵの新しい緑のものにつきましては、ただ、やはり

環境保全とか衛生とか、そういうものについての要件を決めているということ。そ

れをやることによって生産に結びつくか結びつかないかは別としまして、生産をす

るしないにかかわらず、そういうことは要件として必要であるということ。 

 それから先ほどの品目別にやった場合に緑になるのかという話で、先ほど青だと

いうことでございますが、今の青の要件にはもう一つ、生産計画、生産制限をやっ

ていくということが必要ということです。従来やってきております稲経につきまし

ては、生産制限下における個別品目に対する直接支払いということでこれは青にな

って、削減対象外ということになっておりますが、この青については、今ドーハラ

ウンドの中では、これも削減しよう、あるいはこれを廃止しようという意見が非常

に強くなってきている実情にあるということでございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 今の一連の議論に関連するご質問等があればここでお受けしておいた方がいい

かと思いますけれども。それでは、坂本委員。 

○坂本専門委員  我が国は多様な農業環境ですから、品目ということからどうし

ても逃げ出すことのできない状況にあることはよくわかるのです。基本的には今回

の説明に私は賛成なのですが、もう尐し農業経営者の自己責任における経営の自由

度というような視点や市場のメッセージを的確に農業経営に反映させて構造改革

をしていくという視点など、経営者の裁量でこれからの経営安定を考えるとするな

らば、もう尐し、作物単位のというより、経営を単位とした経営安定対策が出てき

ていいのではないか。また、もう尐し市場のシグナルが的確に消費者にわかりやす

く、我々経営者にもわかりやすく伝わるような仕組みというものを検討して頂けな

いのかなということです。 



 また、保険・共済制度もＷＴＯ等の交渉では微妙な問題があるような感を持つの

ですが、もしこれが転換を求められるような議論になるとするならば、保険共済制

度についても経営を対象とした制度を確立すべきではないのかという気もしてお

るわけです。 

 従って、私が申し上げたいのは、この経営安定対策において、現在特定農業法人

という制度があるわけですから、この制度の見直しを図って、経営安定積立準備金

的な仕組みがつくれないのかということを希望しておるわけですが。 

 以上ですが、お答えできるところはして頂くと大変助かるのですが。 

○生源寺部会長  そのほかございますでしょうか。永石委員。 

○永石臨時委員  今、総括審議官の方からお米の問題が出てまいりましたけれど

も、米そのものは今年度から新たな政策として、一応 20年度からは生産者及び生

産者団体の主体的判断に任せながら生産調整をやっていくという方向にまとめら

れているのが米政策の方向だと理解しているのですけれども、その中で、今のお話

でいきますと、いわゆる青の政策としてこれも排除する方向にあるという議論がな

されている話だったのですけれども、そうなるとすれば、この麦、大豆の品目横断、

それから米政策の将来の方向といいますか、20年以降の方向の中でどう整合性を持

たせるのかということが１つ出てくるのではないかと考えております。その辺の考

え方をひとつ整理してお話しして頂きたいなというのが１つであります。 

 特に先ほど出てきまして、私も心配しているのは、共済がどうなるかということ

がちょっと気にはしていたのですが、坂本委員言われましたので、かつて米政策で

やったときには、カナダの方式で収入保険的な議論がなされたと私記憶あったので

すけれども、そういう考えが根底にはもう一つ選択肢として可能かどうか、その辺

も含めてちょっと教えて頂きたいなと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ここで事務局の方にお答え頂きたいと思いますが、お二方に共通する

問題として、作物保険、あるいは日本流にいいますと農作物共済の問題がございま



す。それから坂本委員からは、特定農業法人の経営基盤の強化といいますか、この

方策の問題、それから極めて大きな問題として、米政策の改革があるタイムスケジ

ュールで進みつつあるわけでございますけれども、これとの関連をどう整理するか

ということでございます。順番はやりやすい形でお答え頂ければ結構でございます

が。それでは、経営局長。 

○川村経営局長  まず共済と保険の関係ですが、国際規律の関係では、基本的に

は緑になっているのですけれども、ただ、補てん割合のところの規定が７割という

ことになってますので、これはちょっと厳しいので、改定できないものかというの

で、今交渉途中ということでございます。 

 あと、いろんな、経営を育てる意味での準備金的な制度ですか、これも検討課題

ではあるのですけれども、やはり経営体ということになりますと、多分一般企業と

のバランスということも十分念頭に置かないと、農業だけの特殊性でどこまで説得

できるかという問題がありますので、これは引き続き検討させて頂きたいと思いま

す。 

○生源寺部会長  それでは、米政策関連につきましては総合食料局長からお願い

します。 

○須賀田総合食料局長  坂本委員、米政策、必ずしもというわけではなくて、経

営の自由度をもっと経営者の自己責任という観点から認める前提での仕組みとい

うのがないのかということでございます。これは、アメリカとかＥＵと日本との大

きな違いというのは、過剰になった場合にどういうふうに処理するかという仕組み

があるかないか。アメリカとかＥＵは最終的には、こう言っては何ですが、輸出補

助金という形で国際市場に放出ができるということでございます。これに対して我

が方、今回の米政策改革では、豊作になった場合に集荷円滑化ということで、主食

用ではなくて、例えばえさ用だとかに処理するという、そういう需給調整の仕組み

というものを導入しようとしております。 

 この単価が十分であるかどうかということでもめましたけれども、そういうよう



な仕組みをシステマティックに入れることができるのであれば、ある程度の経営の

自由度といったものを前提にした議論ができるのではないか。最終的には、経営者

個人個人の判断で生産をしていくというのが理想でございます。それまでに至る、

零細な生産構造の間、やはり何らかの形で生産調整というものを誘導していく仕組

みが必要であろうということで、今の米政策改革というのは始まっております。そ

の理想といいますか、その目的が、１つはやはり誰のための何のための生産調整か

ということで、20 年度には生産者、生産者団体に主体的に取り組んでほしいという

ことが１つ。２つ目に、できる限り担い手や集落営農を含みまして、担い手を育成

するという構造改革を進めるということ。３つ目は、売れる農産物づくりというこ

とで、ちゃんと実需者のニーズに合った品質のいい農産物をつくって頂くと。 

 こういう前提で仕組んでおりまして、ＷＴＯとの関係におきましては、現在の規

律との関係では、米の生産調整をしておりますので、尐なくとも青の政策というこ

とになるわけでございます。これを、この対策の進行度合いをみながら、何とかＷ

ＴＯの規律との関係でもセーフになるようなものにするために、まさに水田営農に

ついては米だけではなくて、米に転作作物を組み合わせた品目横断の対策というの

をどうしたらいいのかということを議論して頂いておるということでございます。 

 ただ、先ほど村田委員のご質問にもございました、我が国の場合は、アメリカだ

とかＥＵと異なりまして、農政の中で、食料政策ということで自給率を向上させる

のだと、そのために戦略作物を選んでいるのだという問題が１つあります。小麦と

か大豆とか、生産振興を図るのだという問題が１つございます。これは食料政策で

ございます。そのほかにも、いわゆる多面的機能、営農を維持することによって、

農地の有するいろんな経済外効果というものが発揮をされて、これは政策の種類で

いきますと農村地域政策ということになるわけでございますが、こういう観点はど

うしても品目ごとに考えていかないといけない問題だろうと思います。 

 例えば多面的機能を維持するための政策ということになれば、国際規律との関係

で環境政策というふうなことで読めないか、いろんな観点で工夫ができるのではな

いかと思っております。その上で担い手の育成という、いわゆる産業政策、農業政

策があるわけでございまして、この部分については、やはり水田営農と大規模畑作



については品目横断という格好で考えていくのだろうと。大きくはこんな方向での

検討が必要になるのではないかと考えております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。そのほか事務局からございますでし

ょうか。――よろしいでしょうか。 

 永石委員、よろしいですか、今の段階で。もう尐し具体的なご質問であったよう

な気もいたしますけれども。 

○永石臨時委員  私は、年度を含めて、例えば 20年、尐し具体的にと、そうい

う意味です。 

○生源寺部会長  要するに、お米については改革が今年度からスタートしている

わけですね。それで、お米そのものについての現在の制度についてはこの資料の中

にもあるわけですね。それから、尐なくともあと２つ考慮する必要がある要素がご

ざいまして、１つは、産地づくり対策というような形での支援がなされているとい

うことでございます。それから麦、大豆につきましては、麦固有の経営安定対策、

大豆の交付金というような、畑作物とリンクしたという言い方のできる施策がある

わけでございます。それぞれ年度が進行していく中で、今局長からお話がございま

したように、20年度、早ければ 19年度ですか、主役の交代もあるという、こうい

うカレンダーがございますので、それと、今この部会で考えている制度設計の中身、

あるいは手順についてどう考えたらいいのかと、こういうご質問だったと思います。

この点でもう尐し何かあれば。それでは、企画評価課長。 

○皆川企画評価課長  いつからやるかという端的なご質問だと思いますが、我々、

今までの言い方としては、２月 12日のときにお示しした資料、私、ちょっと読ま

せて頂きますと、「政策の導入時期については、米政策改革大綱が平成 16年度か

ら開始され、18年度に状況を検証することとなっていることとの調整が必要ではな

いか」と、こういうふうに言っております。ですから、18年度までには検証しなけ

ればいかんですから、18年度までは政策転換が一挙にそれまでにあるということで



はないのかなということかと思います。ただ、これからの議論ということでありま

すが。 

○生源寺部会長  今の点につきましてはむしろ委員の方からもいろいろご意見

を頂きたいと思っております。今の点に関連するご発言、何かございますでしょう

か。あるいは、山田委員のご発言の中に関連する部分が含まれておれば、今ご発言

頂いた方がいいかと思いますけれども。 

○山田臨時委員  どこと関連しているかと考えると複雑になるのですけれども、

４点ほどお願いしたい。第１点は、国際規律の議論を今してもらっているわけであ

りますけれども、国際規律にがんじ絡めに従うという話ではないのだと思っており

ます。わざわざそんなことは言わなくてもいいのかもしれませんけれども、米国な

んかをみましても、厳密に規律に従っているかといったら、いろんな幅や解釈があ

るわけでございますし、また、我が国も、今、総合食料局長からありましたように、

非貿易的関心事項のルール化について主張しておるわけでありますから、そんな中

で、この規律のありようについて、ないしは解釈の手法についても多様な手立てが

多分あるのだと思います。 

 ですから、そういう立場で、大事なことは、今の日本の水田農業であったり、畑

作であったり、そのほか、地域作物であったり、これをどんなふうにきちっと伸ば

していくのかという観点で、逆にこちらから提案したって構わないわけですから、

そういう議論を進めていくということが必要だと思います。 

 それとの関連で、第２点は、９ページに緑の政策についてかなり考え方が記され

ているわけでありまして、「留意事項」が右下に整理されている。そこで、１つは

担い手の生産努力を促すということ、２つには、農地の流動化への配慮で、面積だ

けでないことがあるとおっしゃっているわけであります。間違いなくそこで、品質

や量、さらには規模拡大への対応について検討するということだと思うのですね。

ところでこれも規律に全部従っているかというふうに言い出すと、どうもいろいろ

あるのだと思うのですね。だから、面積の計数だけでない、こういう留意事項とい

いますか、幅が必要だということを書いてあるのだと思いますが、そうなのだろう



というふうに確認したいと思います。 

 関連して第３点ですが、ここに書いてないのですけれども、留意事項に必要だと

思うのは、畑作物は原料作物でありますから、加工工場や実需者との連携や、それ

から需給調整対策と密接に関連するのですよね。それを抜きにしては北海道の畑作

物も推進していけないわけでありますから、そうすると、この点についても留意事

項にやはり盛り込まれないといかんのではないかと思います。 

 第４点は、要は議論の仕方なのですけれども、これはこれで規律の議論は大事で

すから一回やらせてもらっていいと思いますけれども、大事なのは、こういう仕組

みによってどういう所得が実現できるかということだと思います。例えば現行の基

本計画のもとで農業経営の展望が出されているわけですから、それをモデル経営に

しまして、そして、これも経営展望に盛り込まれている所得目標を実現するものに

本当になるのかどうか。そういう規模水準や作物ごとの対策をこの規律に従って、

この考え方に従って仕組めるのかどうかというのが大変大事で、具体的なイメージ

をつくって議論させて頂くということが必要だと思っております。 

○生源寺部会長   それでは、幾つか質問、あるいは確認をお願いしたいという

ことでございますけれども…… 

○中村委員  すみません。水田の問題に関わるのですけれども。 

○生源寺部会長  ちょっとお待ちください。国際規律にマッチさせるという観点

から、それだけでは良くないのではないかと、こういう話プラス、留意事項につい

ての確認のようなお話と、もう一つ、これは前回の、こういう形での議論の場で、

西山委員からご発言のあった加工政策について、実は宿題として残っていた部分で、

今日もし宿題の提出があればお願いしたいと思います。今そこだけ確認いたしまし

て、中村委員、水田の関係でご発言頂ければと思います。併せてご回答頂ければと

思います。 



○中村委員  幾つかあります。今座長言われたように、カレンダーの関係もある

かと思いますが、いわゆる担い手対策の２つの部分はわかるが、産地づくりの推進

交付金がどうなるのだという話が、これはスケジュールを含めまして、今の段階と

18年以降の話がごっちゃになってまして、どうもビジョンづくりでもいろいろな議

論になっているという混乱がありますので、そこをひとつ明確にしてもらいたいの

と、同時に、麦、大豆については若干理解できるが、ほかの転作作物がどうなるの

だろうかということも絡んで議論になっているというところがありますので、関連

しておりますので、その辺を尐し整理して頂ければと思います。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは順に、企画評価課長、お願いいたします。 

○皆川企画評価課長  まず山田委員からの、国際規律にがんじ絡めに従う必要は

ないというのは、当然、国際規律自体が相対的なものですから、我々も参画して国

際規律というのはこれからつくっていく議論ですから、できたものに従うというこ

とではなくて、我々がやるべき政策というものも当然にそれは主張して打っていく

という必要はあると思います。 

 ただ一方で、先進国の国内規律に関しては、ＷＴＯの中では総じてかなり厳しい

議論になっていることも、それはクールに受けとめた上で、転換を図っていくとい

うこと自体は必要性があるのだろうと思っています。 

 それから米国の話がございましたが、米国も確かに 2002年農業法で変動型の、

言ってみますと、また不足払いに戻したような施策をやってまして、これを多分意

識しておっしゃっているのだと思いますが、これ自体も、言ってみますとアメリカ

自体は言い逃れをしておりまして、ＡＭＳの上限につっかかりそうになったら支払

額をカットするのだということを申しておりまして、そういう意味で、アメリカも

国内施策はそれなりにやっておりますが、それも国際規律の内側でやっているとい

うことも併せて言いながらやっているという面もございます。そこはご理解を頂け

ればと思います。 

 それから当然、私どもが今回提示しております施策転換というのは、国際規律に



合わせんがためというだけではなくて、それに応じて、例えば担い手への集中化を

どうやって図るか、構造改革をどうするか、また、当然、それがひいては食料自給

率の向上ということにどうつながるかということ、さらには経営としての自由度を

どう上げていくかという観点といった政策的な意味合いとして、別に国際規律の強

化ということだけを意識しているわけではないということはひとつご理解頂けれ

ばと思います。 

 それから、今の中村委員のお話にもありました、いわゆる産地づくり交付金の年

限がどこまで大丈夫なのかとかいう観点も、大分、今の水田営農の関係で、ビジョ

ンづくりだとかなんかで議論されていると現場で心配があるということだと思い

ますが、これはせんだってのこの部会でも、安高委員から、今まさに水田農業ビジ

ョン、さらにはその推進というものが図られる過程ですから、そういう意味で、今

回の施策転換という議論が、今やっている 16年度からまさに始まった米政策改革

というものを阻害するようなものであってはならないというお話もございました。

そういった懸念の声もあったわけでございまして、私どもも、先ほど申し上げまし

たように、当然に、今政策上提示しているものについて、ある程度安定的にその趣

旨をちゃんと徹底させて、しっかりと施策上打っていって、その検証というものの

年限も頭に入れながら、施策転換の時期というものを定めていくということかと思

っています。 

○生源寺部会長  生産局長、お願いいたします。 

○白須生産局長  西山委員からもございまして、要するに加工との関係といいま

すか、工場との関係等々ということでございます。もうご案内のとおりで、てん菜

なり、特にでん原用のばれいしょということになりますと、当然のことながら地元

工場との密接な関係がありまして、いわゆる原料用作物でございます。従って、当

然、ここの留意事項、もちろんここには書いておりませんのですが、そういった意

味での関連産業、国産糖もございますし、あるいはまた一方、精製糖の方も負担と

いう面での調整金をお願いしておるわけでございますので、そういった意味での関

連産業生産性の向上というのも当然一つの大きな論点になってくるわけでござい



ます。 

 それからもう一点、現在のこの品目別対策におきましては、生産者に対する支援

というのを原料作物の買い上げというものを通じまして行っておりますので、生産

者に対する直接支払いというものを導入するということになりますれば、これは財

源負担の問題とも絡んでくるので、どういった形で仕組むのかということと絡んで

まいりますので、ちょっとこの場でなかなかあれでございますが、いずれにしても、

この支払方式の変更ということも行わなければいかんということで、そういった意

味で、技術的にはなかなか難しい。価格調整で頂いているやつを経営支援というこ

とで生産者に支払っていくといったようなこともあるわけでございます。 

 そういったようなことも含めまして、まだなかなかこの場で明確にお答えするわ

けにまいらないわけでございますが、いずれにしても、支払方式の変更なり何なり

ということになってまいりますので、その点は、生産者団体、あるいは関連の産業、

皆様方のご意見も十分お伺いしながら今後さらに検討を進めていく必要があると

考えております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 かなり技術的に細かな話にも入っておりますので、なかなかご発言しにくい面も

これまではあったかと思いますけれども、いろいろそのほかの観点からもご発言頂

ければありがたいと思います。それでは永石委員。 

○永石臨時委員  これはお願いでありますけれども、尐し要望としてお話しした

いと思います。 

 １つは、先ほど申しました緑の政策の中で、品目横断的に国際的にやっていく、

これは十分理解できますし、その中で国内のいわゆる担い手に構造政策をどう進め

ていくか、これはやはり重点だろうと思っております。その中で特に流動化、これ

は川村局長おられますけれども、今十分経営基盤強化法の中でもやられているとい

うことでありますが、確かに、米政策の中で一番議論されたのは、みんな年とって

いると。後継ぎがいない、だからやはりやらなければならないというのが第一だと

私は理解していたのですけれども、そのためにはやはり構造政策なのだと。 



 従いまして、省全体として、流動化も含めて、今のままでいいのか、こういう方

向の中で構造政策を省としてどう進めるのか、もう一度ぜひ、これは生産局長も含

めてですけれども、横断的にぜひやって頂きたいなと思います。今、石原事務次官

おられますので、米政策のときに長官として力を発揮されましたので、ここはお願

いですよ。事務次官としてもう一度粉骨砕身でぜひお願いしたいなと、これはお願

いとしておきます。 

 なぜかと言いますと、流動化と口では言いますけれども、現場に行けばなかなか

簡単にいかないのですよね。現実的には。例えばうちの農業振興公社でかなり、全

国一という位の成果を上げているのですけれども、これはやはり専門家が基盤整備

地区に、集落に入り込んで、普及も一緒ですが、座談会をしつつ、マッピングシス

テムをしながら話し合いをしてやって、やっと生産者は理解してきていると。その

中でやはり流動化が起きてきているということですので、単なる流動化の、地域で

進めればいい、これは簡単にいかないのが私は現実だと理解しております。 

 そういう面での政策としての農水省、こっちの一方の、私、キーワードと思って

ますので、これをやはり強力に進める方向でぜひお願いしたいと考えていますので、

決して今のままでは、私、構造政策、今の、稲作の米政策を進めればすぐ、担い手

つくったから流動化が進むかと、これはなかなかそうはいかないだろうと考えてま

すし、特に、前議論した水利用、あるいは畦畔の草刈り、そういうのを踏まえてど

うするか。 

 特に、ちょっと長くなりますが、市町村の改善支援センターなり、それから農用

地利用改善団体の既存の組織もありますので、どう育成する、もう一つ立て直すの

かとか、そういうことを踏まえながらやはりぜひやって頂きたいと。これはあくま

で要望でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、山田委員。 

○山田臨時委員  今の発言とも関連しますので、意見を申し上げたいと思います。 

 ７ページの上から３つ目の○に、集落営農の位置づけにつきまして留意点という

ことで整理されているわけであります。今、永石さんからもお話ありましたが、先



般のヒアリングでも、我が国のような土地利用の形態の中で、農地の利用集積がい

かに大事か、そういう議論があったわけであります。そのことを具体化するために

も、それこそ集落営農をしっかり位置づけるということが大事なのにもかかわらず、

何とも残念ですけれども、ここの留意点だけになっているのですね。 

 この留意点になっているというところがやはり、今農林省のおっかなびっくりと

いいますか、よくわからないところです。僕は毎回それを言っているのですが、農

地利用調整の仕組みを本当にやるためには、団地的利用をするためには、集落営農

なのだ。その集落営農が法人に育ったり、場合によったら、この前のヒアリングに

もありましたけれども、株式会社形態にも発展しているという報告があったわけで

ありまして、この農地を集める大事さ加減からしても、集落営農の位置づけをもう

尐ししっかりやってもらいたいと思っております。 

 先ほど、総合食料局長が米政策の関連の中で、集落営農も含めて担い手をつくる

のだと、この２つでやるのだとおっしゃっていたわけでね。そうおっしゃっている

のなら、ここをやはりちゃんとしなければだめだと思っております。 

 その観点で言いますと、「プロ農業経営」という言葉がなくなりましたね。注意

深く見させてもらいましたが、ない。それはそれで大変イメージがはっきりすると

いうことでいいと思います。それに代わって「認定農業者」という形でまた出てき

ているわけでありまして、だめだと言っているわけではないのですよ。「認定」と

いう言葉について、どうしても反発の声も一部あるわけでありまして、要は、地域

の中から意欲のある担い手、意欲のある手挙げ、それから、先ほど出てます地域水

田農業ビジョン策定の中で、この人に任せようとか、この人を育てようとかいう取

り組みの中で、その担い手を、吸い上げていくというと言葉は悪いですが、育てて

いくという観点がやはり非常に大事だと思ってますので、そういう観点での整理を

お願いしたいと思います。 

 あと１点だけです。12ページに、これも枠に括った○の４つ目の・でありまして、

そこに「転作で導入されている畑作物の種類や担い手及び農地の利用形態は多種多

様であり、これに対応可能な制度とする必要」と書いてあります。なかなか大変な

整理だということでありまして、賛成なのですよ。ただ、「対応可能な制度」とい



うのはどんな制度なのだろうかというのがあるわけでありまして、水田における飼

料作物や野菜を含んで、水田は複合経営が多いわけですから、それらを含んでこの

制度を検討しますよというふうにされているのかなということであります。 

 先般のヒアリングでも、今後とも計画生産が必要なのだから、安定して、安心し

てつくれる作物が必要だという声が出ておったわけであります。水田における飼料

作物や米のえさ化や、ホールクロップサイレージなどの対策も踏まえて受けとめて

いっていいのかということをお聞きしたかったわけであります。 

 これを最後にします。沖縄と鹿児島のサトウキビや甘しょ、でん粉について、こ

こに出てきてないのですけれども、これは最初の議論のときに地域対策として扱う

ということであったわけですが、今回盛り込んでないのですが、どういう扱いにさ

れるのか、今度またちゃんと出てくるのかどうか、こんなふうに思ってます。 

 これで終わります。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで幾つかご質問等もございましたので、事務局の方からお答え頂

ければと思います。集落営農については、これはご意見ということでよろしゅうご

ざいますか。どうぞ、何かあればぜひお願いします。 

○川村経営局長  流動化の話とか担い手の話で、どちらかというと次回のテーマ

でもあるのであれですが、せっかく出ましたのでちょっと簡単にというか、この問

題は本当に時間をかけても、私もちょっと一口で説明できないようなテーマではあ

るのですが、結局、流動化の問題は、１つは量的な問題、つまり、どれだけ集中す

るかという問題と、それから今よりウェイトを置かなくてはいけないのは質の問題

だと思うのですね。ちょっと北海道とあれは違うのですけれども、特に都府県の場

合は、集約しても田んぼのあれが非常に多くて、なかなか効率性が悪いという問題

があるわけで、それをどうしていくかという問題があります。 

 それから、やはり流動化になりますと、受け手と出し手をどうやっていくかとい

う話になりますと、まず受け手ですよね。これがどう育成していくかという話にな

りますと、認定農業者が一つ中心になると思うのですけれども、これも、今までは



どちらかというとＬ資金を借りるための制度みたいな話で、ちょっと関係者にも誰

が認定農業者かわからないということで、関係機関も手の打ちようがないというと

ころもあったので、それから認定手続も、ちょっと山田さん申されましたけれども、

必ずしも地域の合意でできているのかというか、尐なくともそういう歓迎される人

が認定されているのかとか、いろんな手続、プロセス面の話があって、この改善が

必要だということです。 

 つまり、今言いました２点については既にガイドラインを出して、できるだけ、

まず担い手を明らかにしていくし、それから策定プロセスもやろうと。それから、

かなり市町村によってばらつきがあるので、そこはもうちょっと横並びをみてくだ

さいよという話のガイドラインは出しているので、これはまたそれを現場で定着さ

せないといけないのですが、そういう努力が必要だということ。 

 それから、何といっても、話し合いのプロセスということになりますと、特に水

田農業は今回つくったといいますか、水田農業ビジョンがあって、本来この担い手

の明確化が一番大きなテーマだったわけですけれども、現実、はっきり言いますと、

とにかく産地づくり交付金をもらうためにとりあえずつくり上げたというのが実

態ではないかと思いますので、それが本当に全国画一的な金太郎飴ではなくて、地

域での話し合いを通じて本当に担い手が明確化されているのかということなので、

これもまだやはり実務としてやっていかなければいけないという話だと思います。 

 それからまた法人もその地域の受け皿になってきていますので、これは特区の問

題も含めてどうやって対応していくかという話もあります。それから集落営農、こ

れも一応米の経営安定対策の中でちゃんと対象として一定の要件を備えればみて

いきますよという形にしましたので、特に水田農業なんかの場合は地域での合意形

成の中で非常に質的にも高い集団化が図れますので、それは一つとしてやっていき

たい。 

 ただ、これもちょっと余談になりますが、この過程で、従来担い手が集めていた

農地をいわば貸しはがし的にやって、ちょっと現場で問題になっている事例もあり

ますので、各論的には非常に地域レベルで調整が要る話にもなってます。そこをよ

く注意してやっていかなければいけないなと思っています。 



 それからもう一つは、やはりその条件をどうやって整備していくかということも

必要で、小さな田んぼを幾ら集めても大きくならないので、それはやはり圃場整備

とか、そういうのと連携をどうしていくかという話もあります。そういう条件、土

地条件ですね。それからもう一つは、今も触れられました支援体制。これは今、経

営三法、国会でもやっているのですけれども、その中でもよく言われるのは、関係

機関が多過ぎると。もうちょっと農家の身になって、窓口を一元化するような話は

ないのかという話もあります。そういう支援体制ですね。流動化は流動化でどうい

うふうにやっていくのかという話もあります。 

 そういうふうに非常に論点が多岐にわたりまして、農地整備との関係でも、今そ

ういう流動化を進めるためにもっと何かできないのかと、予算的な制度としても何

かないのかということで、これはまさに、ちょっと皆さん方も提案といいますか、

アイデアもまた募集しているような状況です。これは非常に難しい問題なので。 

 それからもう一つ、裏の問題としては耕作放棄地の問題があって、これをいかに、

特に相続等で不在地主等の問題も出てますし、そういうことが一つの集団化の妨げ

になるということもありますので、その辺りもまた視野に入れてどうやっていくか

という話もありますし、ちょっと短い時間で説明できませんが、いろいろそういう

論点がありますので、またぜひ次回、提案を含めてお願いしたいということでござ

います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。それでは、生産局長、お願いします。 

○白須生産局長  山田さんからのお話の中に、沖縄、南九州ということが今回の

資料にないというお話でございます。私どもは、今、現時点においては、一番典型

的な事例ということで北海道の畑作を例にとりながら進めているわけでございま

すが、沖縄、南九州のサトウキビ、でん粉原料用の甘しょというものも当然念頭に

あるわけでございます。ただ、ご案内のとおりの規模要件でございまして、ですか

ら、作目とその対象経営というものを捉える場合に、やはりどういうふうな形でや

っていくのかという大変、なかなか根本的な難しい問題があるわけでございます。 

 そこで、前回のときには、いろんな役割、そうは言っても多面的な機能、あるい



は地域社会の維持といったようなこともあるので、そういう観点も踏まえて検討し

ていくということもたしか申し上げたと思っております。ですから、現行の砂糖な

りでん粉の制度の中には、同じ制度の中に組み込まれていて、いずれにしてもコス

ト差補てんをしているわけでございます。 

 ただ、今回のように、品目横断ということで横断的に経営としての支援をしてい

くということになった場合に、果たしてキビなり甘しょの経営についてどういう対

応をしていくかということで、そこのところは、要は産業としての算出額と政策支

援というものとの比較といったようなことからみましても、産業政策として今後さ

らに継続していくのかという非常に難しい議論もあるわけでございますので、なか

なか検討がまだお示しできるまで進んでおりませんで申し訳ございませんが、いず

れにしても、そういった産業政策という視点以外に、やはり多面的機能の問題であ

るとか、地域社会の維持発展に貢献しているといったような社会的な観点も踏まえ

てさらに検討いたしまして、次の機会にはお示しをしたいと考えています。 

○生源寺部会長  それでは、安土委員、お待たせいたしました。 

○安土専門委員  担い手の問題で、先ほどもちらっとお話が出たのですが、私は

すべての回に出ているわけでなく１～２抜けたときがありますので、そのときにそ

の議論がなされていれば撤回いたしますが、プロ農業経営者というのはどうして消

えたのか、私はよくわからない。確かに、私が出ました回の中で、この言葉がわか

りにくくて嫌だというご意見を１つ、私は聞いたことがありますけれども、それで

消えてしまうということが私は非常に納得できない。やはり感覚的にわかりやすい

言葉というのも必要なわけで、そして、その感覚的にわかりやすい言葉であればな

おのこと、感覚的にちょっと反発があったり、あるいは正確でないということが出

てくると思うので、それならば、感覚的にわかりやすい部分を残して、正確でない

ところは補強するというか、こういう意味ではありませんよということを補えばい

いのに、全部消えてしまって、認定何とかというような、そういう、いわば法律的

な言葉に無理して変えていくということはちょっとおかしいのではないかなと、議



論の進め方として変ではないかなという気がいたしますが、どうして変わってしま

ったのでしょうか。 

○生源寺部会長  この点は、企画評価課長。 

○皆川企画評価課長  プロ農業経営という概念については、１月の部会の初回の

ときにお示しした資料の中にございましたし、そういう意味で、それが今回用語と

して出てないではないかというご指摘かと思います。ただ、私ども、その際にもご

説明したのですけれども、要は、私どもが政策支援の対象とすべき農家というのは、

やはり国民に対して食料をある程度効率的、安定的な農業経営をやりながら供給で

きる、そういった責任を果たせる農家でなければいけないのではないかということ

を、短い言葉でいえば、プロ農業経営を支援対象にしますという言い方をしたわけ

ですが、今回はもう尐し中に踏み込みまして、そういった対象経営を考えるときに

どういうことなのかというときの、もう一段進んだ議論の中でのお話でございます

ので、そういう意味で、いわゆる認定農業者を基本としながら、そこに様々な経営

改善努力なり規模の要件といったものを併せ考えていくことという具体的なお示

し方をしているので、いわゆるという言い方で、ここにあえて書く必要もなかろう

かと。 

 また、その用語については、今後企画部会の中でもまたご議論頂きたいというこ

とで、中間的な論点整理の中でどういった用語をお使い頂くかというのはこれから

まさに企画部会でのご議論だと思いますが、そういう意味で、考え方を放棄してと

いうことでは必ずしもないのだと思います。 

 ただ、ここでいわゆるということをあえて注釈するほどのものでもなかろうと言

いますか、もう尐し具体的に踏み込んで対象経営を考えるということでありますの

で、そういう意味ではあえて使っていないということでございます。 

○生源寺部会長  それでは、坂本委員、中村委員、それから森本委員の順番でお

願いします。坂本委員。 



○坂本専門委員  私も、安土委員が今おっしゃったことが最近ちょっと気になっ

ておりました。ついに地域農業から、自称プロといっている我々は抹消されていく

のかなという危機感を感じてはいるのですが、先ほどの担い手問題なのですが、川

村局長はよく現場をご存じだなあと、私は感動したわけです。 

 確かに、１ページの、海外とのコスト差をみられ、現状の 1.6ヘクタールの平均

耕作面積、これをこのままにして国民の皆さんに理解せい理解せいと言うこと自体

がもう無理なのではないかという前提で、これからの担い手問題を考えるなら、今、

山田委員がおっしゃっているように、私も現場にいまして、集落経営体の確立とい

うのは避けて通れない最も重要な課題であるということを感じているわけです。 

 ただし、その集落営農の中にも、環境農業を維持することを目的とした集落営農

もありましょうし、生きがい農業が基本という集落営農もあるわけですから、これ

を経営安定政策で括るというのはとにかく無理があるということなのですよ。従っ

て、これは農村政策で支援すべきと思うのです。 

 私は、どうしても農業政策のセリーグ、パリーグ化を図らなければならないと思

うのです。これだけ多様化した農業の経営があるわけですから、この辺を政策的に

も明確にしないと常に混乱を起こす。我々もよくわからなくなるのですね。今日の

テーマを拡大する気はありませんけれども、ぜひ検討を願いたいと思います。 

 また、特定農業団体の要件ということで５年ということに、前回、私は尐し長過

ぎるのではないかと。スピードのある改革と大臣もおっしゃっているわけですから、

私は、集落営農は重要です、これを経営体となって頂きたい、しなければいけない

と思う中で申し上げるならば、やはり３年でチェックするなりして、もし５年たっ

て多数が経営体になれなかったときはどうするのかという方向もこの見直しの中

で明確にしておかないと、私は国民にだんだん見放されていくような農政になって

いくような怖さを感じております。以上です。意見です。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。用語集も用意されております

ので、適宜ご参照頂ければと思います。 

 それでは、中村委員。 



○中村委員  先ほど山田委員からありましたように、議論している過程で、国際

規律の問題が日本は弱いのではないかという意見が強くあります。特に日本型提案

もしているわけで、政府の方には大変ご努力頂いておりますが、さらに目に見える

ような国際規律を積極的に対応してもらいたいのがまず１点。 

 それから、この見直しの大枠の考え方はこういう方向だろうと思っておりますが、

今も問題になっておりますように、１つは、対象となる担い手、経営は誰なのかと

いう議論があります。特に地域を支えている小規模農家、これが農業政策から落っ

こってしまうのではないかという心配もあって混乱しているのも事実であります

ので、この対象についてはきっちりした議論が必要だと思います。 

 特に意見の中には、個別、組織経営いずれも明確にして、これは大きな経営体が

なるべきだろうという強い意見がございますし、政策対象としてはそういうものだ

と思いますが、その際、今いろいろ山田さんからも、また坂本さんからも議論が出

ておりますが、前回の基本計画で定めました一つの像、担い手像があるわけであり

ますし、それから米政策で大変な議論をして担い手像をつくりましたので、政策の

継続性といいますか、そういう観点にも配慮する必要があるのではないかと思いま

す。 

 それから、毎回言っておりますけれども、これは坂本さんから出ましたけれども、

この対策で地域政策を含むということでありますので、農業経営の真の担い手、し

っかりした経営体、それと地域の担い手、これは零細、兹業農家も含めた担い手で

すね。これはやはり明確に分けて議論しないといけないのではないか。特に地域の

担い手の中には、将来、真の担い手になるということもありますので、この辺も踏

まえた議論をして、そのときそのときの対応策が必要ではなかろうかと思います。 

 それから水田については先ほど申し上げましたし、また山田委員からも質問の補

足でわかりましたので省略いたしますが、もう一つは、支払要素としての面積要件

につきましては、先ほど適格農地論、適格農地についてのご説明もありましたし、

ぜひこれは必要なことだろうと思います。 

 ただ、これも組織検討の中で、モラルハザードの問題もあるのと、それから担い

手のそういう生産意欲をそいではいけないという、生産意欲の担保をきちっとした



ものがないとおかしくなるのではなかろうかということもございます。その辺も議

論して頂きたいということと、それから坂本委員が初めに言いましたのは私も前か

ら言っていることだと思いますけれども、これは担い手議論のときにもう一度提起

したいと思っておりましたが、これと別個に、自らの経営努力による政策について

もお願いしたいということです。 

○生源寺部会長  これは坂本委員の一番最初の発言の際の議論との関係ですね。 

○中村委員  はい。 

○生源寺部会長  わかりました。それでは、森本委員。 

○森本専門委員  本日の品目横断に関しましては、恐らく私は対象者の一人とな

るような気がいたしておりまして、聞きながらいろいろ考えながら、ちょっとまと

まらないのですが、その中で気づいたことだけ言わせて頂きます。この説明を聞き

ながら、これは会社組織に例えると、やはり農水省は親会社なのだろうなと、私達

農家というのは子会社みたいなものなのかなあと。何となく政策が全部一から、あ

る程度十までつくられて、その中で農業というのはやっていっているような気がす

るのですね。そうすると、本来どこまでが国がしなければ、支援していかなければ

ならないことで、本来どこまでが自分達が自助努力の中でやらなければならないと

ころなのかなというのがよくわからなくなってきている自分がいるのです。 

 山田専門委員、いろいろ言われました。今、新たな産地づくりの中でビジョンづ

くりの、ＪＡ越後さんとう、そういうビデオを見せて頂いているのですが、そうい

うところは農協が、ＪＡがリーダーシップをとって、こういうことを農水省が言わ

なくても産地で取り組んでいるところは幾つも事例としてあるのです。はっきり言

えば。集落営農しかり、団地化しかり、ブロックローテーションしかり。農水省が

今さら言わなくても取り組んでいるところはいっぱいある。それを改めて、私は逆

に、国がどうだ国がどうだと言うことが本当にいいことなのか悪いことなのかとい

うのが私の中で尐しわからなくなってきている自分があるのですね。 



 他産業並みの所得というのでもそうなのですが、なぜ農業だけがそういう言葉を

使われるのかもよくわからないのですね。今のテレビとかで見てまして、零細な中

で旋盤とかの技術が、今は本当に職人の人達がいなくなって、後継ぎがいない。で

も、だれもお金を出して後継ぎをつくるということはあり得ませんよね。だから、

私は、そういうふうに考えてくると、生産性を考えれば当然アメリカとかには勝て

ないわけですから、生産性を考えた土地利用型農業と環境を考えた土地利用型農業

というのはやはりその時点で分けなければならないのではないかなという気がす

るのです。 

 川村局長が言われましたように、小さい田んぼだけ集めてもだめだと、小さい田

んぼを集めて大きい田んぼにする土地改良事業も組み合わせてと言われましたけ

れども、棚田とか谷地田とかいうのはそういうことができないところなのですね。

ただ、そういうところでも農業を続けさせていかなけばならないというのが一つの

国の方針だろうと思うのです。そういうところを守っていくのは、これは多面的機

能とかいう言葉の中で、これは生産性とはまた別個だと思うのです。はっきり言え

ば。 

 私達のような、もう何十年も前に土地基盤整備事業でやっているところも、１町

歩とかやっているところだって、生産性だけ言えばそういうところで米をつくれば

いいのですけれども、やはりそこだけで米をつくることはできないのです。何兆円

も税金をつぎ込んでそういう土地基盤整備事業をやってでも、やはり大豆をつくら

なければいけないし、麦をつくらなければいけないし、飼料作物をつくらなくては

ならない。そういうところの、私は何もかも土俵の上に上げることが難しいという

のも本当につくづく今考えているのです。 

 プロ農家にしても、プロ農家という言葉を農水省がつくること自体が私はあまり

いいことだとは思ってないのですけれども、私は今まで、こういうことを言えば私

は農家からは反感を買うのではないかと思うのですけれども、米をつくることだけ

で１年間生活できるというのはおかしいと前から言っているのです。はっきり言え

ば。農業者も、米だけで飯を食べようという発想は絶対おかしいのです。１年間の

うち半年しか仕事しないのですから。それで１年間飯を食べるという発想は、僕は



絶対おかしいと思っているのです。だからこそ、牛をやったり、花をやったり、ト

マトをやったり、働きに出たり、それも一つの形なのですね。 

 だから私は、その点は、私なりのプロ農家というのは、坂本さん、恐らくやって

おられると思うのですけれども、やはり生産して、流通させて、販売させて、そし

て自分のつくったものに対して最後まで責任をもつ。そして国に頼らない。私はこ

れがある意味でプロ農家だと思うのです。だから、逆に言えば、プロ農家という言

葉を農水省がつくらなくても、自意識の中でプロ農家という人達はいっぱいいると

思うのです。だから、それを文章の中でプロ農家がどうだとかいうことが、私はそ

ういう話になることがあまりピンと来ないのですね。 

 だから、そういうことを考えていけば、この品目横断にしても、確かに、だから

どの部分を明確に守っていかなくてはならないのか、どの部分は自助努力でやって

いかなくてはならないのかというのをやはりもう尐し農水省としても、国としても

明確にしていくことが、こういう議論を進めていくために、担い手の問題もしかり

と思いますけれども、その辺のところ。もうこれは意見は要りません。私の感想で

ございますので、私なりに感じた部分でございます。 

○生源寺部会長  それでは、村田委員。 

○村田専門委員  一言、森本さんはわかっていると思うのですけれども、国は決

して親会社なんかではなくて、森本さんがおっしゃるように、農家は自らの判断で

自らの経営をする独立した経営体であるべきです。国が親会社であったのは食管法

の時代です。食糧庁が親会社で、全農民は下請だったのですよね。お米をつくって

くれたら値段を決めて全部買い上げてあげましょうと。こういう時代が長く続いた

が故に、今の日本の農業は歪んでしまったわけです。今現在はそういうことではな

いのです。何をつくるか、何を売るのかというのは自ら農家の人が決めることであ

って、農林省に依存してもいけないし、依存すべきでもない。森本さんはそういう

人でないということは、さっきおっしゃってましたが、改めて、全国の農家の人に、

農水省に頼むのではなくて、自らが経営の主体なのであって、それで経営するのだ



ということを確認してもらいたい。役所の役割は何かと言えば、脇にいてルールを

決めることなのであって、そこだけは間違いないようにして頂きたいと思ってます。 

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。それでは、杉本委員。 

○杉本臨時委員  全国には多様な地域があり、多様な農業が営まれ、多様な方々

が頑張っていらっしゃるので、すべてのことは私はわかりませんけれども、今、水

田農業地域においての集落農業のことが尐し話題になりました。今日のテーマと合

うところも若干はあると思いますので、現状をお伝えできればなあと思います。 

 私は、集落農業だけが最終の目標では決してありません。集落農業を進める中で

担い手が生まれてきたり、あるいは集落農業を考えさせることで農地の活用とか農

地のあり方というものが議論できる道具、装置になるのです。当然、集落のありよ

うということを議論いたしますから、今後の、その集落がどうあるべきなのかとい

う考え方が醸成できるということになるのです。 

 ですから、今いろいろな政策が出ておりますけれども、こういう水田地域で集落

農業を推進していく中では、かなりその地域、町のＪＡさん、あるいは自治体のア

プローチというものが大きく影響するわけなので、政策のガイドライン的なものは

国がつくって頂くけれども、それを超えたマニュアルみたいなものにはならないよ

うにして頂いて、ある程度の範囲をもって、攻撃的な、多様な農業を営める議論や

取り組みが展開できるよう、自治体といいますか、町の中でやりなさいというふう

にして頂きたい。 

 今各種の集落農業を見てみますと、単純に集落そのものでの営農で終わる場合も

ありますけれども、担い手をつくっていくためのソフトランディング的な仕掛けの

一部にもなっていることや、その他多方面においてかなり仕掛けの部分としては面

白い取り組みになっているということなので、ぜひご理解を頂きたいと思いますし、

その集落農業を仕掛けていく側といたしましての市町村、あるいは農協など、我々

がうまく使いこなしていけるような、「上に政策があって下に対策がない」という

形にならないように、ぜひともお願いしたい。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。そのほか、いかがでございましょう

か。 

 それでは、新開委員、その次に安高委員、この順番でお願いいたします。 

○新開委員  森本委員がおっしゃいましたけれども、私もここに最初に来たとき

に、私はプロ農業者かなあと思ったのですね。生産者です。どこでプロと区別され

るのだろうかというのが一番に疑問に思いましたし、それから、よく担い手とかい

う言葉が出てくるし、７ページでしたか、他産業並みのとか、何か農業者に対して

尐し、差別というまではないですけれども、何か一つの別の人間とされているので

はないかなあというイメージが農家側にすると非常に感じるのですね。考えを示し

てくださる農林省とか、ここに来ていらっしゃる先生方には何の抵抗もないかもし

れないけれども、私はずうっとプロとしてきたはずなのに、ここで定義がプロ農業

者とは何かとか言われてきたりして、農家に対しての一つの何か違うものがあるの

かなと思ったのが第一印象なのですね。 

 それから、この前ヒアリングで聞かれて、皆様、しっかり感動されたのではない

でしょうか。私達、ここに来ている委員にたくさんの提言とヒントを与えてくださ

ったと思うのですね。ああいう若者があれだけ一生懸命農業を目指しているのに、

ここでの責任というのはすごく私は大事だと思いました。あれだけ頑張っている青

年達の足を引っ張ることのないような施策にしないと。 

 先ほど、川村経営局長より言われましたように、現実は本当に高齢化してまして、

集落営農をしようとしても、そこになかなか意見が合わないお年寄りもいますし、

それから若者がいないし、もっと現状を見つめると、そんなに簡単ではないという

ことをしっかり考えて取り組まないといけないと思います。ただ集落営農を進めた

だけで、お年寄りの集団になってしまって、そこがしがらみとか昔を引きずって若

者が決して入れないような集落営農になっている形もないとは言えないのですね。

だから、そういう部分をしっかり整理して、そして農村というのが、ここで考えて

いらっしゃる以上に若者がもういません。それから、したいという人もなかなか手

を挙げないのが今の現状なのですね。そういう現状をしっかりもっと整理して、調



べないといけないと思います。 

 それから認定農業者にこれから非常に重点を置かれますけれども、全国、認定農

業者が定着しているわけでもないのですね。だから、もっと農業者が認定農業者に

なるぞというような意欲ある認定農業者をつくらないと、そして、私がなりたいと

いうような人でないと、またこれも認定農業者の中で非常にばらつきができていく

と思います。そういう部分で、田舎の若者がいない現状、後継者がいない現状、そ

れから認定農業者といえども、まだ全国統一してみんながそういう状態でないとい

うようなこともしっかり踏まえた上で、本当に若者を育てるためにはこれからの日

本の農業はどう進むかということをきちんと描かないと、若者には進むべき道は定

まらないということをこの前皆さんもおっしゃったと思います。 

 それからヒアリングの皆さんから全部同じ考えであったのが、大きい農業と小さ

い農業の関係の整理をしないと、いつまでもそれで同じことを繰り返しているので、

平さんでしたか、まだそんなことをここで話しているのかとがっかりされた。そう

いう部分を早く整理しないと、ここにあるけれども、プロのギャランティを決める

テーブルと野球尐年団の振興を同時に議論してはならないということを平さんが

言われたように、本当に日本の農業を背負おうと思っている人と、10アール位で楽

しみにしている農業とを今まではずうっと一緒にし過ぎたために、ああいう青年達

がこういう場所に来れなかったのですね。これからは審議会の中にも堂々と、農業

を経営して、プロの農業者と言えるような人をもっと入れないと本当のことが私は

解決できないと思います。知らない人ばかりが集まるのではなくて、やはりああい

う若者、これから続けていく人達がいないと決して審議にはならないと思います。 

 それからもっと現場の声を、私は女性農業者として１人しか来ておりませんけれ

ども、九州ですが、本当にどこを回っても女性が農業をしております。６割以上と

も言えるかもしれません。しかもお年寄りがいっぱい働いている現状の中に、もっ

と本当にスピード感を持って、若者が本当に農業をする状態をつくり上げていかな

いと大変なことに日本はなるのではないかと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。安高委員。 



○安高委員  今日の議論は品目横断的政策ということなのでしょうが、私、これ

を聞いておりまして、もう直接支払いの政策なのだと言った方がわかりやすいかな

と、私はそう思っております。要するに今までの政策で、価格支持であるとか、生

産調整であるとか、その辺が国際ルールにひっかかるのだと思います。経営体の育

成だとか競争力の向上、そこに直接払っていくという形になるのだろうなと思って

おります。 

 プロ農業経営というのが、先ほどちょっと言葉が出ましたけれども、私は、認定

農業者制度という言葉を使えなかったのではないかと思います。今の認定農業者制

度、認定農業者というものを直接支払いではハードルにできないと思ってます。ハ

ードルにしてはいけないと思ってます。これはなぜかと言いますと、川村局長は言

いにくいでしょうけれども、私の立場なら言ってもいいだろうと思うのですけれど

も、経営改善計画の書き方とか、その運用だとかが、ある一部ではと申し上げてお

きましょう。でっち上げの書き方になって、全く現場では利用できない。と私が発

言する分にはご容赦ください。そこをきちんとしなければ認定農業者制度は機能し

ないと思います。 

 なぜそこが機能しなかったかと申しますと、価格支持だとか生産調整というのは

物に対する政策なのです。ところが、経営体に直接払うときは、経営体、競争力向

上となったときには人に対する政策なのです。だから、直接支払いへ農水省が転換

するということは、物から人へ政策をシフトしていく。行政という経営から一番遠

いところにいらっしゃる方々が経営の指導をしていく。これが本当にできるのです

かと。私は、これができなかったから、認定農業者制度の経営改善計画をつくって

指導するというところが全く機能しなかったと。私の知っている範囲では全く機能

しなかったと言わせて頂きたいなと思っております。 

 そういう意味で、経営を育成する以上は、品目横断、直接支払い、わかりやすい

政策でなければ経営改善につながりません。複雑な制度にしていたら、経営者は支

援をしてもらうための工夫をします。経営を良くするため、競争力をつけるための

工夫から手を抜くことになります。そういう意味で、私は今回の直接支払いという

解釈をきちっとして、それで経営体を育成するのだと。確かに兹業農家の支援も重



要ですが、国際的に競争力をつける経営体の支援に対してはきちっと、認定農業者

制度でもいいですから、運用改善ができるような体制を敷いていかなければならな

いと思っております。そういうふうな形で、この品目横断は取り組んで頂きたいと

思います。 

 今申し上げた中で１つだけ質問させてください。認定農業者の運用、経営改善計

画、その後の指導が今十分できているかどうか。あるいは、この政策に移ったとき

に、相当な努力を払ったとしても可能だとお思いでしょうか。私は、かなり難しい

と思っているのです。そこができなければ、直接支払いにしたとしても日本農業を

さらに混乱に陥れるだけになると思うのです。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 今、ご質問という形で出ておりまして、今お答え頂ければありがたい面があるの

ですが、同時に、今日も、山田委員、それから新開委員、あるいは森本委員のご発

言の中にも実はそんなことが含まれていたような気がいたしますけれども、認定農

業者制度の運用の問題、あるいは今回考えられている政策との絡みの問題、あるい

は村田委員が以前発言されましたけれども、そもそも認定農業者を手挙げ方式的に

すべきだと。いや、もう実際そうなっているというご回答もございましたけれども、

かなり認定農業者の問題の議論、あるいは質疑が出ておりますので、今日もお答え

頂くと同時に、これはしかるべき回があるはずでございますので、そこでかなり深

く検討できるような資料なり、あるいは情報をご準備できればありがたいと思いま

す。 

○川村経営局長  認定農業者の制度についてのお尋ねがあって、どういうふうに

認識しているかというお尋ねでありました。確かに安高委員が言われたような一面、

それから実態も一部あると思います。全部が全部そうだとは私も思いません。今 17

万の認定をしておりますので、その中にはそういう、必ずしも十分機能しないよう

な改善計画のもとに認定されているのもあると思います。 

 我々も、この制度が発足して 10年になりまして、いろいろ反省すべき点もある

だろうということで、先ほどちょっと申し上げましたようなガイドライン、そうい



うことで改善しようと、フォローアップもきちんとできるようにしようということ

でのガイドラインを出してますので、それが本当に現場レベルまで、望ましい姿で

実行できるような努力が要ると思います。 

 それから、これはちょっと全体の話になるのですが、その認定農業者がそのまま

ストレートに、例えば直接支払い等の制度がとれたときに対象になり得るかという

ところは、これだけでは多分なれないと思うので、それにさらに面積要件とか、そ

の制度の趣旨に従った要件を付加しないと多分だめだと思いますので、そこは今後

また議論ですけれども、やらなくてはならないと。 

○生源寺部会長  それでは、平野委員。 

○平野委員  先ほど数名の委員の方々から、国と当事者との関係といった話題が

出てましたけれども、言葉だけ聞くと皆さんそれぞれの立場から違う意見が出てい

るように聞こえますが、心は一つなのではないかなと思います。私は、村田委員、

それから杉本委員のおっしゃったことに誠に同感でございます。そして森本委員が、

国でやろうとしなくても、既に実現させている事例がたくさんあるのですよとおっ

しゃっていた、私はそのことがとても大事なことなのではないかなと思ったのです

ね。 

 つまり、個々に、自分達の力で一生懸命やって成功例をつくっているということ。

その情報を国の方々になるべく早いスピードで提供されたらどうかなと思うので

す。今取り組んでいること、そして成功している例、また失敗したとしたら何が原

因だったか。むしろこういった現場の声を積極的に国の方にアピールしていくこと

を、もしそういうシステムなどがあるのでしたら、先端技術なども駆使して行い、

併せて、お役所の方からもご意見を聞く、つまり、何かを頼むのではなく、情報交

換を活発にすることが大切なのではないかなと思いました。 

 そして、これはわからないけれども、とてもいい事例があった場合、お役所の方々

が、政策に取り入れられると思われたら、すごくいい形でビジネスモデル化してく

れるのではないかという気がするのですね。それはどうだかわかりませんけれども、

とにかく成功している例があったら、これからは一つのビジネスモデルを提案する



ような形で、現場からお役所の方にお話をたくさん入れられたらどうかと思うので

す。既にそういうことはしていらっしゃるのでしょうか。 

○生源寺部会長  今の最後の点については、地域からのアイデアをという点かと

思いますが。 

○皆川企画評価課長  最近の情報機器も駆使しながらというお話ですが、ホーム

ページに様々なご意見を頂いてまして、それをまた私どもに、吸い上げるといった

ら語弊がありますが、頂いてというようなこともやっておりますし、また、これか

ら多分、現地の声というのは、前回１回聞いたわけですけれども、それにとどまら

ず、聞くような機会をつくるとか、そういったことについては私どももやっていき

たいと思っておりますし、先週の 23日には、これは行政対行政という関係ではあ

りますけれども、県の農政担当の部長さん方に政策提案を持って上京して頂いて、

それで局長級も含めて、現場実態を踏まえたどういった提案があるのかといったこ

ともお聞きしたところでございます。そういったことを繰り返し繰り返しやってい

く必要があろうかと我々も思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでございましょうか。大木委員。 

○大木委員  先ほど山田委員からご質問のありましたサトウキビとか、こういう

ものは今回入っていないのではないかということで、この次の産業政策として今後

どうするかお示しをしますというお話でございましたけれども、実は私、昨年の秋、

ちょうどサトウキビ畑を見せて頂く機会がありまして行ってきましたときに、サト

ウキビ関係の方ではなくて、町の方というのでしょうか、近ごろサトウキビ畑が非

常に減っているのですよと。どうしてなのですかと聞きましたら、葉タバコに転換

しているというのですね。 

 ただ、葉タバコに転換しているのでサトウキビが尐しずつ減ってますというお話

だったので、決して私はデータを見たとかということではないのですけれども、そ



れは生産者がどちらを選ぶかは自由だと思いますけれども、国の政策として、砂糖

というものは輸入の方でいいのではないかなんて思われているのかどうかという

こともちょっと気になったことと、それからタバコというものはやはり健康とか、

いろいろみんな考えましたときに、一般の人が考えましたときに、できるだけタバ

コはというふうに言われてますので、サトウキビとして健全なものをつくっていっ

てほしいなという気持ちがあるわけですね。 

 ですから、支援ということに対して今後どういうふうなお考えでそちらの方を支

援していって、村の活性化、サトウキビの産地の活性化につなげていくのかなと。

そういうデータとかが私はわかっていないのでお聞きしているわけですけれども、

そういうところもちょっと気になったところなので、ちょっとつけ加えさせて頂き

ました。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにいかがでございましょうか。森本委員。 

○森本専門委員  ちょっとお願いなのですけれども、恐らくこのやり方でまた次

の担い手とかいう形で２回目がいくと思うのですが、委員対農水省の人達というよ

うな関係ですよね。僕達も聞いていて、ほかの委員さんの意見の中でも、ちょっと

違うのではないかとか、ああそうだなとかいう部分も実際あるのですけれども、な

かなかそういう時間までないですよね。だから、そういったところに踏み込めるよ

うな、委員同士でもやはりそういった議論をすべきところがあると思うのです。そ

ういったところもやはりこれから先の中で見つけて頂けるのか。この形で意見を言

って農水省が答えるというやり方だけで終始するのかというのをちょっとお伺い

できればと思います。 

○生源寺部会長  この点はむしろ私がお答えすべきことだと思いますので。これ

はもちろん委員の皆様方のご意向を踏まえながらということでございますけれど

も、当然、委員の間での意見交換なり、あるいは意見の改善を図っていくというよ

うな議論も心がけていきたいと思っております。時間帯として別途にとるかどうか



というのは、これはなかなか、委員の間での議論というのは、必要のないようなも

のもあれば、必要が出てくる、突然出てくるということもありますので、そこは尐

し工夫いたしたいと思いますけれども、こちらとしてはそういうふうに考えており

ます。また、委員の皆様方にも、今日も多尐実質的には委員の間のやりとりという

ような意見交換もあったように思いますので、そこも尐し頭に置いて、遠慮なくご

発言頂ければありがたいと、こう思っております。 

 それでは、サトウキビに関連しまして何かコメントがあればお願いいたします。 

○白須生産局長  全体として、決してキビを何してタバコを増やすとか、そうい

うことではございませんで、可能なところは、花であるとか、今おっしゃるように、

要すれば、キビの農家というのが、ご案内のとおり、高齢化して、担い手といった

意味では非常に尐なくなってきておるものですから、そういった意味での可能なも

のについては作物への転換を図るというのはそれなりに努力をしているのだろう

と思っております。 

 ただ、おっしゃるように、私どもとしても、それはそれで地域として、やはりキ

ビしかできないという、島でございますし、そういった意味でのまさに地域固有の

作物だというところも多うございますので、そういった意味では、先ほどちょっと

申し上げましたが、やはりサトウキビの将来をどう考えていくのかという点につい

て突っ込んで検討していきたいと考えております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにございますでしょうか。長谷川委員。 

○長谷川委員  素朴な疑問なのですけれども、先ほどのご説明の１ページの中で

米国とのコストの比較が出ているのですね。これは大規模層でも６倍、全国平均で

すと 8.5倍というのが出ているのですが、この今のご提案というか、議論している

施策を行った場合に、このコスト差というのは解消できるのでしょうか。あるいは

どの程度になれば妥当だと考えたらいいのかが一つわからないのですね。 

 それともう一つは、賃金比較が出ているのですけれども、米国とかヨーロッパの



方が賃金比較ありませんで、そうすると、私の暮らしから考えると、自分のもらっ

ているお給料の中で、昔はエンゲル係数というのがありましたけれども、食料費と

いうのがどの程度の割合ならば納得ができて、しかも、その食料費プラス税金で賄

われている費用換算もあるわけで、その辺りをどういうふうに考えていらっしゃる

のか。 

 最初の回にたしか私説明を求めたと思うのですけれども、消費者の側のモデルと

いうのをどういうふうに考えられていて、買う側として妥当な線というのをどうい

うふうに決められているのか、あるいはこれから決めていくのか、その辺がよく見

えなくて、農業者の側から言うと今議論されていることは非常に重要で、確かに、

うんそうだなと思うのですけれども、買う側の方の視点がやはりなくて、どうやっ

て私は周辺の関心ある人達に説明したらいいのであろうかとずっと思っているの

ですね。今後の議論の中でそういった視点について、参考資料ですとか、あるいは

お考えを頂ければと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。この点につきましては、かなり前に

ご指摘があった点でございますので、早急にお願いしたいと思います。 

○皆川企画評価課長  また資料的にもちょっと出させて頂きますが、ここであり

ますような日米比較というのの中で、例えば私どもが現行計画の中で経営展望とい

うのをつくっておりまして、その規模というのは必ずしもアメリカ型の農業までい

くというわけではないと。そういう中である程度コストが、削減目途というのもあ

る程度、例えば２割３割という形でのコストを下げていけるような方向性というの

を経営展望として出しているということでございます。そういう意味では、ある程

度格差というのは今後とも持続するという面が当然に残ってくるということかと

思います。また、データとしてお示しさせて頂きたいと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。次回は別のテーマで議論するわけで

ございますけれども、あまり間があくと記憶も薄れるということがございますので、

テーマはテーマとして、資料は資料としてお出し頂けばありがたいと思います。 



 そのほかにいかがでございましょうか。――よろしいでしょうか。 

 それでは、おおむね予定の時間がまいっておりますので、本日の議論はこの辺り

で閉めさせて頂きたいと思います。次回は、農業環境・資源の保全の問題につきま

して、２回目の議論を行うことになっております。５月 14日、金曜日の午後２時

から、場所は今回と同じでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


