
第３１回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録  

   

   

日時：平成１７年３月３日（木） １３：３３～１５：３７  

   

場所：農林水産省７階講堂  

   

   

○生源寺部会長  ただいまから食料・農業・農村政策審議会第 31回企画部会を

開催いたします。  

 なお、本日は、江頭委員、古賀委員、杉本臨時委員及び横川専門委員が、所用に

よりご欠席とのことでございます。  

 本企画部会は公開されております。一般公募によって 110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ので、よろしくお願いいたします。  

 本日は、大口大臣政務官にご出席をいただいております。また、岩永副大臣にも

ご出席いただく予定でございますが、所用により若干遅れて到着されるということ

でございます。  

 それでは、ここで大口大臣政務官より一言ごあいさつを頂戴いたしたいと思いま

す。  

○大口大臣政務官  第 31回食料・農業・農村政策審議会企画部会の開催に当た

りまして、一言ごあいさつ申し上げます。  

 まず始めに、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、ご多忙

な中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。  

 本日は、前回いただいた大所高所からの、あるいは豊かな現場感覚に根差しまし

た貴重なご意見を踏まえて修正いたしました食料・農業・農村基本計画の案につき

まして、ご審議をいただくことになっております。  



 本部会における議論もいよいよ大詰めを迎えてまいりましたが、委員の皆様にお

かれましては、それぞれのご専門の立場から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ます。  

 簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。  

○生源寺部会長  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、新たな基本計画の取りまとめに向けた議論の３回目でございます。前回

の企画部会では、基本計画の原案についてご意見を頂戴いたしたわけでございます。

今回は、前回いただきましたご意見を踏まえ内容を修正した「基本計画（案）」と、

これに併せまして「『基本計画工程表』について」という資料も事務局に用意して

いただきました。これらに基づきましてご意見を頂戴いたしたいと思います。また、

参考資料といたしまして、パブリックコメントの概要も提出していただいておりま

す。  

 本日の議論の進め方でございますが、まず事務局から資料の説明をなるべく端的

にお願いし、その後、４時までを目途に意見交換の時間といたしたいと思います。  

 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。  

○今井企画評価課長  企画評価課長でございます。  

 それでは、資料１をご覧いただきたいと思います。  

 前回の企画部会では、骨子を肉づけしました原案をお示ししてご議論いただきま

したけれども、本日は、その際のご意見、ご指摘を踏まえまして修正案を作成して、

提出させていただいております。前回のご議論では、構成ですとか記述内容につき

まして大幅な変更が必要となるようなご意見はなかったと受けとめておりますけ

れども、前回いただいた指摘等につきましては、可能な限り丁寧に文章に反映させ

るという方針で修正案を作成しております。  

 早速、修正の箇所を中心に説明をさせていただきたいと思います。  

 ６ページをお開き願いたいと思います。（２）の「消費者の視点の施策への反映」

のところです。その真ん中からちょっと下のあたりですけれども、長谷川委員から、



ＣＳＲの考え方を十分に踏まえというところを、今はＳＲとして議論されているの

でという指摘がありましたので、そういうふうに修正をしております。  

 右側のページ、７ページの（４）の「環境保全を重視した施策の展開」のところ

です。村田委員から、環境重視というのは地球温暖化への対忚だけでなく、農業の

競争力強化等の手段でもあるというようなご指摘をいただきました。そういった意

味も込めまして、真ん中あたりですけれども、「これは」というところですが、「我

が国農業が将来にわたって国民の信頼を得て、持続的に発展していくための道でも

ある」というふうに文章を修正いたしました。  

 その次ですけれども、17ページです。17 ページの２の「食料自給率の目標の設

定に当たっての基本的考え方」の（１）の「基本的考え方」の冒頭の部分です。こ

れは、前回、特別なご意見をいただいたというわけではありませんけれども、食料

自給率というのがいかなる意味を持つ指標であるのか、また、基本法において自給

率についてどういった規定がなされているのかといったようなことを、「基本的な

考え方」の冒頭に記述しておいた方がいいだろうということで、１つのパラグラフ

を追加しております。  

 あと、その次は 19 ページです。（４）の「食料安全保障の確保と食料供給力の

強化」のところですけれども、第２パラグラフのところに食品ロスの増加の問題を

記述しております。この状況につきまして森野委員の方から、食品の廃棄ですとか

食べ残しの削減の意義というのを、もっと大きな視点から記述すべきではないかと

いう意見をいただきましたので、「このような状況について」の後のところですが、

「食料資源の有効利用、環境への負荷の低減、ひいては社会経済全体のコストの低

減といった観点から、国民の意識改革を」というふうに文章を挿入してみました。  

 続きまして、20ページの３の重点的な課題のところです。ここは前回、どの箇所

ということではありませんけれども、安土委員の方から、自給率の向上ですとか国

産品の消費拡大のためには、消費者の実際の行動パターンを踏まえることが非常に

重要なんだという意見を何回かいただきました。その意見を踏まえまして、（１）

の「食料消費」のアのところのフードガイドのところですけれども、「フードガイ



ドを策定するとともに、これを消費者が日々の食料を購入・消費する小売店・外食

の場等で活用し」ということで、安土委員の意見を反映させてみました。  

 次に、イの「国産農産物の消費拡大の促進」のところです。増田委員から、日本

型食生活というのが、もっと後ろの部分で具体的には指摘されたんですけれども、

よくわからないと、わかりづらいのではないかというような指摘をいただきました

ので、それを踏まえまして、イの冒頭のところですが、「米を中心に水産物、畜産

物、野菜等多様な副食から構成され、栄養バランスが優れた「日本型食生活」の実

践を促進する観点から」というふうな記述にしてみました。  

 続きまして、37ページをお開きいただきたいと思います。（３）の「食生活の改

善に資する品目の消費拡大」のところで、前回まで朝ごはんを食べよう運動という

のを記述していたのですが、これは何か特別な運動の名前のように聞こえると、そ

ういうふうに映るのではないかということで、ここでは、「朝ごはんをしっかり取

る習慣を身に付ける運動等」というふうに、一般的な表現に変えてみました。  

 後はその下の部分です。先ほどご紹介しました安土委員の指摘をここでも反映さ

せることにいたしまして、「朝ごはんをしっかり取る習慣を身に付ける運動」の下

の行ですけれども、「これらの取組に当たっては」の後に、「消費者が日々の食料

を購入・消費する小売店・外食等の食品産業の参画を得るとともに」ということで、

ここにもちょっと反映をさせてみました。  

 その下の（４）の「地産地消の推進」のところです。ここは前回、顔が見える関

係というのは何も地産地消だけの話ではないんだという意見と、一方で、地産地消

でお互いに顔を突き合わせながら、また会話しながら販売をする、購入をするとい

うのが、消費者と生産者が結びつく非常に重要な機会になるんだというような意見

がございましたので、それを２つ含めまして、２行目のところですけれども、「消

費者が、生産者と『顔が見え、話ができる』関係で地域の農産物・食品を購入する

機会を提供する」というふうな表現にしてみました。  

 その次は 40ページでございます。イの「集落を基礎とした営農組織の育成・法

人化の推進」のサービス事業体のところにつきまして、「水田における農作業の受

託組織等のサービス事業体」という表現に前回しておりましたけれども、水田だけ



に限定される書き方と受けとめられるという西山委員の指摘がございましたので、

「農作業の受託組織等のサービス事業体」というふうに訂正をいたしました。  

 続きまして、45ページ、上から６行目から７行目あたりのところですけれども、

森野委員から、知的財産権の取得には、その手続が周知されていないのがネックの

一つになっているという意見が寄せられましたので、「知的財産権の取得やそのた

めの情報収集等に向けた主体的な取組を促進する」というふうな表現にして、挿入

をしてみました。  

 続きまして、46 ページ、ウのところですけれども、森本委員の方から、資材に関

して、資材費の低減に取り組むのはまさに農業団体の役割なので、農水省と団体の

役割というのが明確になるような記述とすべきという指摘がありましたので、ここ

では、関係団体、都道府県が「公表するよう促す」、一番最後のところも、「取組

を強化することを促す」ということで、役割分担がわかるように記述をしてみまし

た。  

 続きまして、49 ページです。前回、杉本委員から、グリーンツーリズムの記述の

ところに関しまして、消防法や旅館業法の規制の見直しに言及すべきという具体的

な指摘をいただきました。ここはグリーンツーリズムの記述の箇所ではないんです

けれども、そういった趣旨を踏まえまして、このアのところがちょうど「地域の特

色を活かした多様な取組の推進」という頄目でありますので、ここの場所に、第２

パラグラフですけれども、「これらの実施に当たっては、構造改革特別区域制度や

地域再生に向けた枠組みの活用による規制緩和等を促進するとともに」ということ

で、地域の特色を活かした多様な取組を推進するという一般的な観点から、その一

つの手法として規制緩和を促進していくんだということを記述してみました。  

 あとは、そのページの下の（３）のアの「都市と農村の交流の促進」のところで

すが、ここにつきまして森野委員の方から、都市の農村の交流について、都市側だ

けではなくて農村側の視点も踏まえて記述すべきという意見が寄せられまして、ア

の２行目ですけれども、「これを通じた農村の振興を図るため、都市の農村の交流

活動を促進する」というふうに文章を挿入いたしました。  



 続きまして、最後 53ページ、「効果的・効率的な施策の推進体制」のところで

す。ここは、コーディネートという言葉の使い方がたくさん出てくるのでよくわか

らないという意見が増田委員からあったと思いますけれども、そういったことを全

部踏まえまして、あと中村委員の方から、地方公共団体、農業団体の役割というの

がわかるような記述にしてみるべきというような意見がございましたので、上から

４行目、「このため」というところですけれども、文章全体を変えまして、「地方

公共団体・農業団体を始め地域の関係者が一体となり、女性の積極的な参画も得て、

新たな施策が農業・農村の現場の最前線まで浸透し、具体的取組として展開される

よう、人材の育成や組織づくりを促進する」というふうに記述を変えてみました。  

 以上が本文の修正点でございます。  

 続きまして、資料の２をご覧いただきたいと思います。「『食料・農業・農村基

本計画工程表』について」でございます。  

 工程表に関連いたしましては、ただいま見ていただきました本文のページでいき

ますと、52ページの２というところに「施策の工程管理と評価」という頄目がござ

いまして、「この計画に基づく施策の計画的な推進を図るため、施策の推進に関す

る手続、実施の時期と手法、達成目標等を示した工程表を速やかに作成し、それを

的確に管理することとする」という記述がございます。  

 もう一つ、もう尐しさかのぼりますけれども、21ページに、これは食料自給率の

ところですけれども、真ん中辺の「関係者の役割」のところですが、アの直前のと

ころです。「その際、関係者が一体となって自給率向上のための工程管理を適切に

実施するため、政府やこれら関係者からなる協議会を設立し、計画的な取組を推進

することとする」という記述がございます。  

 もう一つは、さらにさかのぼりまして 17 ページ、「食料自給率の目標の設定に

当たっての基本的考え方」の（１）の下の方ですね。「その際」というところです

けれども、「改めて計画期間を設定することで、課題解決に向けた取組自体に緩み

が生じたり先送りされることのないようにする必要がある。このため、施策の推進

に当たり、これまで十分とはいえなかった工程管理を適切に実施するとともに、毎

年、施策の評価を行い、翌年以降の施策の改善に反映させていく」ということで、



本文にも何カ所かにわたって工程管理の記述が出てまいりまして、今回の施策の工

程管理をしっかりしていくということが基本計画のポイントの一つになっており

ます。  

 そういうことなものですから、現在閣議決定される基本計画とは別途、工程表を

作成して、閣議決定後に速やかに公表したいということで作業を進めているところ

ですけれども、もう既に長谷川委員を始め、この企画部会の場でも関心が高うござ

いまして、早目にどんなイメージか示してほしいという意見をいただいております

ので、今日はまだその最終版ではありませんけれども、どんなことを検討している

のかご紹介させていただきたいと思います。  

 １ページめくっていただきまして、工程表におきましては、先ほども 52ページ

の記述を紹介しましたけれども、基本計画に盛り込まれた主な施策ごとに、17年度

以降、どんなことに取り組むのか、何を目指すのか、どんな手項で政策を進めてい

くのかというのがわかるようにしたいということで考えておりまして、例えば２段

目の「経営安定対策の確立」のところでいきますと、品目横断的政策というのが 19

年産から導入されるんだということ。それに向けまして、18年の通常国会に関係法

案を提出するんだと。さらに、そういうことになるように、17年度に制度の詳細の

具体化をするんだという手項が明らかになるようにつくりたいということで、作業

を進めております。  

 また、その上のところに、「望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・確

保」という頄目がございますけれども、この課題に関連いたしましては、現在、地

方公共団体と農業団体と密接に連携しまして、担い手の育成、明確化運動というの

を今進めているわけですけれども、この成果を 19年産から導入される経営安定対

策に反映されるようにしていくという関係になっているということですとか、さら

には、下の「経営発展に向けた多様な取組の促進」のところにあります、米政策改

革の進捗状況を踏まえてそれがまた進められるというような、相互の関係が明らか

になるようなものとして工程表をつくっていきたいということでございます。  

 その次のページが、先ほどもご説明いたしました、食料自給率向上に向けた工程

管理のイメージでございます。食料自給率向上に向けた取組の推進に当たりまして



は、先ほども本文のページでご説明いたしましたけれども、改めて計画期間を設定

することで、取組自体に緩みが生じないようにしていかなければいけないというこ

とですので、きちっと工程管理をするという観点から、ここにありますように、ま

ずは政府、農業団体、消費者団体等、関係者による協議会というのを 17年度に設

立をいたしまして、その上で、毎年毎年の各団体が取り組むべき行動計画というの

を策定いたしまして、その達成状況をまた毎年毎年検証して、その結果を次の行動

計画に反映させる、そういう仕組みを構築していくというようなことが明らかにな

るように、現在作業を進めているということでございます。  

 工程表につきましては以上でございます。  

 続きまして、参考資料１のパブリックコメントの結果について、簡単にご報告を

したいと思います。  

 １枚めくっていただきますと、そこに概要がまとめてございますけれども、基本

計画のパブリックコメントにつきましては、１の（１）にありますように、２月 10

日から２月 20日まで行いまして、結果といたしまして、２に書いてありますよう

に、334名の方から 592件の意見の提出がございました。  

 パブリックコメントの実施に当たりましては、期間が短いので、できるだけ国民

に対する周知に努めるべしという長谷川委員等からの指摘も踏まえまして、１の

（２）にありますように、ホームページ、メールマガジン、プレスリリースのほか

に、農政局から県市町村等に対する周知等も行って進めたところでございます。  

 いただいた意見の概要ですとか意見に対する考え方というのは、次のページ以降

に整理しておりますけれども、意見の件数が非常に多うございましたので、同じ趣

旨の意見につきましては、１つにまとめた上で件数を示しております。  

 いただいた意見の大部分というのは、施策を実施していく上での要望、意見等と

なっておりましたので、施策の具体化、施策の実施の際の参考として活用していき

たいと考えております。  

 資料の説明は以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  



 それでは、これから意見交換を行いたいと思いますが、まず基本計画の案につい

てご意見をいただき、その後で基本計画の工程表について、これはまだイメージと

いうことでございますけれども、これに関するご意見をいただきたいと思います。  

 基本計画の案についてのご議論でございますけれども、本日は特に頄目を区切る

ことはせずに、自由に意見交換をしていただいてはどうかというふうに思います。

これまで既に２回、骨子あるいは原案について議論を重ねてきておりますので、本

日は全体を通してご議論いただければありがたいというふうに思います。どの部分

からでも結構でございますので、ご意見をお寄せいただければと思います。  

 安髙委員どうぞ。  

○安髙委員  22ページのウの農業団体のところなのですが、ちょっと私として用

語の理解ができない部分かもしれません。「ウ 農業団体」と書いてありますけれ

ども、工程表なども含めてほかを見ましたときに、「農業者団体」と「者」が入っ

ているときもあります。ここで「農業団体」というのはどうなのかなと。  

 いろいろな内容から見ますと、「農業団体」の表示でいいのか、「農業者団体」

がいいのかわかりません。けれども、もしこのウの中に含まれるのが、例えば農協、

あるいは農業委員会、ともに含まれるとするのであれば、この文章の中にきちっと

主語を示していかなければわかりにくいかなと。  

 「取り組む」とか、「構築し」とか、「主導」しとか、かなり内容のある部分で

ございます。もし農協というのも含むものであれば、農協、農業者団体には需給調

整という役割もあります。これを本当に進めていくのであれば、将来的には農協法

の改正も視野に入れた農業政策をイメージしておかなければいけないのではない

かという問題点に広がっていきます。  

 農業団体と農業者団体の言葉の使い方、それで、このウの中ではいろいろな役割

がありますが、例えば農業委員会が含まれるのかどうなのか。どこの部分がどうな

のか。その辺の説明がいただけるならお願いいたします。  

○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。  

 増田委員、その次に長谷川委員の項番でお願いいたします。  



○増田委員  前回気がついて申し上げればよかったんですけれども、今日初めて、

ちょっと１メートルぐらい離して読んでみて気がついてしまいましたので、申し上

げさせていただきます。  

 41ページの「女性の参画の促進」のところなんですが、家族経営協定の締結の促

進、それから女性認定農業者の拡大と、こういう言葉が入ったということはとても

良かったと思っております。ところが、その２段落目なんですが、「一層の参画の

ための環境整備として、女性の起業活動を促進」等々と書いてあるんですけれども、

環境整備と考えました場合に、ここにどうしても育児支援とか介護対策という言葉

が入って、そのことを支援するとか推進するとかというふうにしないと、女性が農

業にさらに積極的に参画して役割を果たすための土壌整備をぜひ書き加えていた

だきたい。  

 それあって後、初めて起業活動の促進のための研修なんかが可能になるわけなの

で、当然これは、前回、その前の回ぐらいで気がついているべきだったんで、遅く

なりましたけれども、お願いでございます。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、長谷川委員どうぞ。  

○長谷川委員  私も今頃と言われそうなんですけれども、情報ということにつき

まして何度か発言させていただいておりますし、ほかの委員の先生方からもいろい

ろとご指摘があったかと思うんですけれども、その視点で読んでみますと、消費者

への情報提供、表示規格、リスクコミュニケーション、いろいろ書いてありますし、

それから農業構造改革のための情報通信政策ですとか、それも書いてございます。

それから生産者への情報提供というところでも書いてあるんですけれども、情報と

いうことが頄としては取り上げられていないんですね。  

 今、頄で取り上げろと言っているわけではないんですけれども、52ページの「透

明性の確保」というところで、ここはかなり情報のことが踏み込んで書かれている

のかなというふうに思うんですが、私は、透明性の確保だけではなくて、情報とい

うものをもう尐し、戦略的にと言うと言葉が悪いかもわかりませんけれども、表現



ですとか、提供の方法ですとか、手法についても見直しながら、よりわかりやすい

情報提供をしていくべきだというふうに考えておりますので、ここを申し訳ないん

ですが、もう尐し書き込んでいただいて、そういう表現を入れていただけたらとい

うふうに思います。  

 以上です。  

○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。  

 それでは、森本委員どうぞ。  

○森本専門委員  若干、表の見方を教えていただければと思います。13ページと

16ページに食料消費の推移と生産の推移という２つの表があるわけですが、これと

これが大体リンクしているんですかね。16 ページの野菜等を見ておりますと、大体

15年度から 22年度に 200万トン程度上昇するような話になっております。また、

果実に関しても 63万トンですね。そこの数字の出し方というのは、これは自給率

に照らし合わせた数字の出し方になるわけですよね、当然これは。ということは、

この 200万トンという数字がやはりちょっとわかりにくいなと。  

 だから、200 万トンというと大体どのくらいの面積で、どの程度今から努力する

と大体 200万トン増やせるのかなというのが、私達の感覚でいくと、この 200万ト

ンという数字はすごく何か大きいなというような感じを、ちょっと表を見ていて思

いまして、だから、食料消費の推移は、結局、野菜の場合を見ますと 95から 108

ですので、ここで 13 程度伸びているわけですね。それは結局、200 万トンとイコー

ルになるというふうに数字としては見なければいけないということなのでしょう

か。その辺のところをちょっと教えていただければと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、このあたりでいくつかご質問、あるいは修文ができればお願いしたい

というような、こういう点がございましたので、事務局の方からございますでしょ

うか。  

○今井企画評価課長  まず、安髙委員からありました 22ページの農業団体、こ

こにつきましては農協が入っているのかというご指摘でしたけれども、当然といい



ますか、農協が入ったものとして記述しております。農業委員会も当然ここの中に

含めて記述しておりまして、表現ぶりは、ほかのところにも農業団体と使っている

ところもありますので、ここを農業者団体という表記にするのか、主語を入れてい

くのか、いずれにしても、統一的に入っているということがわかるような格好で措

置していきたいと思います。  

 増田委員から、41 ページのところでありました女性の参画の条件整備に関連いた

しまして、育児、介護等の対策まで含めてというところは、なるべく書き込むよう

な方向で文章を検討してみたいと思います。  

 長谷川委員の方からありました情報提供のところにつきましても、具体的には、

52ページのところで書いてはどうかというご示唆までいただきましたので、この透

明性の確保のところで、基本的にはもう尐し記述が充実できるような方向で検討し

てみたいと思います。  

○生源寺部会長  それでは、生産局の方からお願いいたします。  

○染生産局審議官  野菜の生産を例にとっての話でございますが、今、森本委員

ご指摘されたのは、実はこれ平成 15年と、現行の基本計画の平成 22年の目標の方

でありますので、当然のことながら国内の野菜の消費量も減ってきたと。一方、野

菜産地の高齢化等に伴いまして国内生産も減ってしまったということで、平成 22

年の目標には、とてもではないけれども届きませんという数字になっているわけで

あります。  

 そういう意味で、今後のお話として申し上げた方がいいのかなという気はするん

ですが、そういう意味で今後のお話の方は、望ましい消費の方は 24ページであり

まして、それと一方で、それに伴う国内生産の方は 27ページになっておるわけで

あります。  

 それで、ここで例えば野菜の消費、24ページをご覧になっていただきますと、平

成 15年が 95キログラム、それで平成 27年、今度の目標が 100キログラムという

ことで、野菜の消費拡大、例えば若年層で野菜の消費が減っているということで、

極めて難しい面があるんですが、消費拡大の努力等によりまして、現在の 95キロ

グラムを 100 キロまで持ち上げていきたいというふうに考えております。  



 それで、一方で国内生産の方は、27ページで野菜の欄をご覧になっていただきま

すと、平成 15 年が 1,286 万トン、それで平成 27 年が 1,422 万トンということで、

これでも 140 万トンか、その辺の増加を見込んでおるということでございます。  

 それで、いわゆる消費の方のトータルは、結果としては横ばいになっていくとい

うような見込みでありますが、生産の方は、現在、加工なり業務用にとられており

ます野菜の需要を、国内生産の生産性を上げるとか、あるいは高品質なものをつく

っていく。さらには、外食産業なり加工産業との結びつきを図りながら、農業サイ

ドにおいても一次加工みたいなことをやっていったり、あるいは定時定量的な生産

が求められておりますので、いわゆる地域が連携したリレー出荷をやるとか、そう

いうことによって野菜の生産を増やしていく。結果として、現在の自給率 82％を

88％まで持ち上げていくというふうな、将来の方向性をつくっておるところであり

ます。  

 それに伴いまして、当然野菜の作付面積も、29ページに 46万 haから 49万 haま

で増加しますというふうなことで、当然 46 万から 49万 haに、３万 haしか増えて

おりませんので、その上の第６表の方をご覧になっていただきますと、野菜の 10

アール当たり収量が 2,700キログラムから 2,810キログラムということで、反収向

上もこれまた図っていくということで、先ほど申し上げたような姿を実現していく

ということを考えております。  

○生源寺部会長  森本委員どうぞ。  

○森本専門委員  将来的な自由化を視野に入れた話も当然出てくると思います。

それと、平成 15年度の 1,286 という数字と平成 15年度の 95という数字の、ここ

の関係をちょっと教えていただきたいんですが。だから、平成 15年 95キロ食べた

ら 1,286という数字になるのか。そこの数字がイコールで結ばれていて、将来的に

100になると 1,422という数字になるという見方をしなければいけないのか。２点

ですね、自由化の問題を。  

 だから、自由化の問題の後に若干１点つけ加えてほしいのは、ただ、言われるこ

とはわかりますけれども、やはりこれは、将来的に株式会社あたりの参入も視野に



入れた数字の出し方ではないのかなというような気もいたしますけれども、その辺

のところもちょっとご返答できればと思います。  

○生源寺部会長  お願いいたします。  

○染生産局審議官  13ページの野菜の、例えば平成 15年の１人頭の 96キログラ

ムというのは、これを人口掛け算いたしますと、かなりの数字になってくるわけで

ありますが、実は、平成 15年で国内生産の物流的な野菜の自給率は 82％です。そ

の 82％分が 16ページの 1,286に相当するということでございます。ですから、い

わゆる需要量の方は当然のことながら、輸入品と国産品、この辺トータルの数字で

需要量を見ていると。一方、16 ページの方は、これは国内生産だけでありますので、

先ほど申し上げた 82％分が、国内生産として 1,286万トンという数字になっておる

ということであります。  

○生源寺部会長  よろしいでしょうか。では、とりあえずそういうことで。  

 それでは、立花委員どうぞ。  

○立花専門委員  私の方は、このところ海外出張等があって、３回ばかり部会の

議論を失礼させていただいて、議論のまとめに貢献できなくて申し訳ないと思って

いるんですが、今日ちょっとまた中座させていただくものですから、早目に発言を

させていただきたいと思っております。  

 私も、基本計画のドラフトを読ませていただいた、個人的な、あくまで印象でご

ざいますが、果たしてこれは、読み手である農業者からはどういうように受けとめ

られるのかなと感じました。役所から見た行政の施策としてはこれでそれなりの評

価というか、前進として私は評価いたしますが、読み手である農業者からこれがど

う受けとめられるかという点も、私、尐し頭に置いて読ませていただいたわけです。

これはどうしてもやむを得ないというか、若干私も、ないものねだり的な感じもす

るということを前提に申し上げるわけですが、改革を実現した後の農業のダイナミ

ズムというか、あるいはこういった改革に向けた躍動感というか、そういうものが

正直言うと伝わってこないといいましょうか、そんな感じを受けたわけです。  

 そもそも農業は、潜在的にまだまだ、こういった構造改革を通じてイノベーショ

ンの余地が非常に大きい、可能性に富んだセクターという評価もできるわけで、そ



の辺がどうも正直言って、全体を通読した感じでは、なかなか思いが伝わってこな

いなという感じがいたしました。  

 農業者の方々を中心に、これから具体の取組が現場現場で始まっていくわけで、

そのときにこういった農業構造改革によるダイナミズムというか、躍動感というか、

あるいはその背後にあるイノベーションの可能性とか重要性とか、そういった点を

ぜひ強調して、農業者の方々が展望を持ちながら、もちろんそれは選択と集中とい

うのが前提ではありますけれども、そういったことが必要かなという感じがいたし

ました。  

 それともう一つは、そういったイノベーションの可能性に関連して、資料でたし

か反当たり収量ということが、29ページですか、出ていました。平成 27年ですか

ら、2015年ですね。あとこれから 10年先ということで、水稲とか小麦とか、大麦・

はだか麦とか、甘しょ等々入っていますが、案では非常にマイルドな印象を受けま

す。  

 従来、コメについては、輸出の可能性がほとんどなく、どうしても減反というこ

とで、反当収量を増やすことよりも、減反の消化というのが先だったということで

やむを得ない面があると思うんですが、攻めの農業ということで輸出ということも

ぜひにらみながら、いろいろチャレンジしていこうという非常に前向きのトーンが

出てきているだけに、私はこれを見ていて随分マイルドだなと思いました。  

 それに関連して、これは農業の現場での反当収量、実際の農業生産での反当収量

ですが、その背後にある農業技術の方の可能性といいましょうか、やはり品質改良

とか、あるいは、これから可能性の高い機能性食品の開発とか、いろいろそういっ

た点があるのですが、その裏づけになる具体的な、農業者の方々もああそうかと、

そういう技術的な裏づけがあるんだなということが理解してもらえるような研究

開発といいましょうか、品質とか反当収量などの技術的な最大限の可能性の追及と

いいますか、そういう面がもう一つあると思います。  

 あるいは、それに対して国の、農業技術の場合は、どうしても国の研究機関か、

地域の大学等が中心にならざるを得ないと思いますけれども、そういったところの

可能性を示しながら、やはり農業と現場の方々とどう連携していくのか。そういう



点がみえると、そういったダイナミズムといいましょうか、躍動感といいましょう

か、あるいはイノベーションの可能性といいましょうか、その辺がもう尐し農業の

現場でも現実感を持って捉えていただくことができるのかなと、そんな印象を持っ

た次第でございます。ご参考までに申し上げます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかいかがでしょうか。  

 それでは、村田委員どうぞ。  

○村田専門委員  前回まで２回にわたって、環境保全を重視した施策がなぜ農政

改革の基本的視点として必要かということを述べさせていただきました。そしてこ

の７ページに、我が国農業が持続的に発展していくための道であるというふうに入

れてくださったことで、かなりわかりやすくなったと思います。  

 三たびなんですけれども、なぜ私がそういうことを強調するかということについ

て、改めて意見を述べさせてもらいたいと思います。  

 ここに尐し書いてあるんですけれども、地球の温暖化だとか、そういう環境保全

策というのが今世界的に求められているから農業もいった程度の、ミーハー的と言

うと大変失礼ですけれども、環境、環境と言うから農業も環境のことをちゃんとや

ろうかという、そういう程度の、そういう要請で環境保全政策が必要だということ

を言っているのではないわけですね。それからまた、個別の独立した農業環境政策

をちゃんとやれということを言いたいわけでもない。もちろんそれは必要なんです

けれども。そういうこともさることながら、やはり農政全般に環境という視点が欠

かせないということを私は言いたかったということです。  

 例えばということで申し上げたのは、消費者だとか外食産業が望む、需要者の望

むそういう農作物というのは、やはり農薬だとか化学肥料を控えた環境保全型農法

でつくったものであること。それから、低価格を武器に輸入圧力を強めている輸入

農産物に対抗するには、やはり農産物の生産履歴を開示した、環境農法をうたった

トレーサビリティというのが有効であること。それから、主業として農業生産に熱

心な農家ほど、農薬や化学肥料を控えるなど、農業本来の循環的機能の発揮に熱心

であるというようなことから、農業環境政策の推進がやる気のある担い手の育成に



つながるという構造政策ともリンクしているんだと。そういうことを私、例として

挙げさせていただいたわけです。  

 なので、この環境保全を重視した政策というのは、環境、環境と言っているから

農業もという、そういうことにとどまらないということを改めて農政を担当する方

に認識していただければということで、重ねて意見を言わせていただきました。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、秋岡委員どうぞ。  

○秋岡専門委員  ３つほど教えていただきたいんですけれども、１つ目は、今回

の大きな流れとして、農業の中に新しい経営のセンスだとか、そういう新しいもの

を入れていきましょうという流れが１つあると思うんですけれども、それに関連し

て、例えば農業生産法人に、そういう新しい農業のための新しい人材をどういうふ

うに入れていくのかなと。  

 これは農業基本法とかに書いてくださいということではなくて、単なる質問なん

ですけれども、例えば、日本の今はもう世界に冠たる大企業と言われているところ

も、立ち上がりは、意外とその技術に強い何とかさんと、実は何とかさんという参

謀がいて財務は全部見ていたとか、あるいは、何とかさんの会社と言われているが、

実は販売は何とかさんという人がやっていて、あれは、世間ではカリスマがあの人

と言われているけれども、実は二人三脚で分担して大きくなったんだよという会社

は物すごくありますよね。そうすると、これからの農業生産法人というのも、農業

のプロと経営に割と詳しい人達がどういうふうに、二人三脚とまではいかなくても、

その新しい人材の知恵を農業生産法人が自分達の組織とか、特に経営の意思決定な

んかのところにどう入れていけるようになるのかなという、この先の具体的な問題

としてちょっと疑問があって質問したいんです。  

 というのも、先ほどご担当の方に、農業生産法人とか何かそういうのの法律をち

ょっと法律を読んでいただいて、知識がないので半分もよくわからなかったんです

けれども、多分何となく感じとしては、今の農業生産法人みたいなものは、農業者

の方を中核としてなるような組織のように法文はなっているんですけれども、今も



必ずしも部外者の人が農業生産法人の役員になれないということではないんです

が、こういう流れの中でもっと積極的に外部の、例えば財務だとかマーケティング

だとか流通だとか、むしろ農業のプロではないけれども、そういうのにはすごく知

識があるという人達を積極的に農業の側で受け入れていくような、新しい仕組みづ

くりをしていくお考えがあるのかなというのをお伺いしたいのが１つです。  

 例えば、今だと一般の事業会社なんかでも、これは新しい人材というよりも、む

しろ社会からの声を聞くみたいなことで社外取締役の制度をつくったりとか、ある

いは委員会制度を取り入れたりということで、会社というのは常に、組織というの

はそのときに合わせてどんどん変わっていっていると思うんですけれども、今回の

農業基本法の改正で新しい農業の流れが生まれる中で、人という問題について、農

業生産法人の側から何か新しい動きをつくっていくようなものはあるのか。  

 例えば、今回の中にコーディネーターをリスティングするといっても、リストを

つくっても、つくるのは簡単なんですけれども、そこから先がどういうふうになっ

ていくのかな。逆にそのリストをつくる、農業の側でこういう人をたくさん、何か

手伝ってもらいたいんだというのはよくわかるんですけれども、逆にコーディネー

ターになる人の立場からしたら、この職業に、例えば農協さんとか社内で仕事をし

ている人はいいですけれども、むしろ独立してこれを自分のなりわいとしていこう

という優秀な人があらわれたときに、その人達がこのコーディネーターという仕事

で、どれだけ安定的に仕事ができるような仕組みをつくっていくのかというのがな

いと、人材の活用ができないと思うんですね。  

 それも、農業生産法人に役員として参加するという方法もあるかもしれませんし、

今だと、例えば派遣という形で、ある程度中間に業者の人が立って、安心な先を選

んでくれて、安定的にある程度社会保障制度の面倒を見てくれるみたいなものが、

例えば現行の農業の方の法律と、あるいは派遣法なんかの関係で、将来的にうまく

そういうような中間業者もできるのかというところも何となく視野に入れていか

ないと、リストはできたんだけれども、その人達がうまく働かないとなるともった

いないと思うので、その辺何か、こんなふうになりそうですよというのがあれば教

えてください。  



 ２つ目の質問は、株式会社の農業産業についての質問なんですけれども、意欲と

能力のある者を迎え入れるというふうになっていて、それはそれで別に異論はない

んですけれども、むしろ効率的に迎え入れるための、また仕組みなんですけれども、

仕組みはどうやってできていくのかな。  

 例えば、意欲と能力があって、新しく農業に参入したいという株式会社が、今こ

こだったらこういう農地がありますよとか、そういう情報をどこまで手に入れるよ

うな仕組みができていくのかな。それがないと、来ていただいても結構ですよとい

っても、入りたくても、逆に入る側の立場に立ったときに、入れるような情報だと

か、何かそういう環境が整っていくんだろうか。  

 これはちょっと農地とは別の世界なんで、これがいいという意味ではないんです

けれども、例えば今、これは投資物件ですけれども、一般の不動産の場合は、５年

ぐらい前から規制緩和されて、ネットオークションみたいなものがすごく一つの取

引業態として持っていて、ネットを使うことによってその物件に関する情報を公開

するとか、入札のプロセスが全部公開されるということで、取引を情報をみんなに

知らせて、しかも公正に逐一知らせるということで伸びてきているんですけれども、

もちろん農地をオークションにかけろということを言っているわけではなくて、例

えば株式会社が参入するときに、農地の問題一つとったときにどれだけ情報が公開

されているのか。  

 例えば、農業委員会とかが中心となっていろいろ農地の集約化とかされるんだと

思うんですけれども、普通の会社は日本全国の農業委員会にネットを持つというこ

とはなかなかできないので、特に知り合いがいなくてもと言うと変ですけれども、

何かそのあたりはどういうふうに、参入する側にとってはどんな体制が整うのかな

という質問が２つ目です。  

 ３つ目は、最後に都市農業についての質問なんですけれども、これから農業の施

策というのは担い手に集中をしていって、担い手というのは法人化、あるいは、そ

の集落を基礎とした営農組織で法人化しているものが望ましいみたいな感じだと

思うんですけれども、私は、都市農業は国分寺とか三鷹しか見たことがないのでわ

からないんですが、例えば都市農業という場合に、そういうところの農家が全部法



人化されていれば、多分農業施策の受け手としては問題ないと思うんですけれども、

そうではないから集落でといったときに、ああいう都市近郊の地域というのは、何

か集落とイメージしているものとも全然違って、特に農業基本法の中でも、都市農

業については「住民も参加して都市農業」という言葉があって、そうなると、その

他地域の集落営農というものとだいぶ何か成り立ちが違うのかな。  

 そういうときに都市農業を現在営んでいらっしゃる方というのは、例えば、都市

と農村の共生・対流というときに大事ですねと言われている一方で、農業政策の受

け手としては、どんなふうにして施策を受けていけるようになるのかなというのが

ちょっとよくわからなかったので、ざっくりとしたイメージで結構なんですけれど

も、教えていただければと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかいかがでしょうか。  

 それでは、山田委員どうぞ。その後、大庭委員。  

○山田臨時委員  申し上げたいことの１点は、基本計画に工程表の考え方を盛り

込みまして、これらの管理をしっかりやっていくということが書かれているわけで

あります。工程表そのものは、今後さらに具体的に詰められるということでありま

すので、しっかりした工程表をつくってほしいということであります。  

 いずれにしろ、今後、工程表を関係者がしっかり踏まえていけるものにしていく

ことと、もう一つは、毎年の検証を行って翌年以降の施策に反映するということで

ありますので、当然これも、書いた以上はしっかりやっていこうということだとい

うふうに思いますから、そのことを本当にしっかりやらなければいかんというふう

に思っております。  

 もう１点は、施策の具体化に当たってということで、何カ所かにわたりまして「地

域の実情を十分勘案し」という文言を入れていただいているということであります。

基本計画のあり方について、いろいろな議論をしてきたわけですから、その中での

一つの重要な判断だろうということで評価したいというふうに思いますが、地域の

実情を十分勘案するというのを書いただけに終わらせないで、確実にやっていくこ



とが必要になるわけで、とりわけこの夏から秋にかけまして、経営安定対策の対象

にかかわる担い手の基準づくり等の議論が始まるわけであります。当然地域で、こ

れは我々も含めまして、農地の集積を含めて、集落営農づくりも徹底してやって、

多様な担い手づくりに全力を挙げるということであるわけですから、それらの努力

や、それから多様な地域の実態ですね、それこそ多様な地域の実態を踏まえて、基

準づくりが進められるということにしてもらわなければいかんというふうに思っ

ておりまして、書いただけにならないように、しっかり推進してもらいたいという

ふうに思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 ちょっと申し遅れましたけれども、工程表について、しばらく後でご議論いただ

くということで最初ご案内いたしましたけれども、早目にご退席になる委員の皆さ

んにつきましては、特にこういう区分にこだわることなくご発言していただいて結

構でございます。  

 それでは、大庭委員どうぞ。  

○大庭委員  11ページの中間にございますけれども、日本型食生活、これが、栄

養のバランスが大変優れたと書いてございます。これを読みまして、私は大変疑問

に思いました。それでは、ほかの国の料理というものはバランスが悪いのかという

考え方になりますよね。  

 特に最近、ＢＳＥの問題が非常に長引いております。私どもホテル業界におきま

しても、ここ何十年間といいまして、子牛の骨を野菜と焼いてフォン・ド・ボーと

いうソースをつくりました。これがすべての肉料理のベースなんですね。最近は健

康面から、あるいは地球環境から見た燃料の節約、そういった面から、ブイヨン・

ド・レギュームというソースに変わりつつあります。これは九州のあるメーカーが

開発したフォンですが、フォンというのはだし汁という意味なんですけれども、こ

ういったものがだんだんと現場にも入ってきました。  

 これを見ますと、やはりこれからは健康志向、つまり食べて元気になるというよ

うな食料が大事だと思っております。特にＢＳＥの関係上こういった……ご承知の



ようにアメリカの畜産関係は、25％という非常に高いシェアを占めております。こ

れが何年間もずっとないわけですから、現場では非常に苦労をしている。また、お

客さんの方の嗜好もだんだん変わってきてしまいました。時代の進歩というのは、

どんどんそれを追い越していってしまったんですね。つまり健康という一つのスロ

ーガンが出てきました。それから、今年から京都議定書というのが出ましたけれど

も、そういったいろいろな面から野菜の需要というのは見直しております。  

 先ほどのお話にもございましたように、野菜の消費というものはこれからどんど

ん増えると思います。何カ月か前に私は、ブロッコリーの話をしました。おそらく

ここにいらっしゃる方は、ブロッコリーの色が変化したのを見た方がいないと思う

んですよね。10年ほど前は、煮過ぎたり、あるいは常温に放置すると、ブロッコリ

ーというのは色が変わってしまっていたんです。ところが今のブロッコリーは、い

くら煮ても、いくら常温に置いておいても、腐らない限り色の変化がありません。

これを見まして私は一つの鐘を鳴らしたんですが、この鐘は、本当にこれからの国

民の健康、あるいは小さな子供達のいろいろなことを考えますと、非常に大事なこ

とだと思っております。  

 そんなわけで、そういった時代の変わり方というものが早過ぎて、ＢＳＥの解決

に追いつかない。いつの間にかＢＳＥという一つの大きなテーマが忘れられてしま

った。これはやはり、一刻も早くこういった問題を解決してほしいと思っておりま

す。  

 それから、野菜のこういった消費の変化といいますか、ここに書いてあるように、

平成 27年度には約 20％のアップというものではなくて、もっと大きな野菜の消費

があると思います。その根拠となるものは、正確な数字はわかりませんけれども、

やはり国民の要求が健康、いわゆる安全と、そして、食べて元気になるというとこ

ろにあるのではないかと思っております。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、このあたりで事務局の方からコメントをいただければと思いますが。

どういう項番でしますか。  



○今井企画評価課長  まず、立花委員からご指摘があった点ですけれども、こう

いう基本計画、どうしても長くなったり、そういうこともあってポイントがわかり

づらくなってしまう面があるわけですけれども、ご指摘のとおり、つくった以上は、

対象者に内容を正しく伝えて、具体的な取組に結びつけていく必要がありますので、

我々といたしましては、閣議決定がされた後は、対象者を、読み手を想定した上で

わかりやすいパンフレットを作成して、その周知徹底に取り組んでいこうと考えて

おりますけれども、それについては役所だけが取り組むのではなくて、農業団体で

すとか、地方公共団体ですとか、消費者団体ですとか、いろいろな団体ごとに関心

事頄も違うでしょうから、そういった各団体の主体的な取組もぜひお願いしたいな

と考えているところでございます。  

○生源寺部会長  それでは、西川事務局長、お願いいたします。  

○西川技術会議事務局長  イノリューションのお話、皆様にかかわるところでご

ざいます。収量性についても、現場と試験所との違いがあるんだろうけれどもとい

ったようなお話でございました。  

 今、例えば収量水準にしても、ここで出している収量水準というのは、現場でど

れぐらいの水準ということになっておりますので、試験所レベルでいきますと、今、

私どもが持っておりますもので一番高い、例えばお米について収量性を示すものは、

ここに書いてあるやつの３割以上の水準のものはありますが、ただ、食味とかそう

いう関係もございまして、まだ現場にはそれが、食用としては普及しないといった

ようなものはあります。  

 あと、私ども、本文では 45ページから 46ページに技術開発のところを書いてあ

るわけでございますが、さらに細かいものは、技術展望という格好で、後ろの参考

付表ということで整理しておりますけれども、ここでお示ししているのは、比較的

と言うとちょっと正確ではないと思いますが、研究サイドから見て非常に確実性が

高い技術開発ができるというものを、それともう一つ、比較的わかりやすいものを

ここでお示ししております。  

 確かにこれからの農業の可能性というのは、私も非常に高いと思っておりますが、

その部分は、参考付表の６ページの先端技術の活用というところで比較的あっさり



書いておりますが、この中身は、実は大変希望に満ちたものがあるというふうに思

っています。  

 今尐し説明させていただきますと、例えば新品種開発につきましても、イネゲノ

ム開発が、改良が行われて、このゲノム解読の過程で、マーカー育種法といったも

のがもう既に実用化されています。これを使いますと、従来 10年かかっていた品

種開発が５年とか、極端な場合、コシヒカリに耐冷性を持たせるみたいなものがも

っと短くできるかもしれないといった可能性もありますし、もちろん機能性のとこ

ろをいえば、いろいろな機能性を導入できるような、これは組み換え技術になりま

すけれども、そういうものもできるということで、将来に向かっては大変いろいろ

なものが期待できる分野ということで、この先端技術のところでは、収量性、機能

性を飛躍的に向上させた作物開発といったような格好で一忚示してあるというこ

とでございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、経営局の方からございますでしょうか。  

○須賀田経営局長  秋岡委員の方からいくつかご質問がございまして、農業生産

法人を例にとられて、新しい経営、人材のあり方という問題がございました。  

 おっしゃいますように、今後の農業経営を考えていく上で、従来まで足りなかっ

た視点。これはほかの産業ではもう当然のことなんですけれども、マーケティング、

販売、それから経理、財務の健全化、経営の多角化。特に雪の降るような地域では、

冬場どのように営業をしていくかというような問題がございました。そういう視点

を取り入れた経営を、法人経営の方で、みずからやっておられるという方は多々ご

ざいますけれども、今後特にそういう面で、他産業で、他産業といいましても、食

品産業であるとか、金融機関であるとか、そういうところで十分仕事に従事された

方の経験を農業経営に活かしていくということが、重要になるのではないかという

ふうに思っております。  

 そういう意味で農業生産法人を視野に入れておりますけれども、集落営農という

ものがいろいろ方々に出てまいります。集落営農を組織化するに当たっては、どう



してもそういう他産業経験者で経理のできる方、経営能力のある方が中核になって

やると、非常にやりやすいという実例もございました。  

 何回かここでご議論いただきましたけれども、ＬＬＰ、有限責任事業組合という

のがございますが、そういうような制度を活用して、新たな経営のための組織化と

いうようになってくると思います。それが同時に、ガマナンスの問題も解決する方

法というふうに思っております。  

 それから、コーディネーターの話がございました。地域の農業、ここの地域はど

ういうふうに将来発展させるべきかと。ここの経営を、主業的な農家がおれば、そ

れを中心に発展させるべきか。あるいは、集落営農等を組織化して、そのためにこ

ういう仕組みをつくってやったらいいではないかという、いわゆるコーディネート

する役目の方なんです。  

 この育成に当たって一番頭が痛いのは、協会に指摘されましたように、その人の

報酬というんでしょうか、収入をどのように確保していくかという問題がございま

して、現在のところはうまい手法がございませんので、私どもは、予算措置でそう

いう人達の活動を支援する道を現在はとっているわけでございます。  

 それから、都市農業のお話がございました。都市農業は千差万別でございますけ

れども、例示されました三鷹とか国分寺といった、いわゆる都市的な地域内の農業

でございますと、そこの農業はどういうことが期待されているかといいますと、基

本計画の 50 ページのイ、都市及びその周辺の地域における農業の振興ということ

で、やはり都市の中で、集落がもちろんありませんので、集落営農というのは考え

られないわけでございますけれども、都市の住民から見ますと、災害に備えたオー

プンスペースだとか、あるいは緑地空間の提供だとか。あと住民から見ますと、そ

ういう役割。  

 さらには、生鮮な農産物の直接販売とか体験農業、こういった役割が期待されて

おりますし、一般の農業地帯の農業と違いまして、消費地に非常に近い。ちょっと

行けば消費者がいっぱいいるという非常に有利な点がございますので、ハーブだと

か花卉、盆栽といった、通常の農業ではやれないような農業形態もあるわけでござ

います。  



 ただ、大きく見ますと都市地域でございますので、将来は都市化、宅地化が予定

されている地域でございますので、将来に向かって持続的に農業をしていただける

というような、そういう政策を受けてという位置づけは非常に難しかろうと思って

います。ただ、三鷹、国分寺、さらに出ますと、農業地帯が広がっております。そ

れは通常の農業地帯でございます。普通の政策の適用されるところとなろうかと思

います。一概に都市農業といっても、いろいろあろうかというふうに思っておりま

す。  

 株式会社が参入する場合の情報でございます。全国農業会議所に農地情報はござ

いますし、たしかインターネットでも農地の情報は提供をさせていただいておりま

す。いきなり株式会社が農業というよりも、最近は生産者サイドの食品産業との結

びつきというのを要望しておりまして、例えばフランチャイズ制でやりたいとか、

そういう連携強化といったようなことも、生産者サイドから要望もございますので、

その結びつきのための予算というものも私ども組んでおりまして、そこからさらに

農業経営へという道が一番自然なのではないかというふうに思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、農村振興局からお願いいたします。  

○川村農村振興局長  農村振興局も都市農業の関係の振興策ということで関与

しておりますので、ちょっとご説明いたしますと、今、須賀田局長が言ったように、

都市農業と一口に言っても、非常に広い地域でございます。112万ヘクタールの農

地がございます。都市的地域という特殊な区分になっておりまして、この中には当

然、農業の振興を今後とも長期的に図っていくべきところと、それから、いわゆる

市街化区域といって、今後 10 年以内に原則としては市街化を図っていくという農

地もありまして、これは大体 10万ヘクタールちょっとあります。  

 このところはもう長期的な農業的投資ということはできませんので、基本的にソ

フト的な、例えば病害虫の防除でありますとか、研修であるとか、あるいはビジョ

ンづくりとか、そういうものが 50ページにも書いてありますけれども、そういう

施策はしていくということでございます。ただ、それ以外の交流でありますとか市



民農園とか、そういうものが結構盛んでありますので、そういった交流事業ではハ

ード的な支援もやっていくと、こういう考え方で臨んでおります。  

 ちなみに、都市的地域の面積は全体の 24％、農業算出額は 29％という意味で、

非常に都市近郊まで含めた地域ですので、広義の都市農業はそういうことです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、消費・安全局長からありますか。  

○中川消費・安全局長  大庭委員の方からご質問とご意見がございました。日本

型食生活との関連で、他の国の栄養バランスはどうかということでございますけれ

ども、北米あるいはヨーロッパといった、いわゆる先進諸国におきましては、脂質

の摂取過多というのが大なり小なり問題になっておりまして、こういった点を改善

するために、それぞれの国で日々の食生活を改善するための取組の一環としまして、

フードガイドというふうな、一見して何をたくさんとればいい、こういったものは

摂取を尐なくした方がいいというふうなことを実践するためのツールといいます

か、そういったものがつくられております。  

 日本におきましては、最近ではこういった欧米型の食生活にやや傾いておりまし

て、脂質の摂取過多、それから炭水化物の摂取が尐ないという問題が浮き出てきて

おります。日本型食生活は、昭和 55年当時の、米を中心にして魚あるいは肉類、

それから野菜というものが大変バランスよくとられていた時代がございました。そ

れが残念ながら、今は尐しバランスが崩れてきているということで、こういった

日々の実践に結びつくような、そういった取組が必要ではないかということでござ

います。これが、日本型食生活の実現を図る上でというふうな記述になっていると

ころでございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、そのほかご意見、ご質問等ございますでしょうか。  

 安髙委員どうぞ。  

○安髙委員  先ほど立花委員から、読み手といいますか、農業者から見てどう受

けとめられるのかというご発言がございました。農業現場から見て、この答申とい

うものが現実感を持つのだろうかと。文字を追っていきますと、やはり状況を書い



て、背景を書いて、課題を書いて、検証を書いてといきますと、ポイントがどこに

あるのだろうかという気がします。  

 ずっと１年間この議論に加えていただきまして、私なりの理解は、骨は国際規律

が強化された。自由貿易の流れなんだと。その中で競争力を強化しなければならな

い。そのための政策転換であった。この政策転換は大きな転換なんだ。これが骨か

なと思っております。けれども、農業者に今説明しただけでも、私は、農業者は素

直にすっと受け取らないと思います。そういう意味では、何か一言に集約する必要

があるのではなかろうかと。  

 必要がありますよだけでは、委員として役割を果たしたような気がしませんので、

私なりに一言でまとめてみます。例えば「世界に通用する競争力のある日本農業へ」

という一言でも、この全体をまとめるような、そういう括り方をしていかないと、

農業の現場に説明していくときには、ただただ混乱を生む可能性もあるかなと思っ

ております。  

 以上のように感想を持っております。  

○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。  

 平野委員どうぞ。  

○平野委員  特にこれをつけ加えてほしいという意見ではございませんでして、

感想なんですけれども、４ページの多面的機能や農村に対する期待という、これは

（４）のところですね。短い言葉ですけれども、大切に扱ってくださいまして、こ

れらのことを今まで申し上げておりました私としては、大変うれしく思います。  

 特に最後の行の方にあります、農業体験や防災等の面での役割に対する期待が高

まっており、これを踏まえた施策を展開していく必要があるという、ここの部分な

んですが、自然災害の多い日本で、自然と向き合って農業というものをつくり上げ

てきたその日本が、その経験を蓄積し、未来に伝えたり、また時として他国にもそ

れを紹介していくことができるような施策を、積極的に展開していただければと思

います。  



 それからもう一つは、全体的なお願いなんですけれども、皆様既にご承知のとお

りなんですが、同じ言葉でも、読んだ人がそれをどう受けとめるのかということに

ついては、受け手によってイメージがそれぞれ違うと思います。こういった基本計

画の文章は、受け手による違いやぶれを最小限にとどめるようにつくられていると

は思うんですけれども、それでも、ここの委員会に出席した人達は、その一つ一つ

の言葉の裏に込められた思いというのをよくわかっている。しかし、この言葉だけ

で読んだ人がどういうイメージを持つかということについては、そのとおりに伝わ

るかどうか、実は尐し不安な面もございます。そこで、今日まで積み重ねてきた思

いが正確に、常に多くの人にこれからも伝えていくことができるようにするにはど

うしたらいいか、その手だてをぜひ考えていただければと思います。  

 キャッチフレーズのような言葉が出てきたときには、特に注意が必要なのではな

いかと。私も言葉というものに触れていて、常にほかのいろいろな場面でも思うの

で、お願いしたいと思います。それでないと、何年か後に、今日の思いを全く無視

して振り出しに戻ってしまうような動きが出たりとか、また、言葉の上では一見反

対のことを言っているように見えるけれども、目指す内容は同じであるという場合

が出てきたときに、混乱が起きてしまったりする場合があったら、大変不毛なこと

が起こると思うんです。こういったことは世の中よくあることなんですよと、簡単

に納得したくないんですね。  

 また、これらのことは、最近私自身、一般の方々、私の知人と話していても、政

策というものそのものへの不安定感を感じている人が多いような感じがします。そ

ういう意見によく出くわしますし、また、そのことから政策そのものへの不信感ま

で抱くという人もいるようですので、ぜひその言葉の奥底にあるこれらの、今回の

取りまとめの裏にちゃんと控えている私達の思いというものを伝える作業をお願

いしたいと思います。  

 以上です。  

○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。  



 それでは、基本計画工程表についてという、この資料に関するご議論でも結構で

ございます。全体を通してご意見をいただければと思います。  

 安土委員どうぞ。  

○安土専門委員  基本計画工程表の資料２の２ページ目なんですが、17年度のと

ころに、政府、農業団体、消費者団体等関係者による協議会の設立ということが書

いてあるんですが、等の中に入っていると言われればそれまでですけれども、ここ

にどうして食品産業が入らないのかという感じがします。  

 それから、食品産業という分け方もちょっと問題があるわけで、産業というのは、

ふつうインダストリーを指すわけでありまして、製造業を指しております。流通業

と食品産業とを分けた方がいいのではないかなと思います。今の段階では駄目なら、

先々はやはり産業と流通業と分けて、流通業の積極的な役割を分かりやすくしてい

ただきたいと思います。  

 ここでは、なぜ入っていないのかという質問でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、村田委員どうぞ。  

○村田専門委員  今回の基本計画に、工程管理という考え方が盛り込まれたこと

を高く評価したいと思います。今の基本計画にはこういう考え方がなかったわけで、

工程管理という行政手法の導入ということは、これまでと違った展開が期待できる

かなと思います。  

 既に農業の担い手については、集落営農の育成、法人化について、この席でも全

中の山田委員が、みずからの問題として取り組むんだということで、パンフレット

も見せていただきましたし、ビデオも我々に見せていただきました。全中自身も組

織をつくってやっているそうで、これも大変いいことだと思うんですね。担い手は

政府だとか自治体が決めるので農業者は関係ないというんではなくて、農業者団体

も一緒にそういう担い手をやっていくんだと、行政と一緒にやっていくんだという

ことで既に動き始めているということは、非常に高く評価したいと思います。  

 さらに、自給率の向上に向けた取組についても、工程管理という考え方が、ここ

にもありますけれども、整理され、それについて、農業団体もそれに加わって自給



率の向上の一端を担うんだという仕組みが、これはこれからつくるんですか、でき

るということも、これも非常に画期的というかですね。  

 従来、ともすると、農業団体は国というか、農水省に対して掲げる自給率が低い

ではないか、もっと高くしろといっていた。45％なんてけしからん、もっと高くし

ろとの要求に、農水省が抵抗する対立の構図にあったわけです。もちろん高い目標

が達成されれば結構なことなんですが、高い目標を掲げるということは、今後は協

議会のメンバーである生産者団体みずからの努力が要ることになるわけでして、い

わば人ごとではなくなるわけですね。  

 ですから、そういう意味では、尐しでも上げていくということに、農水省にお願

いするのではなくて、自分も担っていくんだという仕組みができるということは非

常にいいことだと思います。  

 10年後までに５ポイント引き上げるということは、これを 10年で割ると、年間

0.5％ずつですから、毎年毎年の工程管理で、来年度については 40.5％にならない

といけないというか、なったらいいわけですね。それは毎年ずついくのではなくて、

最初はちょろちょろで、中ぱっぱで、後半になってぎゅんと盛り返すというか、達

成するやり方もあるかもしれないけれども、尐なくとも来年は 0.001％でもいいか

らとにかくプラスに持っていかなければいけない、持っていくべきだと思うんです。  

 これまでの５年間一生懸命努力したけれども、残念ながら横ばいに終わった。こ

の横ばいもすごく努力した結果であって、僕は僕なりに評価するんです。よくマイ

ナスにならないで済んだなと思っています。でもこれからは、もうマイナスという

のは許されない。こういう協議会をつくってやる以上、もちろん政府の責任は非常

に重いんですけれども、政府だけではなくて生産団体も、それから先ほどのお話に

も出ました流通業者、食品、外食産業も一丸となって、数字はともかく、プラスに

持っていくという仕組みができたということを私は高く評価したいと思います。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかいかがでしょうか。  

 それでは、西山委員、その次に森本委員でお願いします。さらに永石委員。  



 それでは、西山委員どうぞ。  

○西山臨時委員  工程表にかかわってでございますけれども、１ページ目の経営

安定対策の確立に向けた、これから 17年、18年の制度の具体化あるいは関係法の

改正、そして 19年産からスタートと。非常にこれからの地域が、この経営安定対

策というものがどういうふうな形で具体化されていくかというのを工程表でお示

しいただいて、そしてその実施をした後、それらをまた検証しながら進めていくと

いうことを明確にしていただいたことを、非常に、現場でこれからの対忚にどうか

かわっていくかというのがはっきりわかったと思います。  

 実は、今回参考資料で出されております計画骨子の案に寄せられるご意見、考え

方という中で、特に 28ページが、経営安定対策にかかわっての全国から寄せられ

たご意見に対する、農林水産省として今回こういう対忚をしていきますよという意

思表明がはっきり出ておりますので、例えば 28ページのばらまきというような形

ではなくて、国民の理解を得るということの制度をつくっていきますとか、あるい

は品目横断の今回の新たな経営安定対策については、具体的な制度の仕組みあるい

は支払い水準というような、今、工程表に書いてありますとおり、17年の夏から秋

にかけて、やはりかなり大きな山場になってくるんだろうと思いますけれども、そ

ういうものについて、今、早急に検討されているというふうに思っております。  

 私もこの会合で常に言っておりますけれども、意欲と能力のある担い手、その

方々あるいは新しく農業に参入してくる方々、そういう方に対してきちっとした将

来営農ができるという制度設計、そういうものをぜひお願いしたいと思っています。  

 まさに今回の骨子に寄せられた意見に対して、農水省からの意思表示が明確に出

されておりますので、この考え方がぶれることのないように、ぜひ制度設計につい

て進めていっていただきたいというふうに思っております。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、森本委員どうぞ。  

○森本専門委員  この２ページの行動計画のイメージというものが、当然これか

ら先、食料自給率を上げるための施策になってくると思いますね。それと、村田委



員が言われましたように、基本的には大体１年に 0.5％ずつ上がっていくというよ

うな図式に評価というものは見ていくんだと思います。各施策の中で５年後の目標

設定を決めて、これだと 27年度に 45％になるわけですかね。それを決めて施策と

いうものを打っていくわけでございますので、その毎年毎年の評価の仕方というも

のを、各施策を行う局なり担当課が、評価を意識した数字の出し方をするというこ

とが、逆に言えばちょっと怖いなという気がいたします。  

 政策評価と、私も何年か今やらせていただいているわけでございますが、純粋に

目標設定というものが若干できていないような気もいたします。その政策評価と、

評価をクリアするための数字の出し方というのが、何となく今は尐し感じられるわ

けでございます。それも当然、担当者が３年ごとぐらいにかわっていきますので、

なかなかそのときそのときの担当者の考え方によるところもあるわけですが、その

辺の目標設定というものを明確に打ち出さないと、なかなかそのときそのときの評

価というものが的確にできていけないのではないかと思います。  

 それと、この中で数字的に出せる政策もあるんですけれども、品目別に行われて

いた国産農産物の消費者拡大対策の見直しとか、これはただの事例だと思いますけ

れども、数字に出せない施策というものが当然出てくるんですよね、フードガイド

の推進とか。だから、どの程度したら推進ができているのかとかいうのがなかなか

難しいんですね。  

 今、農水省でもいろいろ、食料、米の消費拡大なんかにしても、シンポジウムを

何回開きましたとか、何万部つくって配りましたとか、それがどうつながったんだ

という評価になかなかつながらないんですよ。だから、その辺のところの評価の仕

方も考えていただいて、工程管理の評価に将来つながるような形に持っていってい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、永石委員どうぞ。  

○永石臨時委員  工程表の１ページなんですけれども、やはりこの工程表によっ

て、我々農林水産業を担当している者として、望ましい農業構造の確立に向けた担

い手なり経営安定対策の確立なり、これを着実に進めていくことが、逆に言うと、



52ページの工程管理の評価とあわせて、今後、財政負担等の増が必要な場合、負担

の必要性について、国民の理解と納得を得る観点からまた提示しますよと。これは、

将来的に財政負担が生じたときには、そういうことも当然やっていきますと。ひい

ては、やはり工程管理に基づいた確実なそういう進展があってこそ国民が納得する

だろうと。そういう意味では、我々地方公共団体、農業団体も、必死になって取り

組む姿勢を出しながらいくということが重要かと思っています。  

 それから、米改革をやったときには、20 年度から本来の農業者や農業団体が主役

となる取組をということは言っていたんですけれども、基本的には、今回のＷＴＯ

の行方によっては、加速的に取り組まざるを得ない場面も出てくるのではないか、

早ければ 19 年度からあり得ると判断できることもありますので、今度 12月から始

まります香港での会議では、国はＷＴＯの交渉の内容を出しながら生産者に理解さ

せていくことが重要であると考えていますので、よろしくお願いしたい。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかにございますでしょうか。  

 それでは新開委員、その次、長谷川委員、お願いいたします。  

○新開委員  ずっと最初からこの企画部会に入りまして、私達農業に携わる者の

意見としまして、どうなるものかといつもはらはらしながら参加しておりました。

自給率もなかなか思うようにならないなと思っていたところが、やはり目指してい

ただくようになりまして、自給率の方もちょっとほっとしたんです。何といいまし

ても日本の農業が、65歳以上が６割も占めるような中で、どうしてもこの日本の農

業を再生しないといけないので、最終的には担い手が一番大事な問題になってくる

と思います。  

 それで、この担い手を最終的にする場合に、53ページの「効果的・効率的な施策

の推進体制」というところで、「地方公共団体・農業団体を始め」と、それから工

程表にも、よく地方公共団体、農業団体と出てくるんですね。最終的にどこが責任

を持つのかまでしていただくと、私はこれが確実に実行されると思います。  

 農業団体ならばどういうものがあるかお尋ねしたいんですけれども、地方公共団

体なら最終的にはどこに責任があるか。今まで漠然と農業団体としていたから、農



業団体もどこが責任を持つのかわからなかった。ずっと担い手の問題でも何回も言

っていますが、自立経営者、中核農家、認定農業者と変わってきただけです。今ま

で本当に担い手が育たなかった。そういうことが、最終的にどこかが責任持って担

い手を支援するか、ここで明確にする必要があります。今までそれが検証されてき

ていないんですね。  

 今度は確実に、工程管理がありますので大丈夫かなと思います。最終的には、こ

のすばらしい基本計画ができても、農家側から実施しないと何にもならないと思う

んです。だから、やはり実施するためには、この担い手というのを明確にしないと、

またちゃんとした担い手が育たなくなるので、地方公共団体、農業団体はどこなの

かを示していただいたらいいなと思いますけれども、そこのところをお尋ねいたし

ます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、長谷川委員お願いいたします。  

○長谷川委員  ２点ございます。まず１点目なんですけれども、自給率の方の工

程表はかなり詳しいドラフトになっているんですけれども、すべての施策といいま

すか、一つ一つの施策について、これに対忚するように行動計画ですとか年次計画

が立てられていくのかどうかというのが１つ、質問です。  

 それから、関連するんですけれども、工程表の目標数値というものがどういうふ

うに立てられるのかがよくわからないんですね。今までご発言いただきました皆さ

んと違いまして、私、農政のことがほとんどわかっていないものですから、一般論

で申し上げますけれども、例えば自給率の目標が 45％というふうに立てられており

ますので、そこからブレイクダウンしていくんだろうなというふうに思うんです。  

 おそらく 23から 33ページにその数字が出ているのかというふうに思うんですが、

これを施策に落とすときにもやはりブレイクダウンして落としていくのかなと思

いまして、そうすると、机上でブレイクダウンして数字を出したものと、それから

現場のところの、例えば積み上げの数字と違ってくる可能性もあって、それをどう

解決していくのかなというのが１つ疑問なんですが、私のイメージでは、現場の数

字とのそごというか、現場が動かない場合のそごを解決する手項を示したものが工



程表だというイメージがありまして、正しいかどうかわかりませんけれども。そう

考えますと、国と地方の関係が、役割分担ですとか関係性がわかって、それが一目

で見えるようにしていただけたらありがたいなというふうに、前回も同じようなこ

とを申し上げたと思うんですが、これからもっと詳細なものをおつくりになると思

うんですが、ちょっとそういうふうな視点を入れていただけたらというふうに思い

ます。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかございますでしょうか。  

 もしなければ、このあたりで、いくつかご質問等があったかと思いますので、事

務局の方からお答えいただければと思います。  

○今井企画評価課長  まず安土委員から、なぜ「等」ということで食品産業事業

者を書かなかったのかということで、別にそれは特段の理由があるわけではありま

せんで、当然この中には食品産業事業者にも入っていただかなければいけないと思

っておりまして、次回修正する際には、明らかに入っているということがわかるよ

うにしたいと思います。むしろもう具体的には、協議会の設立に向けました各団体

への呼びかけを行う段階ですので、その中では当然、食品産業の方々にも入ってい

ただきたいと思って進めていきたいと思います。  

 なお、食品産業事業者ということについては、一般的には製造業としての捉え方

がなされがちであるということに関連いたしましては、本文の 21 ページの関係者

の役割というところ、もう我々も同じような印象を持っておりまして、ここにおき

ましては、（３）の１行目の一番最後のところからですけれども、食品産業という

ふうにしまして、製造業と輸入業を含む流通業、外食産業ということで、一般の方々

にも、ここでいう食品産業というのはどこまで入って、念頭に置いているものかと

いうのがわかるような工夫もしたつもりですけれども、これから工程表を具体化し

て書いていく段階にも、こういったところに十分留意してやっていきたいと思って

おります。  



 あと、森本委員の方から、政策評価の委員をやっているそういう経験も踏まえま

して、具体的な工程管理の仕方ですとか、評価の仕方についてのご指摘がございま

した。まさにご指摘があった点につきましては、これから協議会の中で、関係者が

納得ずくで、それぞれの分担に忚じた行動計画をつくっていくかというようなこと

が重要になると思われますので、協議会の運営の中でご指摘を反映できるようにし

ていきたいと思います。  

 あと、新開委員の方から、例えば農業団体だとか地方公共団体というのは一体誰

のことなのか、それが明らかになるようにしてほしいというご指摘がございました

けれども、これはやはり、事頄ごとに誰に担ってもらうかということを考えなけれ

ばいけないと思いますので、例えば地方公共団体といいましても、県庁にやっても

らうべき事頄と、物によっては市町村にやってもらうべき事頄。農業団体でいいま

しても、主には農協にやってもらうべき事頄と、農業委員会にやってもらう事頄、

土地改良区にやってもらうべき事頄、それぞれあると思いますので、そういったこ

とは、例えば工程表の自給率の方の行動計画のイメージみたいなところで、どの団

体にどういう事頄を担ってもらえるのかということがこういった中で明らかにな

るように、この行動計画というのがつくられるようにしていきたいなというふうに

思います。  

 あと、長谷川委員の方から、今後工程表をつくるには、政策全部についてつくっ

ていくのかということと、数値目標の置き方についてのご指摘がございましたけれ

ども、例えば、今日お示ししている１ページ目のものにつきましては、これはどち

らかといいますと、施策展開の手項だとか、複数の施策の相互の関係がどういうふ

うになっているのかがわかるようなところに重点を置いたものとしてつくってい

る面がございまして、こういったことにつきましては、あまり細かい政策のところ

までつくっていきますと、またかえってそれぞれ相互の関係がわからなくなってし

まうというようなことがありますので、意識するもの、用途なりそういうことを見

ながら、細かくするところは細かくするし、逆に大きく捉えるところは大きく捉え

るような格好でつくっていかなければいけないなと思っておりますのと、数値目標

につきましても、あまりにも、例えば品目別に生産数量みたいなものを細かくして



しまいますと、これはかえってわかりづらくなって、全体としてわかりづらくなっ

てしまう面と、そういうふうにしないと生産現場の目標にならないような面があり

ますので、そこも今回は、１ページ目の工程表と２ページ目の自給率の工程管理の

ものというのはかなり用途も違いますので、その２つをうまく組み合わせながら、

協議会もこれからできますので、その中で検討しながらやっていきたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 そのほかございますでしょうか。  

 今の、最後に今井課長からお答えになった点に関連して、それぞれの施策があっ

て、それぞれの所掌する局なり課があるわけですけれども、そのレベルで、いわば

全体の工程表をブレイクダウンしたような、それぞれの持ち場での工程表というよ

うなものをおつくりになるということはあるわけですか。  

○今井企画評価課長  ちょっと言い忘れましたけれども、もう尐し役所段階でブ

レイクダウンしていくものも当然ございますし、また、県段階なり団体の段階でや

ってもらうものもあうかと思っておりまして、そういうものも含めまながら、もう

尐し検討していきたいと思います。  

○新開委員  １つだけ聞いていいですか。  

○生源寺部会長  はい、１つでなくても結構です。  

 どうぞ、新開委員。  

○新開委員  すみません、１つだけ教えてください。  

 認定農業者に集中的に支援するようになっていますので、認定農業者をたくさん

これから増やさないといけないんですけれども、認定農業者の大会は、よく農業委

員会とかが開催しますね。最終的には農業委員会なのでしょうか、市町村でしょう

か。これだけは、今、女性がすごく関心があるところで、女性を増やしたいと思っ

ていますので、これだけでいいですので、教えていただけないでしょうか。  

○生源寺部会長  これは、経営局の方で何かコメントいただけますでしょうか。  

○須賀田経営局長  市町村と農業委員会は別々に来ますか。  

○生源寺部会長  どうぞ中村委員、何かございましたら。  



○中村委員  そうですね、この間も新開委員からそういう話がございましたが、

実態的には、うちは認定農業者づくりを、これは昭和 47年から政府に要望して、

ようやく平成になってから出来上がりましたけれども、当時は登録農家制度という

話でやってまいりました。運動論として私の方でやっておりますが、認定するのは、

町村長ですので、事業としては町村の事業になる可能性があります。ただ、事務委

任を受けまして、農業委員会がやっているのが実態でありますし、今、16県で、認

定農業者の県組織をつくっているのも農業委員会です。先般も新開委員に出ていた

だいてパネラーをやっていただきました、浜松での認定農業者全国サミットもおぜ

ん立てはうちの方でやっています。  

 こういうことでありまして、農業委員会と市町村が使い分けられてしまうことが

あります。例えば農地の流動化も実態的には農業委員がやっていますが、統計でい

きますと、市町村がやっている話として出たりするものですから、若干その辺が、

実態的にやっているところと形式的に発表をされるところが違うようになってい

ますが、実は認定農業者につきましては、そういう意味で主体的に支えております

し、その組織化も進めておるということでご理解をいただきたいと思います。  

○須賀田経営局長  認定農業者という場合に、やはりそれを育成していくという

ふうになりますと、農地を集積しないといけない、あるいは経営の内容を改善しな

いといけないというふうになりますと、仕事といたしましては、やはりそこは農業

委員会の仕事ということになります。法律上は市町村が基本構想をつくって、認定

手続は市町村、その代表する市町村長がやるというふうになっておりますけれども、

こういう問題を農業委員会が担わなくて誰が担うかということでございますので、

農業委員会が主体的にやってもらわなくては困ると、そういう考え方に私どもはお

ります。  

○中村委員  もう一つつけ加えさせていただきますと、前回そういう意見があっ

たものですから、新開委員のところの農業委員会（福岡市東農業委員会）がどうい

うふうに認定農業者に取り組んでいるかというのをちょっと調べてみましたら、実

際こういう取組（中村委員から新開委員へ福岡市東農業委員会の資料を提示）をし

ていることも事実であります。  



○生源寺部会長  森本委員、その後、大庭委員、お願いいたします。  

○森本専門委員  私は逆に、農業委員会にそんなもの、期待はあまりしていない

んです。うちあたりはやはり農政課とか、役場の農政というものが、市町村、最後

には市町村長まで、農政課がやっぱり診断して、市町村長の最終的な認可をもらう

というやり方で、農業委員にそういうことを期待していなかったので、逆に私、こ

の前も新開委員に言われたときに、新開さん、何でそんなに農業委員会に期待して

いるのかなと。僕達は、あまり農業委員会に今は、中村委員おられると悪いんだけ

れども、そんなに期待していないんで、今の経営局長の言葉を聞いても、農業委員

会がそんなふうにやっていかなくてはいけないんだと、逆にちょっと認識をしまし

た。  

○生源寺部会長  それでは、大庭委員どうぞ。  

○大庭委員  私は門外漢なのでちょっとわからない点があるんですが、認定農業

者というのは、今まで農業を一生懸命やっていた人に対して認可するのか。あるい

は、Ａさんという方を決めまして、あなたは認定農業者に認めるから、これから日

本の農業を一生懸命やってほしいのかという、選定基準はどっちに比重を置いてい

るんですか。  

○生源寺部会長  これは経営局の方からお願いいたします。  

○須賀田経営局長  どっちなのかといえば、後者なんです。市町村が自分のとこ

ろの農業の状況を見まして、こういう生産はこうやる、経営はこういう方式でやる。

こういう、将来の自分のところの担い手として認めますよという構想を出しました。

おれはそれをやりたいんだという農家が申請をするわけです。今別にその目標を達

成していなくても、５年度、10年度にこうやるんだ、おれはやりたいんだという計

画を出しますと、やる気と能力を見ながら認定すると。そういった将来を見越した

制度でございます。  

○生源寺部会長  よろしゅうございますか。大庭委員よろしいですか。  

○大庭委員  実際農業をやっている方は、これに納得しますか。  

○須賀田経営局長  納得しますかというと。  



○大庭委員  つまり、一生懸命今まで農業やってきたと。だけれども、どこが認

可するか知りませんけれども、国が認定農家として認めないということも生まれて

きますよね。あるいは、零細企業でもって、本当に細々と今まで農業を一生懸命や

ってきたという人達が、認定農家に漏れたということも考えられますよね。こうい

った場合には、こういう人はどういうふうにしたらいいんですか、この日本の農業

を考えた場合には。  

○須賀田経営局長  それをこれまで議論してきたわけなんですけれども、その地

域で、大体やる気と能力があって申請すれば、認定農家に認められます。市町村が

認定をいたします。そして、今言われたような小さい規模とか、あるいは兼業の農

家で認定農家になりたいとなれば、そのままでは駄目ですから、誰かと組んで法人

経営をつくるなり、そういう形で認定を申請していくという形になるんだと思いま

す。要は、その人のやる気次第だというふうに思っております。  

○生源寺部会長  それでは、安髙委員。  

○安髙委員  今の認定農業者のところなんですが、私がかかわり合ってきて見て

いるところでは、確かに認定農業者を認定するのは市町村長です。その基礎となる

基準をつくるのも市町村長なんです。しかし、例えば土地がどのように動いている

か。利用権設定がされているか。これは農業委員会が掌握しています。耕作証明を

発行するのも、たしか農業委員会であっただろうと思っております。だから、農地

に関する実務的な管理をしているところは農業委員会ということになります。  

 今まではこれでよかったんです。けれども、例えば品目横断政策の担い手の要件

に面積をもってしたときには、その面積の認定が本当にそうであるのか、どうであ

るのか。誰が責任持って検証して、例えば耕作証明一つ発行するにしても、それが

間違いないよという責任を持って発行するのか。今までは大きなお金の動きに絡ん

でいないから大きな問題にならないけれども、これから直接支払いという大きな金

額が絡んでくるときに、今の検証の仕方でいいのか。  

 例えば認定農業者の認定の仕方にしても、５年後を目標とした経営改善計画が市

町村の基準に合致しているかどうかです。きちんと中身を精査していったときに、

明らかに５年後に達成できないような。現状を把握する数字さえも、きちんと論理



的に整合性があるのかという検証の仕方、検証の方法が、市町村で採用されていな

いところが大半だと私は思っております。  

 だから、直接支払制度、認定農業者、ましてや耕作面積を持ってくるのであれば、

認定農業者制度の認定農業者の認定の仕方、その中身を今よりも厳しく問わなけれ

ばいけない。厳しく問う手法を、農政が市町村に指導できなければいけない。そし

て農地の耕作状況も、今よりも厳しく責任を持って把握できる制度をつくっていか

なければならないと思います。こういう話をしていきますと、農地制度の強化とい

うものがいろいろな意味での前提になってくるから、話は大きくなっていきます。

しかし、認定農業者、担い手、農地面積というのが出てきたときに、今の法制度で

耐えられるか。私は耐えられない部分が多々あるのではなかろうかと思います。そ

の中で品目横断だけを先に決定していいのかというのが、私がずっと一貫して主張

してきた、危惧している部分であります。  

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 今の一連のやりとりにつきましては、ある意味で、この企画部会で相当回数を重

ねて議論してきた点かと思います。また、認定農業者制度につきましても、運用改

善を図るということ、これは経営安定対策を当然念頭に置いてということでござい

ますので、ここでさらに議論というよりも、きちんと改めて受けとめていただきま

して、万全を期していただきたいと、こういうふうに思います。  

 そのほかいかがでございましょうか。役所の方から何か、追加的にコメント等ご

ざいますでしょうか。そのほか全体を通してご意見、ご質問等ございますでしょう

か。  

 もしなければ、本日は予定の時間よりもまだ尐し早いんでありますけれども、議

論はこのあたりで締めさせていただきたいと思います。  

 本日これまでの議論、また、ここ数回の議論を拝聴しておりますと、企画部会と

いたしまして、ご意見はほぼ出尽くしたのではないかと、こう判断をしております。

本日いただきましたご意見も踏まえて、事務局の方で必要に忚じて修正、微修正と

申し上げた方がいいかと思いますが、施していただきたいと存じますけれども、大



筋でこの計画の案が変更されるということはないと、こう皆さんと共通の了解を持

つことができるかと思います。表現を丁寧にする、あるいは補強するという意味で

の意見がいくつかございましたけれども、これを踏まえて事務局の方に修正をお願

いしてまいりたいというふうに思っております。  

 この修正の中身の調整につきましては、部会長であります私にご一任いただけれ

ばと思いますが、いかがでございましょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

○生源寺部会長  それでは、今の私と事務局の間での調整ということを含めてで

ございますけれども、企画部会といたしましては、基本計画の変更につきまして、

現在提出されております基本計画（案）のとおり定めることが適当である、こうい

う形で意見を集約いたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

○生源寺部会長  ありがとうございます。  

 それでは、基本計画につきましてはおおむねご了承いただきましたので、企画部

会としての議論は本日で終了するということにいたしたいと思います。  

 ３月９日水曜日の午後３時から開催を予定されております本食料・農業・農村政

策審議会において、私の方から企画部会としての結論を報告させていただきたいと

存じます。  

 それでは、ここで、岩永副大臣から一言ごあいさつを頂戴いたしたいと思います。  

○岩永副大臣  生源寺部会長を始め皆さん方には、ほぼ１年以上にわたりまして

この基本計画の見直しのご審議をいただきましたことを、本当に感謝をいたしてお

りますし、皆さん方のご尽力に厚く御礼申し上げる次第でございます。  

 今日は、部会長にお取りまとめをいただきました。そして３月９日の本審議会に

お取り計らいをいただきますと、この基本計画を正式に発行するということになる

わけでございます。  

 今、全国各地から、皆さん方のご審議をいただくこの基本計画に対して大変な注

目をいただいておりますし、私は、平成 17 年度は日本農業の変革のときだと、む

しろ大きな大改革の年だと、このように申しております。特に土地も金も集中をし、



そして来るべき日本の食料のために、また農業・農村のために新たな出発をすると

きが、私は今度の年だと、このように思っております。  

 先生方からいただいたこの計画を具体的に実施していくのが我々でございまし

て、農水省はもとより、全中、そして農業会議のご協力を得ながら、各県段階は県

段階の組織を持ち、市町村段階は市町村段階の組織を持ちながら、全力的に展開を

していきたい、このように思っております。  

 本当に農家の皆さん方の関心が高うございまして、集落営農につきましても、む

しろどの町へ行きましても、すべての集落があるべき姿を求めて準備しているとい

う話を方々から聞きまして、この変革がうまく軌道に乗ればと、このような気持ち

を持っているところでございます。  

 先生方におかれましては、この計画が今後は現地で、また国の推進の段階で大き

な成果が上げられますように、格段のご協力をお願い申し上げたいと思います。今

日までのご苦労に心から感謝を申し上げ、御礼の言葉といたします。  

 ありがとうございました。（拍手）  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 委員の皆様におかれましては、昨年の１月 30日だったでしょうか。１月以来、

29回にわたりまして大変濃密な日程の中、精力的にご議論いただきまして、誠にあ

りがとうございました。企画部会長として、改めて御礼申し上げます。  

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。  

 どうもありがとうございました。  

   

   

   

――了――  

 


