
食料・農業・農村政策審議会企画部会地方公聴会（仙台会場）議事録  

   

   

日時：平成１６年８月３０日（月）１３：３０～１６：３０  

   

場所：仙台合同庁舎８階講堂  

   

   

１．開  会  

○生源寺部会長 時間でございますので、ただいまから、食料・農業・農村政策審議会

企画部会地方公聴会を開催いたします。  

 私、企画部会の部会長を仰せつかっております生源寺でございます。よろしくお願い

いたします。本日、私がこの公聴会の司会進行を務めさせていただきます。  

 最初に、この地方公聴会の趣旨についてご説明申し上げたいと思います。  

 現在私ども企画部会で審議しております食料・農業・農村基本計画の見直しについて

は、先日、これまでの議論を踏まえて、中間的な論点整理を行ったところでございます

が、この機会に広く国民の皆さんのご意見を伺い、今後の審議に生かしていくため、地

方公聴会を開催することといたしました。  

 本日の公聴会には、企画部会から私も含めまして１０名の委員の皆さんが参加してお

りますので紹介いたします。  

 まず、安髙委員でございます。  

 大木委員でございます。  

 大庭委員でございます。  

 中村委員でございます。  

 永石臨時委員でございます。  

 山田臨時委員でございます。  

 安土専門委員でございます。  

 立花専門委員でございます。  



 横川専門委員でございます。  

 続いて、本日の公聴会の進め方でございますが、まず、私の方から、先般この企画部

会におきまして取りまとめをいたしました、新たな基本計画に向けました中間論点整理

について、簡単にご説明を申し上げたいと思います。  

 その後、有識者の方４名と一般公募にご応募いただきました方の中から３名の方、合

計７名の意見陳述人の方からご意見をいただくこととしたいと思います。  

 その後、企画部会委員の方々と意見陳述人の皆様との意見交換を行うという形で進め

たいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。  

 なお、この地方公聴会は、公開されております。一般公募によって１５０名以上の方

からの傍聴のお申し込みがあり、本日お見えになっておりますのでご紹介いたします。  

 また、資料、議事録等につきましては、すべて公開することとなっております。この

点もあらかじめご承知おきいただきたいと思います。  

   

２．中間論点整理の説明  

○生源寺部会長 それでは、議事に入りたいと思いますが、最初に、私の方から中間論

点整理につきまして簡単にご説明を申し上げたいと思います。  

 資料といたしましては、中間論点整理そのものと、関連するデータ集、用語集、それ

から、中間論点整理の概要というものがございます。この概要をごらんいただく形で、

私の今からのご説明をお聞きいただければありがたいと思っております。  

 まず、検討の経緯についてご説明をいたします。  

 当企画部会におきましては、本年１月に検討を開始して以来、食料・農業・農村をめ

ぐる情勢分析や、大臣から重点課題として示されました、一つ、品目横断的政策への転

換、二つ、担い手・農地制度の見直し、三つ、農業環境・資源保全政策の確立、この三

つのテーマを中心に、１５回にわたって議論を重ねてまいりました。  

 こうした議論の結果、食料・農業・農村が直面している課題については、かなりの程

度で認識を共有することができたと考えておりますが、他方、施策の具体化の方向につ

きましては、明確にできなかった点もございます。ただ、農政の改革には格段のスピー

ドアップが不可欠であり、大臣からも、可能なものから平成１７年度の予算措置や制度



改正の中で具体化を図る、こういう方針が示されていることも踏まえまして、現段階に

おきまして中間的に論点整理を行うこととした次第でございます。  

 以上が経緯でございます。  

 続いて、具体的な内容についてご説明を申し上げたいと思います。  

 先ほどご紹介いたしましたが、中間論点整理関係の資料のうち、資料の１の３として

おります概要をもとにご説明をさせていただきたいと思います。  

 まず、中間論点整理の全体構成でございますが、前文に当たる「はじめに」、それか

ら農政改革の必要性など、改革に当たってのいわば総論的な考え方を述べた、第１の「政

策展開の基本的な考え方」、それから、３ページからでございますが、重点課題に関す

る論点を整理した、第２の「政策改革の方向」、それから、最後に、６ページになりま

すが、今後の企画部会における検討の進め方などを記述した、第３の「その他」という

形になっております。  

 以下、記述のポイントについてご説明を申し上げたいと思います。  

 お戻りいただきまして、まず、「はじめに」におきましては、先ほど申し上げました

検討の経緯あるいは中間論点整理の性格について記述をしております。  

 次に、第１の「政策展開の基本的な考え方」についてでございますが、１の「食料・

農業・農村が将来にわたって果たすべき役割」の項におきまして、食料・農業・農村は、

国民生活や我が国経済社会のあり方と直結するものであり、引き続き国民生活の向上や

我が国経済社会の発展に貢献していく必要がある。こういう認識を明記しております。  

 次に、２の「農政改革の必要性」の項におきましては、食料・農業・農村をめぐる状

況の変化と、それに対応した農政改革の必要性について、五つの要素から記述をしてお

ります。  

 具体的には、一つ、「農業の構造改革の立ち遅れ」、二つ、「食に対するニーズの多

様化と高度化」、三つ、「農業の有する多面的機能に対する期待の高まり」、四つ、「グ

ローバル化の進展」、さらに、五つ、「農業・農村における新たな動き」という要素で

ございます。  

 続きまして、２ページの３の「改革に当たって留意すべき基本的な視点」におきまし

ては、農政改革を実効あるものとするために関係者が共有すべき視点として、一つ、「メ



リハリの効いた分かりやすい政策体系の構築」、二つ、「農業者や地域の主体性と創意

工夫の発揮の促進」、三つ、「消費者の視点を踏まえた施策の展開」、四つ、「環境保

全を重視した施策の展開」、以上の四つの視点を提示しております。  

 さらに、４の「国民の理解と納得」におきましては、政策に対する透明性の確保など、

国民の理解と納得を得て農政改革を進める際に特に留意すべき点を記述しております。  

 次に、３ページの第２の「政策改革の方向」についてでございますが、まず１の「論

点整理の考え方」におきまして、大臣から示された三つの重点課題について、相互の関

連にも留意して、四つの柱で整理したことを記述しております。  

 なお、それぞれの柱、四つの柱に関する記述の構成といたしましては、最初に基本的

な考え方として政策転換の考え方をできるだけ明瞭に示し、その上で具体的な施策の仕

組みについて述べ、最後に施策の具体化に向けた手順を記述するというスタイルをとっ

ております。最後の施策の具体化に向けた手順の項におきましては、これまでの企画部

会の議論では詰め切れておらず、今後さらに検討すべき課題と、その検討の手順も明確

になるように記述をしております。  

 続いて、それぞれの柱の中身についてでございますが、一つ目の柱であります２の「担

い手政策の在り方」では、まず最初の「基本的考え方」の項におきまして、農業経営の

改善に向けた各種施策の対象を担い手に明確に絞った上で、集中的・重点的に実施する

必要があるとの考え方を明らかにしております。  

 次に、担い手政策における具体的な施策手法として、担い手の明確化に当たっては、

認定農業者制度を基本とするとともに、経営主体としての実体を有する一定の集落営農

について、担い手として位置づけることが適当であること等について明記しております。  

 続いて、「施策の具体化に向けた手順」におきましては、担い手政策について、平成

１７年度から施策の具体化を急ぐ必要があると整理をしております。  

 次に、３の「経営安定対策（品目横断的政策等）の確立」でございます。  

 まず、今申し上げましたタイトルでありますが、品目横断的政策という表現がわかり

づらいという意見が多く、経営安定対策の中に、その一つのタイプとして品目横断的政

策があるという関係がはっきりするような表現にしてございます。  



 （１）の「基本的考え方」においては、幅広い農業者を対象に、品目別に講じられて

いるこれまでの経営安定対策について、対象となる担い手を明確にし、その経営安定を

図る対策に転換していくことが急務である。こういう考え方を記述しております。その

際、水田作や畑作のように複数作物を組み合わせた営農類型については、品目別ではな

く、経営全体に着目した品目横断的政策を講じることが適切であるという整理をしてお

ります。  

 続いて、（２）の「品目横断的政策の考え方」におきましては、まず、対象経営につ

いて、認定農業者であることを基本とし、その際、担い手政策との整合性を図り、一定

の集落営農については施策の対象に含めることが適当であること、また、支援の仕組み

としては、諸外国との生産条件格差を是正するための対策、それから、収入・所得の変

動が経営に及ぼす影響を緩和するための対策、この二つを組み合わせて検討する必要が

あることなどについて記述をしております。  

 また、このような施策を持続的かつ安定的に運用していくためには、ＷＴＯ農業協定

上のいわゆる「緑の政策」に該当するようにする一方で、国内生産の確保など、我が国

固有の課題の解決にもつながるような工夫も必要であること、さらに、施策の導入に当

たっては、直接支払いの導入に対する国民理解の醸成、米政策改革の実施、関連産業や

地域経済社会との関係等への配慮が必要であることなどについて記述をしております。  

 続いて、「品目別政策の見直し」におきましては、野菜、果樹、畜産等の部門専業的

な営農類型についても、対象経営を明確化し、経営の安定性を向上させることを基本に、

品目別の政策の見直しを検討する必要があることを明らかにしております。  

 さらに、「施策の具体化に向けた手順」におきましては、この課題についてはさらに

詰めるべき点が多く、制度の骨格を早期に示すため、対象経営のとらえ方、支援水準の

考え方等について、企画部会に対して対応方向を農林水産省から報告していただき、改

めて議論する必要があると整理をしております。  

 続いて、４の「農地制度の在り方」についてでございますが、優良農地の確保と農地

の効率的な利用の確保、この二つの課題の解決に向けた総合的な検討が必要であるとの

整理を行っておりますが、ここにつきましては、これまでの企画部会では十分に議論を

尽くしたとは言いがたく、また、方針を具体的に明らかにできていないことから、５ペ



ージの（４）のところでございますが、農林水産省において制度や施策の具体化に向け

た検討を速やかに行い、早期に企画部会に具体像を示すべきであると、こういうふうに

整理をしております。  

 続きまして、５の「農業環境・資源保全政策の確立」についてでございますが、ここ

は、（１）の「資源保全施策の在り方」と（２）の「農業生産環境施策の在り方」の二

つの課題として整理をしております。  

 まず、（１）の「資源保全施策の在り方」についてでございますが、まず、「基本的

考え方」の項において、農地・農業用水等の資源については、今後は、新たな施設の整

備から、既存の施設の更新や保全管理に重点を置く施策に移行していくことが必要であ

り、その際、従来からの手法に加え、多様な主体の参画を促すとともに、農村環境への

国民の関心の高まりにもこたえる工夫が必要である。こういう考え方を記述しておりま

す。資源の保全につきまして、多様な主体の参画を促す。同時に、国民の関心の高まり

にもこたえるような工夫が必要である。こういう整理を行っております。  

 具体的な施策の手法といたしましては、地域の実態に応じ、規制的手法から奨励的手

法までを適切に組み合わせて実施することが有効であるとした上で、保全活動に対する

支援手法については、モデル的に実効性などの検証を行いつつ施策を導入していく必要

があることについて記述をし、あわせて、１７年度から必要な調査に着手する必要があ

ること等について述べております。  

 また、（２）の「農業生産環境施策の在り方」につきましては、アの「基本的考え方」

の項におきまして、環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国農業全体につい

て、環境保全を重視したものに転換していくことが不可欠である。こういう考え方を記

述しております。  

 次に、イの「具体的な施策手法」でございますが、ここでは、農業者が取り組むべき

規範を策定し、各種支援策に関連づけるとともに、環境への負荷の大幅な低減を図るモ

デル的な取り組みを推進する必要があるとしております。  

 さらに、施策の具体化に向けた手順としては、農業者が取り組むべき規範を、平成１

６年度中、今年度中に策定し、１７年度から必要な調査に着手する必要があることなど

について整理しております。  



 最後に、第３の「その他」についてでございますが、まず、１の「今後の主要な検討

課題と検討の進め方」におきましては、この秋以降の企画部会の進め方につきまして、

これまで本格的な議論を行っておりませんでした食料自給率等の数値目標や、食の安

全・安心等の諸施策のあり方についても議論を行い、基本計画の策定につなげていく旨

の方針を記述しております。  

 なお、四つの論点、本日ご説明を申し上げました四つの柱につきましても、施策の具

体化に向けた手順等において、いわば宿題としている課題があるわけでございまして、

これらにつきましても、この秋以降の企画部会において議論する。こういう方針を述べ

ております。  

 そして、２の「改革の工程管理と計画的な推進」のところにおきましては、農政改革

を着実に具体化していくためのプログラムを作成すべきことを記述しております。  

 中間論点整理の概要は以上のとおりでございます。  

 なお、冒頭にもご紹介いたしましたけれども、本日は、中間論点整理本体、また、関

連する資料もご用意させていただいておりますので、ごらんいただければありがたいと

思います。  

   

３．意見陳述人の紹介  

○生源寺部会長 それでは、続きまして、意見陳述人の皆様からご発言をいただきたい

と存じます。  

 最初に、事務局の方から、意見陳述人の皆様をご紹介いただくとともに、意見陳述の

進め方についてご説明をお願いいたします。  

○川本企画調整室長 今ご紹介いただきました、本日の事務局を担当しております東北

農政局企画調整室長の川本です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、まず、意見陳述人の方々をお一人ずつご紹介させていただきたいと思いま

す。  

 まず、地域の各界・各層を代表する有識者４名の方々であります。  

 まず初めに、宮城県農業短期大学農業土木科教授の加藤 徹さんです。加藤さんは、

ＮＰＯ法人あぐりネット２１の理事長をされております。  



 続きまして、社団法人東北経済連合会副会長の西井 弘さんです。西井さんは、弘進

ゴム株式会社の取締役会長をされております。  

 続きまして、秋田県農業法人協会会長の藤岡茂憲さんです。藤岡さんは、有限会社藤

岡農産代表取締役をされております。  

 有識者の最後ということですが、岩手県遠野市長の本田敏秋さんです。  

 次に、一般公募で応募された方々をご紹介したいと思います。  

 まず初めに、宮城県仙台市の小林達子さんです。小林さんは、仙台市消費者協会の会

長をされております。  

 続きまして、青森県青森市の豊川一雄さんです。豊川さんは、ＪＡ新あおもり代表理

事組合長をされております。  

 最後になりましたが、北海道空知郡中富良野町の西原淳一さんです。西原さんは、北

海道で水稲と野菜を組み合わせた生産をされている農業者であります。  

 なお、メーンテーブルには、そのほか農林水産省から、本省から大臣官房企画評価課

森上席企画官、並びに海野東北農政局長が出席しております。あわせて紹介させていた

だきます。  

 続きまして、これからの意見陳述の進め方についてご説明させていただきます。  

 発言の順番は、今ご紹介させていただきましたが、まず有識者の方から氏名の五十音

順、続きまして、一般公募の方から同様にお願いをしたいというふうに思っております。  

 まことに恐縮でありますが、効率的な意見陳述を進めるということで、お一人１０分

以内でお願いをしたいと思います。その後、各委員の皆様との意見交換を進めていただ

ければというふうに思っております。  

 なお、先ほども申し上げましたが、議事の円滑な進行を図るという観点から、意見陳

述人の皆様、１０分ということで申し上げましたが、８分経過したところでベルを事務

局の方で鳴らさせていただきますので、それを意識しながら最後の取りまとめをお願い

したいというふうに思います。以上であります。  

○生源寺部会長 どうもありがとうございました。なかなか厳しい進行管理のようでご

ざいまして、わざわざおいでいただいた皆様方には本当に申しわけございませんけれど



も、平等に時間を配分するという、こういうことかと思いますので、よろしくお願いい

たします。  

   

４．意見陳述  

○生源寺部会長 それでは、早速でございますけれども、最初に、加藤さんから、よろ

しくお願いいたします。  

○加藤陳述人 先ほどご紹介いただきましたＮＰＯ法人あぐりネット２１の理事長を

しております、宮城県農業短期大学の加藤でございます。  

○生源寺部会長 もしよろしければ、お座りになってお話しいただいても結構でござい

ますので。  

○加藤陳述人 最初に、大変ご多忙の中、精力的に中間論点整理をしていただきました

委員の皆  

様に心から深く敬意を表したいと存じます。  

 私は、専門が農業土木学の中の農業用水の利用などを扱う農業水利という分野であり

まして、農政ということにつきましては大変疎い人間でありますが、今回せっかく機会

を与えていただきましたので、小生なりの意見を二、三、慎んで述べさせていただきた

いと思います。  

 まず最初に、今回の中間論点整理全体に関しまして、今回の中間論点整理では、担い

手政策のあり方など、これらにつきましてはメリハリをつけた具体的な政策の方向が示

されまして、これまで非常に緩やかな進捗でありました農業構造改革、これは今後非常

に加速されていくのではないかと、そのように思われます。  

 ただ、しかし、今回の中間論点整理では、担い手への施策に特化しておりまして、農

地の出し手であり、かつ、農村の環境や資源保全を担うその他の農家や農村地域住民等

の役割や政策的な位置づけにつきましては、自分の理解が不十分であるのかもしれませ

んが、あまり見えてないといいますか、具体性に欠けているのではないかという感じを

抱いております。  

 したがいまして、農業施策の視点から、担い手への施策集中とあわせまして、担い手

以外の農家や非農家などを含めた農村地域政策の視点からの施策等、パッケージとして



農政改革の全体像がより具体的に見えるような施策の提示をお願いして、それでそれを

農業関係者並びに国民の理解を得る必要があるのではないかと感じております。  

 次に、先ほどご説明ありましたように、担い手政策の在り方、経営安定対策の確立、

農地制度の在り方、農業環境・資源保全政策の確立の四つに整理されました政策改革の

方向の中で、自分の専門的なかかわり、さらにＮＰＯ活動とのかかわりの点から、農業

環境・資源保全政策の確立というところについてのみ意見を述べさせていただきます。  

 まず、基本的な考え方の中で、農地・農業用水等の資源は、食料の安定供給や多面的

機能の発揮に不可欠な社会共通資本と位置づけを明確にされましたことにつきまして

は評価いたしたいと思います。さらに、農地・農業用水等の資源は、適切に保全管理さ

れることで初めてその機能を十分に発揮するものであり、今後は、新たな施設の整備か

ら既存の施設の更新や保全管理に重点を置く施策に移行していく必要があると。いわゆ

る施設の新設から、既存施設の更新、保全管理に重点を移行するということは、時代の

流れから必須であろうと思われます。  

 この水利施設や農業用水の管理は、現在主に農業者が担っておりますが、過疎化・高

齢化の進展や農業行政の変化に伴い、非常に難しくなってきております。今回、これま

での施策の対象としていなかった地域協同の集落機能に着目し、その脆弱化と資源保全

への影響を考えますと、今のうちから何らかの手を打っておかないと、将来大変なこと

になるんではないかなと危惧しております。  

 今回の論点整理では、近年の農業・農村を取り巻く状況の変化や、地域の多様性にか

んがみ、資源の保全管理については、将来にわたり適切に資源の保全管理を行い得る施

策方法の選択と組み合わせが可能となる施策体系を構築する必要があると整理され、特

に、保全活動への新たな支援の必要性を提示するなど、従来の手法から一歩踏み出され

たことについて評価いたしたいと思います。  

 その際、農村振興の面からも、従来の手法に加え、農業のみならず地域住民等の多様

な主体の参画を促すとされており、地域住民等の多様な主体ということにつきましては、

例えばグランドワークやＮＰＯなどが考えられますが、これらの参画による具体的な保

全管理システムの検討が必要ではないかと思われます。  



 それから、耕作放棄地につきましては、農地制度の在り方のところでも取り上げられ

ておりますが、資源管理の視点でも、具体的な施策手法として、耕作放棄地の発生防止

と解消に向けた既存制度の見直しと強化により、農地の適正な保全・利用を促す手法と

整理されておりますことを評価いたします。この耕作放棄地の解消は、食料自給率向上

のためにも、農地の多面的機能の発揮のためにも、ぜひとも必要であろうと思われます。  

 農地法等の法律の問題もあろうと思いますが、複数年連続して耕作放棄された農地の

所有権と利用権などは分離して、利用権については関係市町村が管理し、構造改革特区

だけでなく、すべての地域において、今回提案されておりますリース方式等が可能とな

るシステムの検討が必要ではないかと考えております。また、耕作放棄地も開墾に近い

ぐらいの整備をしないと復元できない耕地もありますので、この耕作放棄地の整備事業

創設等の検討も必要ではないかと思われます。  

 農業水利施設や耕作放棄地などの資源の保全管理には、地域住民やＮＰＯの参画が期

待されておりますが、地域に密着して資源の保全管理等を支援するＮＰＯ法人の設立を

促すために、まず、特定非営利活動促進法いわゆるＮＰＯ法の特定非営利活動分野に農

村活性化とか村づくりなどの活動分野を加えてもらえるよう、強力な働きかけをお願い

したいと思います。私どもも、現在、農業農村整備に関することを中心に、グリーンツ

ーリズムや田んぼの学校の支援など、幅広く農業農村の活性化支援のためのＮＰＯ活動

を展開しておりますが、法人の定款上は、不本意ながら、現在認められております活動

分野の中から、まちづくりとしております。活動の実態に合う活動分野の認定を切にお

願いいたします。  

 最後に、農業環境・資源保全政策の確立に関しまして、中間論点整理においては、平

成１７年度から、資源の実態把握や施策の実効性の検証など具体的な施策内容について

検討するとされていますが、事態は待ったなしの状況にありますので、早急に検討を行

っていただいて、これからの時代に即した資源保全施策が早期に展開されますよう強く

期待いたしまして、意見陳述を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、意見陳述人の皆様７人から、まず一わたりご意見をいただいてから質疑と

いうことにいたしたいと思いますので、次に移りたいと思いますが、申しおくれました



けれども、きょう、傍聴にお見えになっておられます皆様のお手元にも意見陳述の概要

をお配りしておりますので、もう既にごらんになっておられる方が多いかと思いますけ

れども、ご参考にしていただければ幸いでございます。  

 それでは、次に、西井さん、よろしくお願いいたします。  

○西井陳述人 私は、日ごろ、日本の将来に対して、日本で食料をどう確保するのかと

いうこと  

が一番先に問題になってくるのではないかと思っているわけでございます。  

 先進途上国といいますか、隣の中国を初めとして、非常にここ２０年間、１０年間で

食料を要求する場合が多くなっていると思いますし、非常にレベルも上がってきている

というような背景によって、日本が今世界最大の輸入大国でありますけれども、こうい

うことを考えまして、やはりもう一度根本的に農業についてしっかりとした考え方をし

ていかなければ、日本の将来の食料確保というものが非常に難しくなるのではないかと

いうふうに心配しているわけでございます。  

 特に、農業につきましては、東北の基幹産業の一つであるとともに、地域の生活・文

化と深いかかわりを有しておりますし、また、２１世紀におきます魅力と活力に満ちま

した東北の農業・農村を構築していくということは、極めて重要であるという認識を持

っております。  

 ご説明にもありましたとおり、担い手不足や、高齢化あるいは耕作放棄地の増加や、

国境を越えた市場競争激化への対応などが求められている現状にありますが、この機会

こそ、東北農業の構造改革を進める上での好機ととらまえ、改革に向けた取り組みを主

体的かつ積極的に展開すべきであると考えております。  

 改革の視点といたしましては、以下の２点が重要と考えております。  

 まず第１に、農業の構造改革は、日本社会全体の改革の中に位置づけられるべきであ

るということであります。今回の中間報告では幾つかの思い切った改革案が提示されて

いると思いますし、改革への意気込みを高く評価するものであります。一方で、これら

の改革が実現したと仮定して、その結果として食料の自給率は向上するのか、また、地

域の若者が積極的に農業に飛び込んでいく世の中になるのか、こうしたことについては、

私は楽観的に考えることができません。  



 これは、農業や農業政策が抱える個別の問題を解決するだけでは到達できるものでは

なく、日本の社会全体として、食料や農業の重要性と課題を正しく受けとめ、教育や産

業、通商にかかわる政策、あるいは国民の価値観の形成など、今日の農業・農村の疲弊

をもたらした社会のあり様を改革するところまで踏み込む必要があるだろうと考えま

す。この点につきましては、本日具体的な意見を申し上げるに至りませんが、一言申し

上げる次第でございます。  

 この視点を念頭にいたしまして、第２の視点といたしましては、競争力ある産業とし

ての農業を確立すべきであるということであります。  

 ＷＴＯ、ＦＴＡが世界的に急進する中、農業問題は避けて通れず、農業のあり方を基

本的に保護から競争力強化に転換することは不可欠であり、これまでの生産政策中心型

の農業から、顧客・消費者を意識した、より自立的な農業へ転換し、競争力ある産業と

しての農業を確立しなければならないということは言うまでもありません。  

 そのためには、既存農業生産者の方々の、経営意識の醸成と意識改革が不可欠である

とともに、地域農業を牽引する核となる農業法人や株式会社などの参入によりまして、

企業的経営を目指し大規模多角化などを展開していくことが重要であると考えており

ます。  

 以上を踏まえて、今回の中間報告につきまして、以下の点について意見を述べさせて

いただきます。  

 まず、担い手及び経営安定対策については、直接支払い制度の導入により、一定規模

以上の規模と農業経営の強い意欲を持つ生産者など、地域農業を牽引する核となり得る

農家への所得補償が行われることは、現時点におきまして農業競争力強化に向けた取り

組みとして必要なものであると考えております。  

 制度の詳細につきましては、今後の検討でさらに明らかになるものと思われますが、

直接支払いの対象につきましては、改革の趣旨にのっとった基準の明確化が行われ、一

層の構造改革が図られることを期待するものであります。  

 次に、農地制度改革については、直接支払い制度の導入とともに重要な改革と考えて

おります。農地は、農業の産業としての競争力強化の基盤である。ご指摘のように稀尐



財である農地が、農地として利用されることは、多面的機能や資源保全といった観点か

らも重要であります。  

ここで、地域農業を牽引する核となり得る生産者への農地集積が図られることが必要で

あるということは言うまでもありませんが、さらに、担い手不足や高齢化、耕作放棄地

の増加といった危機的状況、また、二次、三次産業との複合産業化などの新たビジネス

展開をかんがみれば、農業参入の自由化も重要であります。  

 日常の農地利用確認や転用等の明確厳正な運用、農業外使用の罰則など、場合によっ

ては農地にかかわる規制強化も必要になるものと思われますが、農業参入の自由化につ

いては、広く認められるべきものというふうに思われます。そのため、農業生産法人要

件など参入規制については、緩和していくことが妥当と考えております。  

 農地取得要件の緩和につきましては、今後詳細な検討が進められるようでありますが、

差し当たっては、早急に現在構造改革特区で行われている一般の株式会社に対する農地

貸付方式の全国展開を推進すべきであると考えております。推進に当たりましては、手

続や行政側の対応なども含めまして、積極的かつ前向きで、より参入しやすい制度とな

ることを希望するものであります。  

 最後に、農業環境・資源保全のための政策につきましては、資源保全政策など、これ

まで述べてきた改革が実施されることにより、顧客・消費者指向で、複合産業化も含め、

よりビジネスとして自立した競争力ある産業としての農業が確立されることによりま

して、その政策の目的が達成される分もあるのではないかということを感じているとこ

ろでございます。農業生産環境施策も含めまして、透明で公正な議論のもと、さらに個

別的・具体的で、地域の状況。実情に合わせた検討が行われることを期待するものであ

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、続きまして、藤岡さん、よろしくお願いいたします。  

○藤岡陳述人 秋田県の藤岡です。よろしくお願いします。  

 それでは、私の方から、審議会の中間論点の整理の概要を拝見させていただきまして、

二、三、簡単に私なりの意見を述べさせてもらいたいと思います。  



 さまざまな分野に広く論点が整理されておりますが、いずれの政策改革も、今までの

政策改革を見ていましても、非常に複雑でわかりにくいというのが農業現場の意見であ

ります。したがって、今回は、わかりやすいというところに置いたということは非常に

評価できるかと思いますが、今後これが最後農業現場に渡るときに、ややもすれば、ま

た複雑怪奇になっていきやしないかというふうなところをひとつ懸念するものであり

ます。  

 それと、選択と集中ということでありますが、確かに今回のを見ますと、かなり選択

されて、そこに集中的に施策を講じるというふうなところは見えるわけですが、これも、

先ほど述べましたように、最後の県あるいは市町村末端の段階に行くところにおいて、

また逆戻りはしやしないかというふうなところが非常に懸念されます。  

 私は、法人農業経営者という立場から今回は意見を述べさせてもらいたいと思います

が、これは、農業であれ、ほかの産業であれ、利益の出ないものは継続していかないだ

ろうと思っております。したがって、どう、農業経営で利益を出していくのか。これが

後継者を育てていくという意味からも、あるいは農業経営を持続させていく、そして、

やがてはこれが食料として国民に安定的に供給していくというのは、きちっとやはり利

益の出る農業を進めていかなければいけない。それがまず第１点だろうと思っておりま

す。  

 今まで、今回もそうですが、農地ですとか、いろいろな構造的な改革はやられてきま

したが、最後はやはり人対策じゃないかと思って私は考えております。どう、経営マイ

ンドの高い農業者を育てていくのか。これは、法人であれ、個人であれ、同じだろうと

思っております。今までは、どちらかといえば農業者というのは農家の子弟であった。

これが中心に農業がやられてきたということはありますが、これから果たしてその農家

の子弟だけで日本の農業を維持していけるのかというふうな疑問が感じられます。そう

いう意味で、いわゆる経営マインドの高い、そういうプロの農業経営者を育てていく。

いわゆる人対策だろうと思っています。  

 それと、それがほかの分野にも関係してくるわけですが、今回も経営安定対策という

のが盛られております。確かに経営安定対策というのは、農家側から見れば、非常にこ

れは必要といいますか、不可欠なものだとは思いますが、これがややもすれば行き過ぎ



ると、先ほど話しした経営マインドの高いプロの経営者を育てることを阻害しはしない

かというふうな懸念を持たれるわけです。  

 したがって、やはり非常に不利益な、あるいは条件の悪い農業現場というのはたくさ

んあるわけですので、ある一定の所得安定対策というのは必要なわけですが、これもま

たやはりばらまきになって、いわゆる一生懸命頑張っている農家が、農家なり農業者な

りが、惰農と言われる人方ともその対策によって一緒になってしまいはしないかという

ふうなところもやはり懸念されますので、そこにはやはりある一定の基準を設けるべき

だと思っております。  

 農地の関係でありますが、今回は、株式会社の参入とかそういう点は見送られたよう

でありますが、今までなかなか政策を進めてきても、いわゆる認定農家と言われる人方

に農地がなかなか集積ならないというところが今非常に問題になっているようであり

ますが、これもまた、全国的な統計でいきますと、確かになかなか集約できないという

のがありますが、地域によってはやはり非常に集積率が高くなっているところ、あるい

は、認定農業者がもう既に平均の１０ヘクタール以上の耕作をしている地域というのも

あるわけです。  

 したがって、地域のいわゆる農林行政に携わっている市町村なり、あるいは農業委員

会、あるいはＪＡなり、そういうところの農業関係者がいかに地域の農地を認定農業者

に集積するかという、そこに力を置いているか置いていないかの差、非常に私はばらつ

きといいますか、差があると思います。そういう意味では、農業関係者と言われる、い

わゆる農業委員会なり、その辺のところがどうこれを強力に進めていくのか。今までど

おりで、ただ黙って集積なるのを待っているのか。この辺のところは、先ほど申しまし

たように、農業行政にかかわっている市町村あるいは農業委員の働きによって大きく変

わるだろうと思っております。  

 株式会社とかのいわゆる農業参入、この面については、今現在でも、ある一定の条件

を満たせば株式会社も参入できるわけであります。でも、私のところは有限会社なわけ

ですが、これは、本当に現場で、その地域で農業をやろうと思えば、私は今の段階では

まだ現行法律の中でも十分やれると思っております。これが即、今の法改正をして、だ

れでも自由にどこの株式会社でも参入できるようにしなければその法人が参入できな



いかといえば、私はそうじゃないと思います。現行の法律制度の中でも十分参入できま

す。したがって、その辺のところには、やはり慎重を期してもらいたいというふうな考

えでおります。  

 最後になりますが、先ほど冒頭にお話しした利益を出す農業というところにまた立ち

戻るわけですが、この農業問題というのは、いかに農業者同士で議論をしても、いわゆ

る国民が理解してくれないことには、日本農業の将来はないだろうと思っております。

これは、食料の輸入という問題も含めてでありますが、やはり日本農業の農産物のファ

ンを幾らふやすか、やはり国民理解を得ていかないと、農業現場の人間だけが農業を語

っていても、私は将来はないだろうと思っています。そういう意味で、今回の改革に当

たっては、広く国民に理解を求め、国民から信頼される改革であってほしいなというこ

とを切にお願いして、私の意見といたします。どうも。  

○生源寺部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、続きまして、本田さん、よろしくお願いいたします。  

○本田陳述人 岩手県遠野市の本田と申します。  

 それでは、今回の中間論点の整理の概要に基づきまして、遠野市というよりも、典型

的な中山間地域としての立場でのご意見を述べさせていただきたいと思っております。  

 まず、別紙の方に、今般の中間論点の中における意見陳述ということで、全部で７項

目にわたりまして、一応当市の現状等も踏まえながら、意見というものを整理させてい

ただきました。  

 冒頭おわび申し上げますけれども、この中で、「食料自給率４０％」という記述がご

ざいます。これはちょっと単純ミスでございまして、「４５％」ということになります

ので、訂正方お願い申し上げたいというふうに思っております。  

 それで、まず、今般のこの食料・農業・農村政策における企画部会における中間論点、

それぞれの各委員の陳述人の皆様からもお話がございましたとおり、非常にわかりやす

く整理されておったんではないかというふうに、私自身もそのような形で拝読させてい

ただいております。  

 今、市町村合併問題等もいろいろ取りざたされておりまして、人口が地域活力の一つ

のバロメーターのような形でいろいろ取りざたされております。私、よく話しするんで



すけれども、合併の枞組みが出ると、すぐ人口何十万人とか、何万人とかと出るんだけ

れども、果たしてそれが本当の地域のあるべき姿だろうかと。確かに、人口という一つ

のものが地域の活力であるということは当然のことながら、その部分はよく理解はして

いるわけでございますけれども、しかし、その地域資源と申しますか、それをいかに活

用するか、それをどう生かすかという部分においては、まだまだ人口減尐が厳しい中山

間地域でも、農業といったものを再生する中において、生き残れるような一つの風穴を

あけることができるのではないかというような、そういう気概もすごく大事じゃないの

かなというように思っております。  

 そういった中で、食料自給率を４５％、そしてまた、水田農業集落ビジョン、あるい

は尐子高齢化の中におけるいろんな取り扱いというような、あるいは担い手といった部

分で、それぞれの論点が整理されたということは、これから地方の文字どおりの中山間

地域がどういうシナリオを持って取り組んだらいいのかなという部分においては、一定

の道筋が見えてきたのではないかなというような感じもいたしております。私は、これ

から都市と農村との交流の中から、地域経済の活性化を図り、できればそれを定住の方

に持っていくような地域戦略を持っていいんじゃないかなというように思っておりま

す。  

 その部分で、私ども遠野市におきましては、四つの言葉をキーワードにしております。

産業振興、農業振興を行う場合においては、「おもしろさとやる気」といったものがな

ければ、幾ら立派な政策があっても、なかなか生産現場、我々現場の者がこういった「お

もしろさとやる気」というような気概がなければ、なかなか取り組みが具体化しないん

じゃないのかなというふうに思っていますし、それから、やはり交流人口、尐子化、高

齢化という中で、人口減というものをある程度前提にした新たな仕組みというのを作っ

ていかなければならないんじゃないかなと思っておりまして、その部分においては、「思

いやりともてなし」というような一つのキーワードをもって市民総ぐるみで取り組む必

要があるなということで、この「おもしろさとやる気」、そして、「思いやりともてな

し」ということで、金がなければ知恵を出せと。人口が減尐するんであれば、交流人口

の拡大の中から、一定の人口減に対する歯どめ策を考えようじゃないかと。合併等も伴

って、どんどん面積も広くなり、人口密度が希薄だとなれば、立派な自然があるじゃな



いかと。これをグリーンツーリズムという形で体系化すれば、物すごい地域資源になる

んじゃないかと。それはもちろん農業というものも入っての問題になるわけでございま

す。  

 それから、マンパワーが不足だという部分の中にあっては、協同という一つの精神の

中から、生産現場と行政と各関係団体が一体となるというのは、そういった仕組みをき

ちんとつくっていくことが大事じゃないのかなというように思っております。  

 そのような視点もございまして、構造改革特区にも挑戦をしてみました。企業の農業

参入、あるいは民宿の規制緩和、あるいは自家製濁酒ということでのどぶろくの新たな

製造免許をいただくというような形での、これも交流人口の拡大と地域資源というよう

なことの中から、そしてまた農業振興ということで取り組んでみようということに取り

組んだわけでございます。  

 そして、そのような中にありまして、この食料自給率をきちっとした数字をもって取

り組むという部分については、私は、これ、非常に大事なことじゃないかなというよう

に思っております。  

 遠野市におきましても、地産地消ということで、学校給食を通じ、できるだけ地元の

物をということで取り組みまして、この１年半ほど、２年ほどでポイントが、４ポイン

トほどであったのが１８ポイントまで上げることができたということで、これは非常に

農家の方が喜んでおります。学校給食のたびに、生産現場の方も一緒に食事をしていた

だいて、いろいろなお話をしてもらうというようなこともやっておりまして、こういっ

た一つの目標を持ちながら、それに対する取り組みをしていくことが大事じゃないかな

と思っていまして、この食料自給の重要性というものをもっともっときちんと訴える必

要があるし、また、その取り組みの対策も講じる必要があるんじゃないのかなというふ

うにも思っております。  

 それから、この集落ビジョン、これにつきましては、私も各集落の方にいろいろ入ら

せていただきました。やはり果敢に挑戦している方がいます。その挑戦している中にお

けるいろんな失敗例、成功例というものがいっぱいございますので、この成功例もさる

ことながら、失敗例なんかもいろいろ検証するという中から、やはり一つの新たな事業

といったものも考えられるので、こういった今の既存事業に、メニューにこだわらない、



いわゆるチャレンジするというような部分における取り組みにもきちんとフォローで

きるような支援策などもあれば、そういったものにおける失敗例を成功例にといったよ

うな形での取り組みが可能になってくるんじゃないのかなというように思っておりま

す。  

 それから、ただいま申し上げましたとおり、尐子化の問題は、これは避けられません。

高齢化も避けられません。したがって、今都市と農村との交流ということで、各省庁が

いろいろ取り組んでおります。国交省なども取り組んでおります。文科省などもいろい

ろ取り組んでおります。こういったものにつきましては、ぜひ各省庁の横断的な部分で、

一つの新たな仕組み、交流事業、対流事業をもっと積極的に行うと。地方の農村頑張れ

というような形での一つの新たな制度なり、そういったものに対する仕組みといったも

のも考えていただければなと。就農支援資金。いうところの団塊の世代を中心として、

ふるさと回帰運動といったようなものも今起きておるというようなことも聞いており

ますので、そういったものに対する支援制度なども考えるような施策があってもよろし

いんじゃないかなというように思っております。  

 それから、耕作放棄地、これも大変深刻な問題になってございますので、その部分に

おける企業の農業参入という一つの新たな切り口がございまして、私のところでも、建

設業者２社が農業に参入いたしております。やはりなかなか大変でございますから、こ

れも長いスパンで物を考えていかなきゃならないのかなと思っております。  

 それから、五つ目でございますけれども、これは、品目横断的な施策の導入という形

での切り口で論点が整理されております。これは、食料自給率の向上を大前提として取

り組む大きな課題であろうかと思っておりますので、中山間地域におけるいわゆる畜産

振興なども非常に大事でございますから、粗飼料基盤を確保するために飼料作物を加え

る。あるいは、ソバといったようなものも地域資源として非常に今注目を集めてござい

ますので、こういったソバといったようなものも対象作物に加えるような形での中山間

地域の農業振興という部分の地域特性といったものを考えていただきたいというよう

に思っております。  



 それから、担い手、非農家、兹業農家、担い手農家というものは、これをきちんと位

置づけながら、中山間地域におけるいろんな基盤整備、中でも、景観形成事業も農業・

農村の振興策だというような体制は必要じゃないかというように思っております。  

 それから、マンパワーの問題で、大規模経営もさることながら、集落営農の推進や地

産地消の推進、高収益作物の導入などは、地域づくり、村づくりというものにつながっ

てまいります。したがって、そのマンパワーの確保という部分で、農業改良普及センタ

ーというような組織もあるわけでございますけれども、そういった組織をどのようにこ

れらの農業振興の部分で新たに位置づけ、そういったマンパワーが生産現場の方々とど

うタッグを組めるかという部分においての新たな仕組みの創設などもお願いできれば

というように思っております。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、次に、小林さん、お願いいたします。  

○小林陳述人 仙台市の小林でございます。  

 私の場合は、回りの皆様が農業に精通していらっしゃる方々の中で、唯一消費者とし

ての勝手な意見を言わせていただくということになります。  

 大変簡単なものをここに用意させていただきました。その中で四つほど意見を述べた

いと思います。  

 初めに、農政改革のあり方についての中で、私は、有機農業を農政の柱に据えていた

だきたいというふうに思っております。現在、地球規模で環境破壊が進んでおりまして、

環境に配慮して暮らすのは消費者の地球市民としての重要な役割だと存じます。消費者

は、食を通じて環境保護に貢献することができます。私たち消費者は、国産の農産物、

畜産物を支持しております。健康で安全な暮らしを守りたいという消費者は、国産を信

頼しております。けれども、すべての消費者が信頼の気持ちをそのまま消費行動につな

げていないところに問題が残っているんですね。信頼を消費行動に、購買行動につなげ

るという後押しとして、有機農業を農政の柱に据える。今もありますけれども、たくさ

んある農政の枝の１本ではなくて、太い幹として据えるべきだと思います。これまでに

も、また、今も、環境保全型農業という表現で枝の１本として細く位置づけられてまい



りました。差別化や付加価値のついた農作物として、個々の農家の高い意識や認識に任

されてまいりました。  

 農山村、農業の多面的機能がＷＴＯでようやく認められるようになったと伺いました。

大変喜ばしいことだと思います。しかし、今の農業のあり様を続けていて、将来も多面

的機能を果たせるのか、大変疑問に思います。開発の名のもとに自然が無秩序に破壊さ

れ、機能がどんどん衰えていっているのではないかと心配です。農家の方から、農薬を

使わなくなったら、子供のころのように生き物たちが戻ってきたという声を聞いたこと

があります。また、果樹栽培の農家の方は、天敵やフェロモンなど高価な資材を投入し

て、農薬を使わない工夫をしておられました。けれども、そういった方々は全体から見

ればまだ尐数派ではないかと思います。農薬や化学肥料に頼った農作業が農家の方々の

健康に被害を及ぼしたことはないのでしょうか。そういったことについて、全国的な調

査が継続して行われ、その結果が公表されたことはあるのでしょうか。農業のあり方を

有機に変えていくというのは、消費者の利益だけではなくて、農家の方々の健康で安全

な暮らしを守るということであり、多面的な機能が重視され、期待されている農山村の

環境保全の役割を果たす一石三鳥の効果が生まれるというふうに考えます。  

 畜産でも同じことが言えると思います。狭いおりの中で経済効率優先の不健康な飼い

方をされている例が多いのではないでしょうか。それが、規模拡大だとか、大規模経営

だとか、合理的な経営という言葉に言いかえられているところはないでしょうか。健康

な家畜を育てるのに適した自然環境と広さ、その広さに見合った飼育数、えさの自給な

ど、畜産のあり方そのものを根底から見直して、健康な食肉を提供していくことも有機

で実現できるのではないかと考えます。  

 ちょっと海外からの環境破壊の事例を申し上げたいと思います。  

 菜種の陸揚げ港である茨城県の鹿島港周辺で、こぼれ落ちた種子による深刻な遺伝子

汚染が起きていることが民間の調査でわかりました。汚染は恐らく関東一円に広がって

おり、神戸港などの他の陸揚げ港周辺でも、組み換え植物が自生している可能性がある

というふうに警告しております。アメリカやカナダでは巨大資本の農薬会社と農家との

間でトラブルが多発しているそうです。カナダの菜種栽培農家は、組み換え菜種の栽培

の畑から風に乗って勝手に飛んできて勝手に育った遺伝子組み換え菜種を、巨大企業の



農薬会社から特許権侵害だと訴えられました。カナダの連邦最高裁判所は、農薬企業の

主張を認めるという大変理不尽な判決を出したそうです。その結果、農家は、親から子

へと５０年続けた自家採取の種子を取り上げられてしまいました。身に覚えのない罪に

問われ、農業を続けることさえ困難になっています。  

 日本でも組み換え作物による種子汚染が現実のものとなってきております。環境を守

ることは農業を守ることだというふうに考えます。日本の農家の方々が組み換え作物に

ついてどういうふうに考えを持っておられるのか、明快な意思表示をされたのは、私自

身の耳で聞いたことはまだないのですが、狭い国土の中での生産は、汚染されたらひと

たまりもないのではないかと大変危機感を持ちます。  

 また、組み換え食品につきましては、消費者は選択の権利を侵害されたままになって

おりまして、環境に対しても加害者であることを余儀なくされております。大変残念に

思っております。環境の保全は今生きている世代だけのものではない。未来からの預か

り物であることを考えるとき、高温多湿の日本で有機農業を太い柱に据えるということ

は、多いなる価値のある政策だというふうに考えます。  

 続きまして、食品業界を巻き込んだ食料自給率の向上策を考えていただきたいという

ものです。食料自給率の向上の目標の達成が大変難しい理由として、消費者の食生活の

無国籍化が指摘されるところです。米の消費量が減り、畜産物や油脂を過剰摂取した不

健康な食事を豊かさだと勘違いしているかもしれません。和食の食材も輸入物で占めら

れております。総務省の家計調査をもとに作成された食料消費の用途別支出構成を見ま

すと、生鮮食品が３割、残りの７割を加工食品、調理食品、外食で占めております。ま

た、食品産業概況の最終消費された飲食費の帰属割合を見ますと、農水産業はわずか１

９．１％に過ぎず、食品製造業２９．５％、食品流通業３２．４％、外食産業１９％と

合わせて８０．９％です。この数字を見た限りでは、消費者に対する教育もさることな

がら、食品業界が食料自給率向上に貢献できる可能性は大きいのではないかというふう

に見えます。この業界が自国の食材に目を向けて積極的に取り入れることが誇りに思え

るような施策をぜひ練っていただきたいというふうに考えます。  

 それから、農地制度についてです。株式会社の農地所有について、優良農地という言

葉はよく聞かれますけれども、どういう農地のことを言うのだろうと事前にいただいた



用語集で調べてみますと、まとまりのある農地や水利施設の整備を行ったことによって

生産性が向上した農地など、良好な営農条件を備えた農地というふうに書いてありまし

た。私は、農地というのは、単に個人の財産としての価値だけではなくて、将来にわた

って食料を再生産し続けるための国民的財産価値をあわせ持った、かけがえのない存在

だと考えておりますし、また、そうあってほしいと切望しております。  

 しかし、日常的には、いつの間にか宅地になったり、大型店や工場に姿を変えて、農

地は跡形もなく消えているのが見慣れた現実です。担い手確保策として、また、耕作放

棄地の解消策なのだろうと思うんですけれども、株式会社の参入が活発のようです。１

６年１月で７０社というふうに書かれておりました。データ集によりますと、食品・飲

料メーカー、農産物販売会社、建設業、運輸業、観光業などが農業生産法人になってお

ります。農家の保有している農地さえ日々消えていっている中で、優良農地を後世に伝

え残していくために、彼ら異業種の方々はどのような権利と責任を約束して参入を許さ

れたのでしょうか。耕作する人が変わっても、５０年、１００年先まで農産物を再生産

し続ける責務を課して、農地が農地であり続ける策をぜひお願いしておきたいと思いま

す。  

 最後に、国民にわかる農政、農政をわかりやすいものにしていただきたいと思います。

アメリカのＢＳＥ牛の交渉では、国民の期待、消費者の期待を担って頑張っておられる

姿をみんなが拝見しておりまして、私たち消費者は、それを支持し、今後のなりゆきを

期待を込めて見守っております。食に関するリスクコミュニケーションが大変頻繁に行

われておりますけれども、そうはいかないかもしれませんが、もっと政策をかみ砕いて、

暮らしとどうつながるのか解説していただきたいんです。  

 例えば、たくさんある庁舎、全国の庁舎の１階は、広報のためのスペースとして確保

し、ちょっと時間が余ったから、暇つぶしに寄ってみるかというような気軽な気持ちで

立ち寄れるような雰囲気づくりから始めていただきたいと思います。財政面も含めた、

もっと身近に私たち消費者の暮らしと農政が密接につながっていることを感じられる

ような工夫をぜひお願いしたいと思います。以上です。  

○生源寺部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、豊川さん、よろしくお願いいたします。  



○豊川陳述人 私は、農政改革のあり方についてから、担い手について、農地制度につ

いて、農業環境・資源保全対策について、五つ目の経営安定対策の確立について、五つ

について意見を申し述べさせていただきます。  

 このたびの新たな食料・農業・農村基本計画の中間論点整理について、農業者の視点

で生産現場からの意見として申し上げたいと思います。  

 まず、このたびの中間論点整理を一読して感じたことは、何よりも大胆な内容である

こと、また、これまでの農業政策の趨勢にはなかったものが整理されているという印象

でした。その点では、農政の抜本的な転換、農政改革そのものと受けとめているところ

であります。  

 そこで、農政改革ということについて若干触れさせてもらいます。  

 中間論点整理第１の「政策展開の基本的考え方」の中で農政改革の必要性を強調して

いるわけですが、確かに現在の社会、経済情勢を振り返るに、これまでの時代状況とは

異なる側面があり、変革期を迎えていること、また、私ら農業関係者もみずからの改革

に向け決意を新たにし、ＪＡ改革へ取り組んでいるところであります。しかしながら、

現在の農業・農村の置かれている状況、また、農業者の実情を顧みるに、あまりにも急

激な改革は生産現場の混乱を招きはしないかと危惧するところであります。  

 現在農業者は、高齢化、生産調整の長期化、輸入農産物の増加、農産物価格の不安定

の中で懸命の経営努力を続けており、その中で、大胆な選別と集中を意図する農政改革

は、農業及び農村に劇的な影響、例えば離農の急増や農業生産力の低下、耕作放棄地の

増大などをもたらすことが心配されます。  

 また、中間論点整理において指摘している構造改革の立ちおくれですが、指摘されて

いる点では事実関係としてそのとおりと受けとめています。しかしながら、なぜ構造改

革が進まないのか。さまざまな要因が複雑に絡み合った結果であるとは申し上げるまで

もないことでありますが、あえて触れますと、農村は各集落の特徴を生かした多様な共

同体により成り立っています。この共同体が個々の農家の小規模の持つ制約を補ってき

たのであり、大規模化、大型化のみが農業経営発展の条件ではなかったかと理解してい

るところであります。  



 また、圧倒的な兹業農家の存在は、経済成長に伴う農工間の所得均衡への農家の対応

であったことは周知のとおりであります。さらに、一時期の農地の高騰は、大規模化が

目指した農家にとって経営負担となり、円滑な経営発展の障害となったことは申すまで

もないと思います。よって、構造改革による新たな政策展開へ移行するとしても、今日

までの農業・農村の経過を踏まえ、生産現場が一体化していける農政改革であるべきだ

と考えているところであります。農業は、食料生産を担い、国民生活に密着している役

割を果たしているがゆえに、なおさらのことと理解しています。食料自給率の向上は、

食料・農業・農村基本法にも示されたところであります。  

 次に、担い手についてでありますが、中間論点整理においては、今後の政策対象とし

て、認定農業者や集落営農の中でも一元的な経理と法人化への計画を有するものなどを

示唆しています。これは極めて大胆な担い手の絞り込みだと思います。  

 現状の地域農業は、多様な担い手によって営まれ、多様な担い手の協同関係の上に成

り立っています。その点では、多様な集落営農が営まれているわけですが、しかしなが

ら、一元的な経理と法人化への計画を有する集落営農は極めてまれです。効率的かつ安

定的な営体の育成を目指すものとしていますが、法人化要件というのは極めて厳しいこ

と、認定農業者というのはとかく大規模農家であることからして、その対象は極めて限

られてくることが明らかであります。よって、論点整理で担い手として示唆している条

件は、あまりにも限定されるものであり、この担い手要件は緩和すべきと考えています。

また、地域におっては、土地条件などが異なっており、担い手は面積等で画一的に決め

ることなく、地域の合意による多様な担い手であるべきであると思います。  

 次に、農地制度についてでありますが、論点整理における優良農地の確保・強化の必

要性、農地を農地として効率的に利用する仕組みの構築などについて、その必要性は理

解しているところであります。ただし、農地の権利移動制限の見直しの中で、地域に根

差した農業者主体の法人ではない株式会社の農地取得については、今後の検討事項とし

てその扱いを留保しています。しかしながら、農地は耕作者みずからが所有するという

原則、また、農地を農地として利用するという観点から、登記目的や不耕作目的の利用

が予想される一般の株式会社の農地取得には絶対反対であります。耕作放棄地の解消あ

るいは意欲ある担い手による農地取得の緩和などから、一般株式会社等の農地取得に対



する主張がありますが、一たん入口を緩めると、出口の規制によってコントロールする

ことは不可能であります。  

 また、構造改革特区の全国展開については、農地法を改正したばかりであり、現状を

よく詳しく検証することが先決であると思います。なし崩し的な全国展開には慎重な配

慮が必要であると思います。  

 ４、次に、農業環境・資源保全政策についてであります。  

 農業の果たしている多面的機能について国民的理解のなされているところであり、農

業振興、農村活性化が今後とも安定的になされることは地域社会に必要であります。そ

のための施策のあり方について、論点整理に触れられています。また、環境保全への取

り組みについては、農業のみならず、他産業においても追求されている点です。  

 そこで、現在、中山間地域と直接支払い制度につきまして、今後継続実施するともに、

農業・農村の多面的機能の永続的な発揮に資するため、農地、水路、農道等の地域資源

の保全に向けた平場地域を含めた制度の改善を要望します。  

 最後に、経営安定対策の確立について申し上げます。  

 この対策は、このたびの新たな基本計画の重要事項であり、担い手育成への中心部分

と言えます。まず、現行の品目別対策の中で、特に麦、大豆の畑作物を対象とし、認定

農業者等の担い手を要件とするとしていますが、要するに論点整理における担い手のみ

が対象となり、対象外となった大豆、麦作農家は経営難から稲作生産へ移行することが

予想されるため、米需給への影響が懸念されます。水田転作物としての麦、大豆につい

ては、指摘のような需給のミスマッチがあり、生産者は平成１７年度からのランク区分

導入により、本作化への意欲を新たにしているところです。しかしながら、対象外とし

て門前払いとなることは、麦、大豆の生産の激減、輸入増加となることが再び懸念され

るのであります。このことは、水田転作作物の定着を困難にすることとなります。また、

担い手外への措置について、検討の余地を残しているものの、基本的には小規模農家の

切捨てであり、地域農業の衰退が明らかになると思います。このことは、耕作放棄地が

ふえ、農業の多面的機能や食料自給率の低下が心配されるため、このような担い手の限

定にも私は反対であります。  



 また、畜産、野菜、果樹等の品目別政策についても、一定経営規模を基準として政策

対象の選別と集中を意図していますが、このことは、生産基盤の脆弱化を招くことが必

至であります。 このようなこのたびの中間論点整理は、構造改革の加速化を命題とし

ていますが、急激な改革は自給率を低下させ、生産現場の混乱を助長することが憂慮さ

れると考えています。以上で終わります。  

○生源寺部会長 ありがとうございました。  

 それでは、最後になりましたけれども、西原さん、よろしくお願いいたします。  

○西原陳述人 私、北海道からこの意見陳述に参加させていただきましたことを、厚く

お礼を申し上げたいと思います。  

 私は、北海道のほぼ中心、皆様には富良野と言った方がおわかりかと思いますけれど

も、その富良野の隣町、中富良野町で農業を営んでいる者でございます。本日、北海道

から参加をさせていただきましたことに、厚くお礼を申し上げたいというふうに思いま

す。  

 私自身も、北海道の中では相当規模拡大が進んでいる地域もあるわけでありますけれ

ども、私の町は、国の施策で言うと構造改革がおくれていると言ったらそのとおりであ

りますけれども、経営規模はそれほど大きくないところでありまして、私自身も、水田、

米を含めて１３ヘクタールほどで、妻と息子３人で営農を続けておりまして、野菜中心

の経営規模でございます。  

 今回の中間論点整理の出された内容等についての問題点を含めて、今まで置かれてい

る北海道の農業の現状等についてお話をさせていただきたいというふうに思います。  

 まず、最初に、北海道における規模拡大型の水田経営の実態でございますけれども、

平成５年のＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドの農業合意をされて以後、私たちのグループ

がございまして、そのグループで、北海道の規模を拡大していった我々の仲間を中心に、

百数十戸の農家を中心に、平成５年から６年間、経営実態調査をしたところでございま

すけれども、平成１０年だけを見ても、経営規模で１５ヘクタールの農家で２，０３６

万円ほどの収入があるわけでありますけれども、直接経費を引くと４８５万円というこ

とで、家計費すらも賄えないというような、市場原理にゆだねられた結果として出てき

ております。  



 また、私たちの、私の町の中でも、ある程度経営規模拡大が進んできているわけであ

りますけれども、国が目指すように、経営規模が拡大されたからといってコストが下が

っているかというと、決してそういう状況ではないというところでございます。それは

なぜかというと、規模は拡大をしていっているわけでありますけれども、農地の集約が

ままならないという現状がございます。どうしても点在をしている中で規模拡大をして

いかなければならないというところになって、逆にコスト高につながってきているよう

な現状にございます。私も１３ヘクタールほどでありますけれども、実際は３カ所に分

かれておりまして、なかなかコストは下がらないというのが現状でございます。  

 そういう中で、北海道においても、このＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドの農業合意が

されてこの１０年間、価格が市場原理にゆだねられた結果、大幅に価格は下落をしてい

く中で、主業農家と言われている農家ほど経営破綻が続いているような現状になってご

ざいます。この間、アメリカやＥＵを含めて、相当の直接支払い政策を導入したことに

よって、日本農業とかなり大きな差が出てきているのではないかなというふうに思って

おりますし、国内においては、中山間地等直接支払い政策だけが条件不利を補正するよ

うな形で導入されたところでありますけれども、私の町、中富良野町においても、平成

５年には７０７戸あった農家も、現在は５３０戸まで減尐をしてきてございます。この

間、この１０年で１７７戸、約２５％の農家がやめていったわけでありますけれども、

大きくは平成１０年からこの５年間、ここで約８割、１３０戸ほどが離農をさぜるを得

ない状況になってございます。これはやはり米の大幅な価格の下落、それから、本町の

場合、野菜がかなり中心になっておりますので、野菜の価格の大幅な下落がこの要因と

いうふうに考えられているところでございます。  

 そういう中で、今回のこの企画部会の中での中間論点整理でございますけれども、経

営安定対策については、本当に日本型直接支払い政策、この導入と経営安定対策を大胆

に打ち出したことについては、本当に我々としても大きく評価をするところであります

し、今後に大きな期待を寄せるところでございますけれども、しかしながら、問題は、

ここまで落ち込んでしまった主業農家に対する所得、特に国が目指している他産業従事

者並み、他産業従事者と遜色のない水準までどうやって回復をさせるのかという、そし

て、どうやって維持をさせるのかという仕組み、組み立てが必要だというふうに思って



おりますし、今後出される政策の中身、特に先ほど中間論点整理の中でもお話がありま

したように、規模拡大要件だとか、そういう要件がどのように出されるのか、非常に重

要なところではないかなというふうに思っております。  

 今回は、モデル的なケースというふうに整理がされております多面的機能に対する直

接支払い政策の創設でございますけれども、これについても、農業が果たしている環境

や地域資源の保全などの行為に着目した直接支払い政策を創設をしていただいて、農業

者の所得確保と経営を安定させながら農業環境対策を進めていく施策も必要ではない

かなというふうに思っております。  

 具体的といいますか、その手法としては、やはり堆肥や緑肥などの投入による、適切

に農地を維持管理しているすべての耕作者を対象にした直接支払いというのも方法と

して考えられるところでありますし、資源循環型農業への転換を促進させるための減農

薬栽培や有機農業などに取り組む農業者に対する直接支払いも考えられるところでは

ないかなというふうに思っているところであります。  

 しかしながら、この中間論点整理で出されておりますように、農業者の規範を示すと

いうことでありますけれども、この規範がどういう内容なものであるか、非常に我々生

産者としては、どのような規範が出されるのか、非常に心配をしているところでござい

ますし、３年前阻止された日本型ＣＴＥのときもそうでありましたけれども、現況とし

て環境資源政策支援の減農薬、クリーン農業等に従来から取り組んでいるところは、こ

の対象から外されたという日本型ＣＴＥのときの経緯があるわけでありますけれども、

そういうことじゃなくして、やはりそういうところに早くから取り組んでいる人たちを

やはりきちっと位置づけをしていくというのが必要ではないかなというふうに思って

おります。  

 それから、担い手政策でありますけれども、これに対しても、やはり特に食料生産、

内部経済効果に関する施策等については、主業農家等に集中化・重点化、担い手にして

いくのは必要だというふうに思いますけれども、しかし、それぞれの地域を考えたとき

には、やはり農業環境はその主業農家、担い手だけでは当然維持はしていけません。そ

ういうことで、やはり環境保全、外部経済効果に対する施策としても、その役割を担う



すべての農業者を対象にして、この担い手という位置づけも必要ではないかなというふ

うに思っております。  

 それには、今回、ことしから措置された米政策の中で示されております集落営農、こ

れも国の考え方の中では、本州向けの集落営農というふうに言われているわけでありま

すけれども、私のところでは、北海道型集落営農もあってはいいんではないかというこ

とで今回取り組みをさせていただいているところでありますけれども、これはやはりき

ちっとした担い手としての位置づけをしていただきたいなというふうに思っていると

ころでございます。詳しいことについては、時間の関係もありますので、後ほどまた意

見交換の中で、何かなればお答えをさせていただきたいというふうに思ってございます。  

 それから、農地制度の問題でございますけれども、これについては、やはり農地とい

うのは資産価値としての農地ということだけじゃなくして、食料生産、環境財としての

農地、国土を耕し続けるということに対する優良な農地を守り続けていくという視点で

議論をしてほしいというふうに思っております。そうすれば、おのずと農地の管理のあ

り方、だれがこの農地を担っていくかということについては、決まってくるのではない

かなというふうに思っております。  

 また、株式会社の農地参入についても、現行のリース方式で十分ではないかなという

ふうに思っておりますし、私の町でも、過去といいますか、五、六年前に株式会社が違

う形で農地を取得して、１年で地目を変換してしまって、違う目的で使ってしまったと

いうケースがございます。そういうことからいくと、やはり株式会社が農地を取得する

ということについては、我々としても非常に、何に使われるのかという、非常に心配さ

れるところがございますので、これらについては十分、農地の管理のあり方、そして、

だれが担っていくかということをきちんとやはり議論をしていただきたいなというふ

うに思っておるところでございます。  

 何はともあれ、今回の中間論点整理でまとめられた直接支払い政策を含めて、大胆な

今回切り込んだ我々の施策だというふうに我々も受けとめております。しかしながら、

これが全国画一的な今までのような手法の中での施策じゃなくして、やはりそれぞれの

地域、地方に合った施策としてぜひ認めていただきたい。そして、そういうような施策



にしていただきたいというふうに思ってございますので、よろしくお願いを申し上げた

いというふうに思います。私の意見としては以上でございます。  

○生源寺部会長 どうもありがとうございました。  

 以上で意見陳述人の皆様からの意見のご開陳は終了いたしたわけでございます。  

 まことに恐縮でございますけれども、休憩を挟むことなく続行させていただきたいと

思います。もしお手洗い等必要であれば、それぞれ適宜席を外していただければありが

たいと、こう思います。  

   

５．意見交換  

○生源寺部会長 それでは、意見交換に移りたいと思います。  

 本日のご意見につきまして、委員の皆様方からご質問あるいはご意見も含めて、いろ

いろお出しいただきたいと思います。  

 時間でございますけれども、本日４時半を終了の時刻というふうに決めさせていただ

いておりますので、この時間をめどに議論をいたしたいと思っております。  

 また、もし時間が許すようであれば、きょうお見えになりました陳述人の皆さん以外

の方からもご意見をいただくことができればと考えております。ただ、相当タイトでご

ざいますので、いずれにせよ、そういう形でご意見をフロアからご発言いただく場合に

も限られた形になろうかと思います。  

 きょうの資料の中に、あらかじめご意見を記入していただく用紙を封入しているかと

思います。この用紙につきましては、もしご意見があれば記入していただいて、会場出

口の受付にお渡しいただければありがたいと思います。用紙に記入していただきました

意見につきましても、今後の企画部会における議論の参考にさせていただきたいと、こ

う考えておりますので、この点もよろしくお願いいたしたいと思います。  

 それでは、休みなしで恐縮でございますけれども、委員の皆様方からご意見、ご質問

等があれはお受けしたいと思います。また、陳述人の皆様方には、最初１０分という非

常に限定された時間の中でのご発言でございましたので、適宜補っていただくような、

こういうご発言をいただいても結構でございますので、よろしくお願いをいたします。  

 どうぞ、安髙委員。  



○安髙委員 初めにご意見を伺った加藤さんにお伺いしたいんですが、農地のところ、

特に耕作放棄地などで尐し具体的に触れてあったのでお伺いいたしたいんですが、例え

ば耕作放棄された農地の所有権と利用権を分離しというような考え方ございますけれ

ども、これ、果たして耕作放棄されたところだけでいいのか。もっと全般的にやる必要

があるんじゃないのか。それから、「利用権については関係市町村が管理し」とありま

すが、こういう部分、果たして市町村でいいのだろうか。もう尐し大きい枞組みが必要

なのではなかろうか。  

 そういう部分を含めたときに、「農地法等の問題はあるが」と前で振ってありますけ

れども、もう農地法そのものを根本的に考え直す必要があるのではないか。あるいはそ

の点のところについてはどのようにお考えなのか。  

 それから、もう一つ、農地にとって私は非常に心配しておりますのは、相続というも

のによって農業経営の継承が困難になるという事例も多々あろうかと思うんですが、相

続法の方は法律として大きゅうございますから、なかなかいじくりにくいであろう。と

なりますと、農地の方の位置づけ、農地に対する考え方というものをがらっと変えてい

ただくためにも、農地法というものをどういうふうに触れていったらいいのかなと思っ

ていますが、その辺についてご意見をいただければ。  

○生源寺部会長 ちょっとお待ちください。あまりたくさんの質問になりますと、お答

えになる方もなかなかお答えになりにくいと思いますので、まず１回お答えいただいて、

その後でまた関連でお願いいたします。  

 どうぞ、加藤さん。  

○加藤陳述人 個人的な意見を言わせていただきたいと思いますが、今回、耕作放棄地

を例に、所有権と利用権を分離できないかなということで発言させていただきました。  

 今進められております農地の利用集積、これは、平成４年の新政策発表時からその方

向でずっと進んできまして、それから１０数年たっておりますが、なかなか進んできま

せん。それで、今回かなり抜本的なメスを入れるような形で政策を打ち立てられました

ので、やや進むのかなと。ただ、個人的には、今ご質問ありましたように、耕作放棄地

だけじゃなくて、全部の農地について、どこかで所有権と利用権の問題を検討、法律的

にはよくわかりませんが、検討していただいて、それで終極的には、個人的、僕自身は、



戦後の農地改革のときまで戻らなきゃならないのではないか。抜本的な農地集積なる形

というのは、その辺の、いわゆる所有者と耕作者、逆の形になりますけれども、その辺

までいかないと、抜本的な最終的な利用集積というのは難しいのかなと。  

 ただ、いろんな制約がありますので、今僕自身はそこまで、そうしてくださいとか、

そうすべきということは言いませんけれども、とりあえず、耕作放棄地を何年か据え置

いた場合には、やはり国土保全とかなんかの面から、利用権はどこかで管理してもいい

のではないかと思っております。  

○生源寺部会長 それでは、中村委員、関連でご質問があるかと思いますので。その後

でもしあれば、安髙委員も追加でどうぞ。ちょっとお待ちください。どうぞ。  

○中村委員 私も、利用権と所有権を分離して管理する必要はあろうかと思いますけれ

ども、行く行くは、例えば不在村の方々の農地を、利用権だけじゃなくて、所有権移転

したいという話がもう始まってきていると思うんですね。そうしますと、それの受け皿

として利用権と所有権を一体的にプールできる場所をつくっておくべきではないかと

考えますが、その辺はいかがですか。  

○生源寺部会長 もし今の中村委員からのご質問につけ加えることがございましたら、

加藤さん、よろしくお願いいたします。  

○加藤陳述人 そこまでは深く考えておりませんでしたけれども、例えば東北地方です

と、農地の利用集積の事例としまして、岩手県の川崎村の薄衣地区のように、あそこは

大体五つの集落ぐらいに集めて利用集積しまして、完全な利用権と所有権を切り離した

形でそういうふうな営農をやっているということで優良事例だと思いますが、ただ、ほ

かの地区で今すぐそんな形をみんなとれるかというと、それはいろんな法律とか制度の

問題で無理だろうと思いますが、先ほどのご質問の、所有権までというところまでは僕

自身はまだ考えていませんでした。  

○生源寺部会長 それでは、安土委員、どうぞ。  

○安土専門委員 質問なんですが、西原さんのお話の中で、株式会社が農地を取得して

１年で地目変更したというお話があったんですが、非常に私よくわからないんですが、

どうしてそんなに簡単に地目の変更ができたり、用途が変えられるのか。株式会社であ

るかどうかとは関係なく、他の国土の利用、私は都会に住んでいるということもあるん



ですが、そんなに簡単に用途は変えられない。かなり限定された中でやっているので、

むしろそちらの方に非常に不思議な感じがするので、具体的にどういうことだったのか

をぜひ教えていただきたい。  

 それから、関連して、西井さんの方から株式会社の農地取得の話が、大変積極的なお

話が出ていましたが、西井さんのご意見として、今のようなことに対してどんなお考え

をお持ちなのか、ぜひ伺いたいと思います。  

○生源寺部会長 それでは、まず西原さんからお願いいたします。  

○西原陳述人 大変申しわけないんですけれども、私もただ農家の一員で、農業委員会

にも携わっておりませんから、詳しいことはわかりません。初めは、その農地を取得し

たのは株式会社の方ではなかったわけですけれども、違う形の、何て言ったらいいのか

な……、全く違う形の人たちが入ってきて、その人たちが、これは法の抜け道だったと

いうふうに言われているんですけれども、その会社が１年間で、１年で倒産をさせて、

そしてそれを株式会社に譲ったということみたいなんですね。それで、実際に１．３ヘ

クタールぐらいのところに今大型大規模パチンコ屋さんが建っています。  

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

細かなところまではなかなか西原さんも……。  

○安土専門委員 おっしゃったことの意味はわかりました。  

○生源寺部会長 それでは、西井さん、どうぞ。  

○西井陳述人 今私も西原さんのお話を聞いてちょっとびっくりしたわけですよ。私ど

もが主張します会社、いわゆる株式会社と限らず、今お隣も有限会社とおっしゃってい

たが、法人格を持った農業経営という意味から株式会社という例を申し上げて、そして

農地を取得して、そこできっちりとした農業を営み、またそこでも利益を上げていくと

いう形をしないと長続きしないという前提で我々考えております。  

 ですから、そういう面で言えば、今言ったようなことが出てくれば、これは当然私の

意見の中にありますけれども、農業以外の使用の罰則とか、そういうもののきちっとし

た法整備というものは私も必要だということは理解しておりますし、当然そうあるべき

だと。むしろ農業以外になったら、それは使用ということはちょっと適切かどうかわか

りませんけれども、そういう形で、ある意味では国家が一遍管理するとか、そういう形



も必要ではないかと。あくまで前提として今の農地を守るということも前提に考えた上

でのお話でございます。よろしゅうございますか。  

○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、どうぞ。  

○山田臨時委員 それぞれの皆さんから大変有意義なご意見を賜ったというふうに思

います。  

 日ごろ、一生懸命主張しても、なかなかここの企画部会委員の中でも意見の違いがあ

ったりしている部分があるわけですが、きょうは、例えば本田さんからありましたよう

に、水田経営における経営所得安定対策の対象作物を、飼料作物やソバにまで対象を広

げて考えていかないと、本当に経営全体を見た対策にならないんじゃないかというふう

におっしゃった部分は、全く大賛成であります。今のところ、議論の中で明らかになっ

ていないし、中間論点整理もそれは明らかじゃないんですが、飼料作物やソバはどうも

対象になっていないんじゃないかというふうに私も聞いていまして、そういう面では、

今のご意見、大変賛成であります。  

 さて、関連で西井さんからも大変先ほど大事なご意見を伺いました。食料確保の大事

さとか、さらに、国民の価値観の見直しが必要じゃないかと、それじゃなきゃ変わらな

いぞというふうにおっしゃっていただいた部分は大賛成であります。  

 ところで、具体的な議論に入りまして、株式会社の参入のことをおっしゃった、積極

的におっしゃったわけでありますけれど、どうしてもお聞きしたいのは、生産者の経営

意識の醸成が必要だというふうにおっしゃった部分は私も賛成できるんでありますけ

れども、しかし、ご案内のとおり、東北のこの気候も、環境も農地も、この地域に張り

ついたものでありまして、動かすことができないわけですよね。  

 同時にそれは、地域社会とか、人間社会というふうに考えてみたりしますと、その単

位は家族なんだと思うんですよね。多分西井さんの長い間の経営者としての感覚、理念

からしましても、この社会の、この国のあり様の基本はやはり家族にあるんじゃないか、

その拡大としての地域にあるんじゃないかというふうに考えておられると思うんです

ね。そういう面で理念には大賛成なんです。  



 ところで、株式会社がそこに突然出てまいりますと、果たして家族農業経営と、それ

と家族農業経営の発展形態としての農業生産法人と、ぎりぎり、そこまでと、それと、

もう一つは、一般のといいますか、株式会社ですね、資本を構成する株式会社との違い、

ないしは、それらの両立が可能なのかどうかということについて、よくよく多分考えて

おられるというふうに思いますけれども、違いがあるんではないかというふうに思うん

です。  

 今もお話が出ていますが、例えば東北の青森と秋田県境の産廃の、大規模産廃の問題

は、一体生産者がやりますかね。地域に住んでいる地域の人はしますかね。多分違うん

だと思うんです。そこはどんなふうに理解したらいいかわかりませんけれど、そういう

問題はどんなふうに解決するんだと。違うでしょうと。地域だったり、家族農業だった

り、そこで地域社会が守られているんじゃないですかというふうに思いますので、果た

して、株式会社が農地を取得しました、そしてそこに参入します、技術は必要かもしれ

ませんけれども、それで大丈夫なのかということについてご意見をお聞きしたいと思う

んです。  

 この中間論点整理でもいっぱい議論がありまして、そこに書いてありますのは、要は、

地域に根差して、そして農業者主体の法人であれば、これは考え得るんじゃないかとい

うところまで議論しているわけであります。ところが、地域に根差さないで、農業者中

心でないというふうな株式会社が本当に東北の農地や地域社会を守れるのかというこ

とについて、やはり心配があります。  

 本田さんがさっきおっしゃっていましたように、兹業農家主体の雇用の建設会社、地

元に張りついた建設会社が農業経営やってもいいじゃないかとおっしゃいますが、そこ

は、相当考え得るんだと思うんです。地域に根差しているわけでありましてね。だから、

そこは、あくまで株式会社は形態の一つにしか過ぎないんです。大事なことは、地域に

あるのか、家族農業を発展させるのか、日本のこの農業を守る主体は何なのかというこ

との理念だというふうに思っていますので、ちょっと長くしゃべりましたが、それぞれ

の皆さんから出た部分であって、大事な部分だというふうに思いましたから申し上げさ

せていただきました。  



○生源寺部会長 それでは、今の点につきまして、西井さん。それから、もしおありで

あれば、本田さんからもご意見をいただきたいと思います。  

○西井陳述人 この問題をやっていますと、１時間やそこらではとっても結論出ないと

いうふうに考えていますし、私もそれほど詳しく具体的に考えていない。ただ、私、い

わゆる家族経営の農業、これを壊すという、全面的に否定しているということは一つも

ございません。やはり前提としてそれが大事であるということがございます。  

 ただ、東北だけでも、あるいは東北でも、同じ場所によっていろいろと違ってきてい

るんじゃないかと。家族経営そのものの背景がですね。あくまでも全部が家族経営をそ

のまま継続できるかどうかというと、私は非常に疑問に感じる点がたくさんございます。  

 今仮に１００戸あったと。家族経営全部やっていると。あと５年たって、それが１０

０戸そのままで続けていけるかどうか。恐らくこれは非常に難しいんじゃないかと。そ

のときのカバーをするという意味でも、やはりきちっとした意味の法人格を持った、そ

ういう経営をする必要があるのではないかという問題を考えているわけでございます。  

 それから、同時に、担い手と言いますけれども、最後はやはり一人一人が畑を耕さな

ければならないんですね。本当にそういう人たちがこれから日本の尐子化の中でどれだ

けあるんですかと。実際私の心配しているのは、これは何も農業だけじゃありません。

あらゆるところで、５年、１０年たちましたら、完全に日本は人手不足です。特に若年

層は。そのときに、この担い手が本当にカバーできるんですか。今ある所得、産業界と

農業との所得の差があると。これをレベルを上げていくということは納得できます。た

だ、同時に、こちらの方も人手が不足でございますから、そちらの方をさらに上げてい

く可能性もありますし、吸収もあります。  

 ですから、私が心配している、このいろんな中間報告の中にありますけれども、その

中で、根底からどうやって担い手を将来にわたって確保していくんだと。日本自身がこ

れだけの経済基盤をどうやって今の、人口が減っていく２００７年の問題もございます

し、それをどうやってカバーしていくんだと。恐らく日本全体で見れば、あらゆる産業

で日本人だけで従来の産業を維持するということは私は非常に難しい時代が来つつあ

りますよと。現実に、２００７年から団塊の世代の人たちはどんどん定年でやめていき

ます。それをカバーするのはどうしていくんだ。家族経営にしても、お父さん、お母さ



ん、息子さんも一緒にやってらっしゃいますが、しかし、それがいつまでも続くんです

か。息子さんのところにお嫁さんが来て、家庭をもって、またその息子さんがつないで

いくんですかということに対しては、非常に問題が･･･。今考えられるのは、そういう

意味で法人化をしていって、しかも法人化できちっと担い手に安定した収入ができれば、

それが一番ベターではないかという考え方で申し上げたんであります。決して壊すよう

な意味とか、そういうことはありません。  

 ただ、東北においても、本当に青森県においても、あるいは福島、宮城、あるいは秋

田においても、地域によってえらく差があると。これをどうふうにやって解消していく

んでしょうかという意味も含めてでございます。  

 全部お答えになっているかどうかわかりませんけれども、そういうことにつきまして

私も心配して、一つのカバーをする方法、補てんをする方法でも、やはり今考えられる

のは、法人格を持った経営がいいんではないかということで申し上げているわけであり

ます。あと、市長さん、ひとつ何かカバーしてください。  

○生源寺部会長 本田さん、いかがでございましょうか。もしあればで結構でございま

すが。  

○本田陳述人 ただいま山田委員さんの方からのお話ありました、家族が一つの単位と

してということにつきましては、私も全くそういうことが基本としてあっていいんじゃ

ないかというふうには思っております。  

 ただ、家族という部分の中で、遠野市の場合も、家族協定を結びながら、休暇もとれ

るというような形できちんとやっている、そういった農家の方々もふえてきておると。

そういった部分はそういった部分としてきちっと家族単位でやれるという部分はある

わけでございますけれども、そういった形での対応ができなくなっているいわゆる農家

もどんどんふえてきているということも、これも事実でございます。  

 これは、やはり地域特性といったものがやはり一番その中には背景として考えられる

んじゃないかなというように思っていますけれども、株式会社の農業参入ということで

表現はされているわけでございますけれども、当市の場合も、農業にちょっと取り組ん

でみようかという形で２社が出てまいりました。これはいずれも建設業という一つの企

業でございます。建設業さん、ご承知のとおり公共事業がどんどん減ることによって、



何とか生き残っていかなければならないというような大きな命題も抱えておって、その

建設業に従事している社員の方々も、いうなればほとんど兹業農家だと。農家をやりな

がら、建設業という事業にも従事しているという方なものでございますから、みずから

うちに帰れば農業をやっているというような部分を裏返せば、建設業として農業という

ものに参入できるという一つの道筋ができてくるんじゃないかなというように考えた

わけでございます。けれども、この２社が取り組むという場合における一つの形にする

には、大変な話し合いを何度も何度も重ねてまいりました。というのは、取り組んでも

本当に企業として成り立つのかという部分が、どうしても、幾ら数字を、鉛筆をなめて

も、利益というものにはつながらないと。それで取り組むということが果たしてどうな

のかということで、随分取り組んだ２社の方も悩みました。悩んだ中で、やはり挑戦し

てみようと。社長さんもみずから農業というものに非常に明るいということもあったわ

けでございますけれども、それで何とか２社がそれに参入できるというような一つのモ

デルケースとして取り組んだわけでございますけれども、正直なところ大変であります。  

 要するに、経営という感覚から考えれば、今ホウレンソウのハウス栽培に取り組んで

いるわけでございますけれども、年間６００万ぐらいというような部分から始めようじ

ゃないかということになっているんですけれども、人件費とかいろんなことを考えてす

ると、どうしてもペイしないというのは、これはもう一目瞭然だと。じゃあ、３年、４

年後にきちんとできるかということになった場合も、価格問題等もあり、市場原理もあ

り、果たしてどうなるのかという部分もある。それからまた、流通という一つの大きな

問題もそこに横たわっておるというようなところで、正直なところ、大変必死になって

もがいているというのが事実でございます。  

 しかし、そのもがいている状況の中に、流通なり、あるいは一つの生産基盤なり、あ

るいは農業というものに対するノウハウの中で、それをサポートする、先ほどマンパワ

ーのお話もしましたけれども、それがきちんともう尐し仕組みができておれば、一つの

業としての農業というものもその中から一定の道筋は見えてくるんじゃないかなと。し

たがって、１年で、あるいは半年で結論を出すんじゃなくて、２年、３年、尐しこれを

見守りながらやっていこうじゃないかということで今いるわけでございます。  



 いずれ、企業の農業参入、株式会社の農業参入というのは、特区制度を利用しての取

り組みはいたしましたけれども、現状は大変厳しくて、またいろんな規制もまたそこに

はあるというような状況で今おるところでございます。地域特性といったことをよく考

えて対応することが大事じゃないのかな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、大庭委員、その次に永石委員でお願いいたします。  

○大庭委員 大庭と申します。  

 私は、消費者を代表しまして、先ほど小林会長から日本の農業では有機農業をどのよ

うにとらえるかというお話を聞きまして、全く同感でありまして、食料・農業・農村白

書を見ましても、有機農業という言葉は出てきません。私は農業は素人ですが、専門家

の方はこの有機農業をどのように考えておられるか。つまり、減農薬、減化学肥料。早

急には無理ですけれども、だんだんと５年、１０年先には、農薬は使いませんよと、限

りなくゼロに持っていきますよという施策をとるのか。あるいは、有機農業をあきらめ

て、１００％、これでもかこれでもかと強い農薬を開発して、遺伝子の組み換えまでし

ていく農業が、これが日本の農業なのかと。どういった農業をこれから目指すのかとい

うことが大変疑問に思いました。  

 現代社会では、家庭でも驚くほど料理をつくらなくなりました。そういった弊害が、

子供のアトピーとか、あるいはアレルギー、これは決して人間だけじゃないんですね。

家畜の世界、わけのわからないウイルスというのは、私は医学の専門ではありませんか

らわかりませんが、何か関係しているんじゃないかという気がしました。  

 将来の日本の農業を考えた場合には、こういった安全・安心を考えた上に、商品開発、

つまりは外国の企業に勝てるような日本の商品を開発するのがこれからの農業の使命

だと思います。ぜひとも有機農業というものに対する専門家の、これからの日本の農業

では、この有機農業はどういう方向でいくのか、だめなのか、いいのか、あるいは改良、

こういった点を改良すれば採用できるんじゃないかとかいうような方向性を、きょうは

専門の方がいらっしゃるので、ちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。  



○生源寺部会長 これは、豊川さん、あるいは西原さん、あるいは藤岡さんから伺うと、

こういうことでよろしゅうございますか。  

 有機農業なり、有機に限定する必要はないかと思いますけれども、今後の農業、農法

のあり方のようなことでございますけれども。  

○藤岡陳述人 私のところでも、全部ではないですが、一部、それこそ有機で、無農薬

で栽培しているものもあります。かつてこの農産物というのは、米も野菜もそうですが、

大量生産の時代があって、その後、今度、やはり食味というか、味が重視されるような

方向に向かって、そして、今現在まさに安全なもの、安心なものというふうな流れには

なってきていると思います。しかし、これが、すべてそういくかといいますと、生産現

場の段階では、まだまだやっぱりそこまではいっていない。ほんの一部に過ぎないんじ

ゃないかというふうに考えております。  

 でも、これはやはり長い目で、環境とか、国民の健康とかということを考えますと、

本当に生産現場の人間も真剣になって有機あるいはそういう環境に負荷をかけないも

の、食べて安全なもの、これらのことについてやはり真剣に考えなければいけない時代

に入っていると思っています。  

○生源寺部会長 それでは、豊川さん、いかがでございましょうか。  

○豊川陳述人 有機というのは、まず、稲わらを完熟させて農地へすき込むことですね。

昔みんなやっておったときには、肥料、今の化学肥料は、今施している３分の１か４分

の１で十分足りたんです。それが、やはりだんだん略されてきていますので、農地がだ

んだんやせ細っている、全体的に。農地がやせ細るというのは、地力が弱っているわけ

ですから、そこで育つ作物自体がひ弱なものになる。無理して今化学肥料である程度補

うから、問題がさまざま発生するということなんで、今我々の方では、運動として、ち

ょっと労力を費やすことによって、生わらを２年間ほっぽり出して、ちょっとの窒素肥

料だけ、水をかけておけば、完熟堆肥になります。昔は、畜産農家で堆肥として稲わら

を踏ませて、それを完熟な堆肥で使ったものなんですが、今はそれはできません。です

から、手っ取り早い方法として、その運動を展開中であります。だんだんそれにはみん

な気づいていますから、それをやろうというような運動がだんだん輪のように広がって

きていると、こういうふうな状況で、今生産者みずからがそうしていかないと、いいも



のができないんだと。元手になるまず土地そのものをふやせないんだという感覚で今運

動を大々的に展開中であります。  

○生源寺部会長 ありがとうございました。  

 それでは、西原さん、何かございましたらよろしくお願いいたします。  

○西原陳述人 有機農業、それから無農薬というのは、非常に現場としては難しい取り

組みだというふうに我々思っています。しかしながら、これは取り組んでいかなければ

ならない状況に置かれておりますから、私のところは、米が町全体では、もう５０％、

５１％ほどの生産調整になっておりますから、水田、米をつくっている面積としては１，

５００ヘクタールぐらいしかございませんけれども、その中の大体８割ぐらいの面積を

１７年前からクリーン農業ということで、減化学減農薬で取り組んでおります。  

 我々も取り組んでみて初めてわかったことでありますけれども、排水にはドジョウが

戻ってきた。用水にも、私たちのところの用水は、本当にきれいな水といいますか、非

常にいい水を使っておりまして、我々の水田の最後の水を切ったときには、水のたまっ

ているところには、こちらにはいないかもしれませんけれども、ワカサギという魚が自

分でてんぷらしても食べられるぐらい寄ってくるという、減農薬をやるようになってか

ら、それだけのドジョウやなんかが寄ってくるというのが、我々も実感としてわかるよ

うになってから、やっとみんながその気になって取り組んできたというのが実態でござ

います。  

 １７年にもなりますけれども、実際のところは、本当に軌道に乗り出したというのは、

ここ五、六年のところでありまして、それまではやはり生産者の中には、そんなもの取

り組んだってだめだ。おれだけ抜け駆けして夜中に農薬をまくとか、そういう方がいた

んですけれども、実態としてそういう魚が戻ってきたということを見ると、やはり取り

組まなければならないということの自覚が出てきて、やっと今軌道に乗って、その中で

も減化学の分、有機で取り組んでいきたいということで、稲わら等についてもきちっと

搬出、外に出して、そして堆肥化をしていくということで、これらについても、コント

ラクターみたいな制度を使って、すべてロールベーラーで全部圃場から巻いて出してし

まうという形で取り組んでいるんですけれども、これを今自分たちのところで、今私の

ところも、米のほかにタマネギだとか、ニンジンだとか、ハウスで軟白長ネギをつくっ



ているんですけれども、タマネギにも今広めて、軟白長ネギについては私のところもほ

とんど今化学肥料を使わない、有機肥料だけで今やっているんですけれども、なかなか

病害虫等難しい問題ありますけれども、やはり取り組んでいかなければ、外国の農産物

に勝てない、外国の野菜に勝てないという意識の中で、何とか取り組んでいきたいなと

いうことで今やっております。  

○生源寺部会長 はい、それでは、横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員 関連してお聞きしたいことがあります。「有機」野菜という基準があ

りますね。この有機野菜の基準は今国が決めているんですが、そこに問題はないでしょ

うか。  

 例えば、土地や作物に漢方薬を使っても「有機」とはならないですね。また、土壌改

良剤として石灰を使っても有機とはならない。そうなると、本当の有機などほとんど無

理なのに、いかにも皆ができるように思わせる基準の作り方になっていないかと思うの

です。  

 また、防除の回数も、キャベツ３８回なんていう回数が最近言われていますが、昔は

もっと尐なかったですね。キュウリも二、三回でできていたのが、今は２０回もやって

いるという話もあるわけです。そして、その事実は消費者に伝わっていないのです。本

当に有機でできるのかどうか疑問です。できないならできないとした上で、できる基準

をつくることが、実は消費者のためになるのではないか。できないことをできるように

言ってしまうので、苦労するのだと思います。  

 もうひとつ考えたいのですが、今の話を聞いていて、「質と量と価格」について本当

に守れるのかというのが疑問です。私は、野菜を買って、加工して消費者に売っている

立場から言うと、どうもそうは思えないんですね。皆さんそれぞれ違う分野の方が出て

いまして、私はどの分野についても理解できますし、その通りだと思うんですが、それ

が消費者とつながっているかというと、つながっていないのです。それなのに、いかに

もつながりそうに聞こえてしまうので、ここはきちっと議論をする必要があると思いま

す。以上です。有機の問題だけは、ぜひお答えいただきたいんです。  



○生源寺部会長 そうですか。それでは、今また順に農業者の方からお答えいただいて、

もし関連してそのほかの４人の方からもおありであれば、ご発言いただきたいと思いま

す。  

 恐縮ですが、まず藤岡さんから。  

○藤岡陳述人 今の有機の基準ですが、私考えるには、やはり日本の有機の基準という

のは、外国に比べてまだ甘いと思いますよ。もうちょっとやはりきちっとやって、先ほ

ど先生もおっしゃったように、やれないものだったら、やはりこれは有機じゃないと。

その辺のところをきちっとしないと、まだまだやはりあいまいな有機といいますか、本

当に有機なのかどうかというのがかなり出ているんじゃないかというふうな気がしま

す。  

○横川専門委員 いいですか、では、もう一つ。  

○生源寺部会長 どうぞ。  

○横川専門委員 逆に私は、基準としては厳し過ぎるんじゃないかなと思うのです。例

えば、上の田んぼが消每、除草剤をまいた水を使っている、その下の田んぼが有機で通

るかという議論が一つありますね。本当に厳しくしたら、ポンプで水くみ上げて山の上

で作らない限り有機の米は原則あり得ないと、私は思っています。そんなに今の基準が

易しいとは思っていません。  

 それから、アメリカでは、ある間隔を置かないと有機と認めてないですけれども、日

本の場合は、畑が違うと有機に認めていますね。この辺はやはりあいまいとおっしゃる

ような部分だと思います。  

 だから、本当に厳しくこれ以上してできるのかという点では、私はできないのにでき

るようにつくっていないかという心配をしています。  

○生源寺部会長 藤岡さん、どうぞ。もし今の横川さんのご発言に対してさらにあれば。

またあとでも結構でございますけれども。  

 じゃあ、まず、豊川さん、今の基準の問題につきましてご意見いただければと思いま

す。  

○豊川陳述人 私は、あまりその点、今の段階でちょっと理解に苦しむことなんですが、

有機の場合は、完熟な堆肥だけをすき込んで、あとのものを使わない、農薬もあまり、



ほとんど使わない、あるいは、化学肥料も本当の減農薬で、基準のままでやれると、こ

ういう状態は即できるということでは私はないと思います。  

 というのはなぜかというと、堆肥をすき込んで地力を増強させて、虫の病気の抵抗力

もできる、自前の体に抵抗力をつけた段階で有機農業ができるんだと。だから、昔はほ

とんど有機でしたですね。完熟な堆肥をいっぱいすき込んで、１０アール当たり３００

キロもすき込んで、そしてやったわけですよ。今それはできなくなっていますから、や

はり完熟な堆肥をまずすき込んでから、地力を増強させて、抵抗力をつけて減農薬。全

然入れない、かけないでは恐らく不可能であります。農薬を全然かけないでやるという

のは全く不可能であります。これは、今まで４回かけたことを１回に減らすか、２回に

減ずるか。そういう減農薬。減農薬に、減の肥料、肥料のすき込みも尐なくするという

ところでは可能だと思います。  

 だから、その基準をもう一回明確にしていかなければ、おたくさまが言ったように、

口だけの有機になってしまって、実現できないことが往々にあると思います。  

○横川専門委員 つまり、有機栽培という今の日本の基準では非常に難しいとおっしゃ

るわけですね。私もそう思います。そうすると、その辺の基準を変えていくとか、ある

いは、「有機」は「有機」として残しておいて、安全という基準をもうひとつ作ってい

くことも必要ではないでしょうか。有機と普段のつくり方に差がありすぎますから。こ

こに手を着けていかないと、本当にいいものができてこないのではないかと思います。  

○豊川陳述人 現実な実例として、毎年私らのＪＡでは、消費者の奥様方を一堂に会し

て、いろんなお話し合いをします。そのときに、今おっしゃったような減農薬、有機質

のものを欲しいと、こう言うんだけれども、そのままでやりますと、野菜には虫がつく、

病気も発生する。じゃあ、ある程度の必要な農薬を基準で、県で決めております基準の

農薬をかけて、きちんと見栄えのいい野菜をつくったと。どちらを求めますかと出すと、

有機で虫がついても欲しいという方は全く、言葉ではそう言いますけれども、裏腹に虫

のついたものはだれも買っていきません。  

○生源寺部会長 それでは、西原さん、もし何かあればよろしくお願いいたします。  

○西原陳述人 私たちも先ほど米やなんか有機で取り組んでいると言っていますけれ

ども、国の認定は受けていないというか、農水省のガイドラインは守っていますけれど



も、今の有機ＪＡＳ法そのものが、やはりちょっと現場には合っていないんでないかな

と。特に有機投入ということになると、減化学肥料を３年で有機ＪＡＳ法の適用という

ことになるんですけれども、ところが、有機を使うと、やはり６年、１０年有機を入れ

ていくことによって初めて土壌が改善されていくわけであって、今の有機ＪＡＳ法の中

で言っているあれでは全然土壌は改善されないし、逆に農薬を使っていかなければなら

ないという問題があるんではないかなと思っています。  

 それから、農薬取締法の問題もそうだと思います。例えば、消費者の皆さん方とも、

やはりマイナーな作物、尐ない作物でもやはり安全なものを求めるわけでありますけれ

ども、それに使う農薬も、全くわからない、そして人間が食べて何ともない酢でも使え

ば農薬になってしまいますし、我々、虫を殺すのに、木酢と酢とトウガラシを混ぜて、

それを殺虫剤のかわりに使うこともあるんですけれども、これも農薬にされてしまう。

食生活で食べて何ともないものでも農薬にされてしまうという問題があるんですけれ

ども、やはりこの辺の改善はぜひしてほしいなというふうに思っています。  

○横川専門委員 ありがとうございます。そのことを、はっきりと発言していただいて、

それによって国が態度を変えないと、日本の農業はよくならないということを私の結論

として申し上げておきます。  

○生源寺部会長 これは企画部会としての結論ではございませんけれども、９月１６日

に再開して以降、もちろん食料自給率の問題、非常に大きな話題でございますけれども、

食品の安全・安心の問題も、いわば残されたテーマというふうになっておりますので、

今のご意見、大変貴重な意見として企画部会でも受けとめてまいりたいと、こう思いま

す。  

 それでは、永石委員、どうぞ。  

○永石臨時委員 今、有機の話がでましたけれども、福島県では、県として有機栽培に

取り組んでおります、今年から。現在、有機栽培そのものは、ＷＴＯのコーデックス委

員会の基準に基づいた日本の基準であります。したがいまして、厳しいかどうかはわか

りませんけれども、今まで特定の農家の方、あるいは頑張る農家の方で有機栽培、日本

ではやられてきた。したがって、それは小林さんが言われたとおりだと思うんですけれ



ども、ただ、それが公の試験研究やそういう中で、本気になってなかなか取り組んでこ

られなかった。  

 それはなぜかというと、土の動き一つすらわかっていないんですよね。例えば、皆さ

ん地力では、これは堆肥を入れた物理性の問題だとかそういうことを言っているので、

有機性の窒素の量を言っているんです。中の微生物なんか全然わかっていない。現実に

は、そういう課題があって、今有機栽培に取り組んでいるのが事実なんですね。  

 したがいまして、そういうのを今県としてやろうとしているのは、やはり科学的に、

究明できるものはしていくべきではないかと。そういう中で、有機というのを本当に日

本でやれるのかどうかということで取り組もうと今しているところでありまして、東北

では山形県で指針を出していたと私は記憶しているんですけれども、そういう中で、今、

日本が外国に対抗する、あるいは消費者に信頼されるという取り組みが今できつつある

ということは理解していただきたいと思います。  

 ただ、あまりにもそういう取り組みが尐なかった上に、有機栽培の市場が形成されて

いない、日本の場合。特定の人が特定の人と売り買いやっていると。そういう中でなか

なか広まってこなかったということで、福島県のＰＲではないんですけれども、来年の

３月、全国有機農業研究会を福島県の二本松でやりますので、関心のある方はぜひ今か

ら申し込んでいただければと思っております。よろしくお願いしたいと思います。  

 それから、もう一つお聞きしたいのは、豊川さんから、急激な改革、かなり現場では

厳しいよと。わからんではないんですけれども、そういう中で、地域の合意を受けた多

様な担い手も担い手として見てくれということをおっしゃいましたけれども、具体的に

これはどういうのを指すのか、この辺もう尐し説明していただければなと思っておりま

す。  

 それから、西原さん、農地を集積するときに、自分のところで今３カ所に分散してい

るよと。これ、今、集落をいろいろ言っていますけれども、担い手、例えば地域水田農

業ビジョンでも担い手と今位置づけしておりますよね。そういう中で、例えば集落の合

意の中で農地の集積というのは本当に合理的にできないのかどうか。その辺が集落とし

て一番厳しいのか。自分の経験上照らし合わせて、何で１カ所にまとまらないのと、逆

に言うと。機械の利用から考えれば、１カ所にまとまれば極めて合理的にできるはずな



んですね、効率的に。その辺がなぜできないのか。もし、ほかの人でもいいから、理由

があればいろいろ教えていただければと思います。  

○生源寺部会長 それでは、まず豊川さんからお願いいたします。  

○豊川陳述人 今の担い手の要件の第一は、まず４町歩以上の耕作、ある一定の規模の

ものだとなっていますが、日本国内では４０万戸今あるそうだけれども、その以外の

方々で意欲のある方がいっぱい集落の中で、今の農業、現実の農業を守っている方々が

いっぱいいる。その方々の大半が外れる。まず２種兹みたいな格好でありますけれども、

外れてしまう。その方々だけで守れるだろうかと。そういうことから、私は、今のまま

進むと言われますと、我々は、机上の問題、プランであって、今まで形勢を成してきた

農業の農政そのものがぐるっと変わることはもう目に見えて明らかだということだか

ら、急激に過ぎますよと、私はこう言っているんです。  

 私、今現在、農協の組合長をしながら、青森県では尐ない方で、４町歩の田んぼと畑

をやっていますが、今の段階では、またもちろん兹業でありますから、４町歩そのまま

やれるということは、仕事の関係で不可能であります。減反政策もかかっていますから、

率先して半分の２町歩を今減反して２町歩をつくっています。こういう状態なんです。

そうすると、私らが周囲をずっと見てみますと、２町歩前後がまず圧倒的に多いです、

中堅農家というのは。それが全部ふるいにかけられる。  

 そうすると、別な方法もあるんだけれども、端的な面で、第１次の、試験で言うと、

もう欠落だと。そういうやり方を今やりますよという考えですから、急激過ぎるのでは

ないかと。いろんな政党の農政の専門家の言い分を聞けば、ある某農林大臣の経験者が、

これは今野党になっていますが、この間の大会に行ってみたら、今の４０万戸で、専業

だけで今の日本の農業を賄っていける議論をするのはナンセンスだよと。私も何十年も

このことで運動で勉強してきたけれども、まだ難しいと。２町歩前後の２種兹をいかに

取り込んで、この方々を中心的な存在に位置づけるかというようなことに日の目を当て

ないと、これは成功しませんよと、こう言っている方もおります。  

 ですから、今すぐまず性急にこれを実現させようというような方向論には、性急過ぎ

ますよというのが私の考えです。  

○生源寺部会長 はい、ありがとうございました。  



 それでは、西原さん、お願いいたします。あるいは、今の西原さんへのご質問の農地

の面的な集積については、ほかの農業者の方からもご発言があればと思います。まず、

西原さん、どうぞお願いします。  

○西原陳述人 １カ所に農地が集約できないというのは、規模拡大をしていくという意

欲を持っている方については、やはり隣の農地が出ていく、売りに出るということは、

そういう場合もありますけれども、大半はそうじゃない。やはり後継者がいなくなって

農業をやめていく、それから、もう経営がどうしても行き詰まって農業をやめていく、

そういう方々がやはり点在しているということでございます。その農地を、やはり規模

拡大をしていこうという意欲を持っている人たちは、この農地をやはり手を出して求め

ていくというスタイルになってしまうものですから、どうしても点在をしてしまう。そ

して、そのことが逆にコストがかかってしまうという現状になってございます。  

 先ほどから、集落営農、これも担い手という位置づけということでございますけれど

も、私の町も、ことしから始まった新しい米政策の中で、私もやらせてもらっているん

ですけれども、私の町も約３，２００ヘクタールぐらいの水田で、これは生産調整やっ

ていますから半分しかないですけれども、４８０戸ほどで今３，２００ヘクタールほど

の水田を経営しているんですけれども、実質のところは、国で言う規模拡大経営面積と

いうのが、水田で言えば、担い手経営安定対策の半分。１０ヘクタールというふうに言

われておりますから、そうなりますと、やはり２１ヘクタールというような水田は、国

が言っている規模要件かなというふうに思うと、うちの町でいくと、１０ヘクタール以

上のところでも、まだ１００戸前後しかいない状況でございます。大半は、大半といい

ますか、４０％程度は５ヘクタール以下の経営規模でございます。  

 これはなぜかというと、昭和４６年からの生産調整の中で、規模が、面積が小さかっ

たばかりに、尐しでも高収益野菜を取り入れなければならないということで、北海道で

言うホワイトアスパラガス、それからトマト、イチゴ、軟白ネギ、メロン、これをすべ

て１戸の家でつくっているというところはないんですけれども、これらが導入されたこ

とによって規模が拡大をしていかなかった。経営が尐し維持されてきたということもあ

って、規模が拡大されていかなかったという一つの原因もあります。  



 ところが、ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド、そして中国産野菜がどんどんどんどん輸

入されてくるようになってから、集約型でやってきた農家はもう経営が維持できないと

いう今状況に置かれてきております。その中で、ことしからの米政策の中で、どうやっ

てこの規模の小さい我々の仲間、生産者を、担い手という要件を維持させて、そして農

地をやはり維持していくかということになってくると、我々の後継者も、今ほかの町よ

りは若干多くて約４８０戸の中の３７％ほどは後継者がいるんですけれども、それにし

ても、先ほどだれかお話がありましたように、もう家族農業だけでは農地を守っていか

れないというのは、私の町としても実態として出てくるんだと思っております。そうい

う中で、北海道型集落営農、集落経営体を目指してことしから取り組みをさせていただ

いております。  

 今のところは、全戸で全体４８０戸を、ことしは４４の集落にまとめさせていただい

て、今その中で経理の一元化ができる集落経営体を目指してことしから取り組みをさせ

ていただいておりまして、それをぜひ担い手という位置づけをしていただきたいという

ことと、先ほど言った規模拡大型で点在している人たちも、一部の方々はやはり自分の

規模要件だけで食っている方もいますけれども、集落営農、集落経営体として、その中

に入ってくることによって作物を集約して寄せていくということができることになり

ます。そのことによってコストを下げていこうということで今取り組みを、ことしから

始めたところでございます。  

○生源寺部会長 はい、ありがとうございました。  

 それでは、まず立花委員……、それじゃ、関連してでございますので、山田委員。そ

れから立花委員、お願いします。立花委員、まだよろしいですか。関連ですか。  

 それじゃあ、立花委員からお願いいたします。ちょっと早目にお帰りになる可能性あ

りますので。  

○立花専門委員 西原さんのお話で、ぜひちょっと教えていただきたいんですが、一つ

は、私もきょう初めて勉強させてもらったんですが、いわゆる北海道についても集落営

農は必要だと。私どもは北海道は必要ないんだろうと、正直言うとそんなイメージであ

ったんですが、そうじゃないんだと。北海道でもやはり小規模といいましょうか、比較

的北海道の中で規模の小さいところがあるんだと。  



 確かに実際問題そうだろうと思うんですが、今回のこの８月にまとめた中間論点整理

では、集落営農の実現について、先ほど青森の農協の組合長さんからも、ちょっと条件

が厳しいんではあるまいかと、やはり地域の実態をよく考えてもらいたいんだと、あま

り急激にやるとちょっと壊れるぞというご指摘もございました。  

 そこのところは確かにこれからひとつ私も慎重に考えていく要素だと思うんですが、

西原さんが考えておられる北海道型の集落営農に関連して、この中間論点整理では、い

わゆる経理の一元化を提案しています。しかし基本的には法人化を目指すとか、何か担

い手として核になるものがいないと、ばらばらにほどけてしまうんじゃないかなという

懸念があるわけです。この北海道型の集落営農ということを提唱されている西原さんか

らごらんになると、どういう経営形態がベースにあるのか、その辺のところをちょっと

教えていただけないだろうかという感じがいたします。  

○生源寺部会長 それでは、引き続きで恐縮ですが、西原さん、お願いいたします。  

○西原陳述人 北海道型集落営農といいますか、北海道の場合、今私のところも５ヘク

タール以下の方々がそれだけいるというふうに言いましたけれども、すべてが専業農家

でありますから、全員がやはり労働力として毎日農業に、営農に携わっているという

方々ばかりですから、その中で集落を組んでいくということになりますから、やはりコ

ストを下げていくために作物を寄せていかなければなりませんけれども、その中に新た

なやはり作物の導入もなければ、集落営農、今のところは１０戸から１５戸ぐらいで組

ませる計画で今いるんですけれども、そうなりますと、余力の労働力が出てくる。そこ

に新たなやはり作物を導入していかなければならないというふうに思って、そういうこ

とで取り組みながら、できればといいますか、目指しているのは、昨年農業経営基盤強

化促進法の中で位置づけをされた特定農業団体、これを目指してぜひやっていきたいな

ということで今取り組みをしているところでございます。  

○生源寺部会長 はい、ありがとうございました。  

 それでは、関連で、山田委員、お待たせしました。  

○山田臨時委員 済みません。大変残念なんですか、豊川さんの意見だと、先ほどおっ

しゃった意見だと、東京で発行している新聞の社説からいたしますと、豊川さんは、相

変わらず農業団体は後ろ向きで、かつ、わがまま言っていて、そして過保護農業を維持



するという考えだけじゃないかということになっちゃっているんですよ。それで、要は、

だから株式会社入れなきゃならないと、株式会社を参入させなきゃいかんなと、こうい

う論調なんです、間違いなく。  

 しかし、先ほどの藤岡さんのお話にしたって、地域によっては農地の利用の集積がよ

く進んでいるところがあると。そこは、市町村やＪＡがよくやっているところですよと

いうふうにおっしゃっていただいておるわけでありますし、西原さんの意見は、今、立

花さんがおっしゃったように私もびっくりしたんですが、離農があれだけ進んでいる北

海道におきましても、大規模認定農家だけじゃなくて、いや、実は北海道版の集落営農

が必要なんだと。そうじゃなかったら、農地を農地として団地的にきちっと利用してコ

ストを下げていく手立てはつくれないんだと、こうおっしゃるわけですね。  

 まさに、わがままとか、後ろ向きとかということじゃないんですね。農地を一元的に、

団地的に利用した方がいいに決まっているわけですし、そして、農地の利用を大きくし

ない限り、ちゃんとした担い手もそこで育たないわけですからね。農地の利用をどうし

たらいいかいうことを一番先に考えて、それだったら担い手に集中させるのもいいし、

それから、地域でよく考えて、集落営農なりの中で農地の利用を広げていくという方法

がやはり第一歩の大変大事な階段を踏むことになるんじゃないかというふうに言って

いるわけですよね。ですから、その辺をよほど今回の議論の中でも生かしていかないと、

もう本当に理解してもらえないというふうに思っております。  

 ところで、その関連で言うと、本田さんがやっておられる地域水田農業ビジョンとい

いますか、集落ビジョンを徹底しておつくりになっている、その中から担い手をちゃん

とつくっていこうというふうにおっしゃっている、この取り組みは、だから本当に大事

な取り組みだというふうに思うんですね。その辺について集落営農や農地の利用と関連

してご意見があれば、ぜひお聞きしたいというふうに思います。  

○生源寺部会長 それでは、本田さん、お願いいたします。  

○本田陳述人 集落営農というのは、先ほどから地域特性というようなことをお話しし

ているわけでございますけれども、当市の場合も１８４の集落があって、その中でいろ

いろ集落に、これは行政だけが入っているのではなくて、ＪＡさんも一緒になって入っ

ていくというような形で、ＪＡさんと、そして行政と、それから県の方の農業改良普及



センターと、三者が一体となって、それで集落に入る。集落に入った段階においては、

徹底してその集落がどういう家族構成になっているのかというようなことを全部、いわ

ゆる台帳と申しますか、情報として整理をするという中からいろいろ議論していくとい

うことです。  

 ですから、今回の中間論点の整理の中の概要の３ページの中に、具体的な施策、手法

というような形でうたわれているというのは、私は地方の中山間地域の一つの道筋をき

ちんと見つけたなと申しますか、つけていただいたなというように思っているわけでご

ざいまして、そうすると、何度も我々も議論しているんですけれども、１８４集落があ

るから、全部同じようなことじゃなくたっていいんだと。もうそこは集団化、いわゆる

集落営農という形でやっていくべきだろうし、兹業農家というものを大事にしながらそ

れをやっていく集落もあってもいいんじゃないかと。  

 その中で、一体その中で何を、適地適作と申しますか、どういうものをそこの中でつ

くるのか。つくった以上、どういうマーケティングをしながら販路というものをきちっ

と得るのかというような部分の中で、それは単なる集落営農の部分だけでやるんじゃな

くして、やはり農協さんというのもそこの中に入ってこなければ、なかなかその辺のと

ころの組み合わせはできないということで、この三者が一体となってやろうと。  

 ただ、その三者が一体的にやろうと言っても、情報を共有すると言ってもなかなか。

これは、よく言う、幾ら横断的なと言っても、それぞれ組織が違うとなかなかできない

ということで、農業委員会も含め、あるいは市役所の行政も含めて、産業振興部、農業

振興課ってあるんですけれども、それをワンストップということでワンフロアに全部集

めてしまって、そして、もう一つは、販路の部分なり、マーケティングの部分なり、付

加価値をつけた産業振興というような面から、これもみんなで考えてみようということ

で、縦糸横糸ということで、総合産業振興センターという組織をつくりまして、これは

マンパワーの集まり。ここには農協さんからも人を派遣していただく。あるいは、第三

セクターの方からも派遣していただく。あるいは、農業改良普及センターのＯＢの方も

有識者としてそこに入っていただくというような形です。  

 これは、水田集落ビジョン、もちろん農業振興なわけでございますけれども、地域づ

くりというような一つの視点を置きながら取り組んでおるということです。まだ緒につ



いたばかりでございますけれども、今回の中間論点の中でこの辺がきちんと位置づけら

れて、そして集落営農の組織化あるいは法人化まで進めて、それを一つの制度として後

押しをしますよという中で、特にこの農業機関なり人材といったようなものもバックア

ップするというようなことがきちんと明記された。私どものような中山間地域では、水

田で米をやるところもあれば、中山間地域でどうにもならないようなところもあるが、

その部分の特性を生かしながらの集団化といったような取り組みをしていきたいと。そ

して、それでなければ、集落営農というような切り口できちんと位置づけなければ、と

ても農業をする者もきちんと維持できないような状況になっているんじゃないのかな

というように現状は認識しております。後継者は不足しておきおりますし、耕作放棄地

も確実にふえてきておると。  

 したがって、先ほどの所有権、利用権の問題もあったんですけれども、特に所有権の

問題まで入りますと、相続税の問題からなにから、大変な制度の大きなあれがございま

すから、利用権というような形で何かそこに公的な関与ができないだろうか。耕作放棄

地も、この集落営農あるいは法人化の中から、そういったものの１戸分でもなくすとい

うような、そこに一つの景観なり環境なりというようなものが価値として入ってくるわ

けでございますから、経営という問題もさることながら、景観なり環境というような価

値もその中にコストとして見出していくという部分もあれば、行政的にもいろんな形で

応援する理屈が立ってくるんじゃないのかなと。  

 やはりこれだけの貴重な自然、あるいは景観、あるいは国土といったものを守るんだ

というような形の切り口も、行政とすれば、当然税金を注ぎ込むというか、そういった

部分も理屈として立ってまいりますので、そういったような仕組みはこの集落営農の中

からつくり出せるのじゃないのかなというよ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、大木委員、その後中村委員でお願いいたします。かなり時間が押しており

ますので、恐縮ですが、なるべく。  

○大木委員 きょう、東京から仙台まで来る間に、新幹線でずっと車窓から眺めていま

したら、非常に緑が、田んぼや畑が緑がきれいだなというふうに思いましたけれども、

よく見ると以前と違っているな、やはり荒れているなという感じも受けました。  



 耕作放棄地がふえてくるということは、皆さんもご心配でいろいろあったと思います

が、ふえてくるということは、自給力が下がってしまう。それは私たち消費者、できる

だけ日本の農産物を買いたいと思っている消費者が結構多いわけですけれども、そうい

う消費者にとっても困る問題になっているわけですね。  

 それで、今回の農政改革というものが、いろいろとよりよい、今までよりも生産者に

とって、国の食料を生産しようと思う生産者にとっても、環境が尐し違ってきてよくな

ったと思えるもの、それから、消費者も、何か今までの政策ってわからなかったけれど

も、ばらまきで何か私たちの税金がただ使われているというように思っていた人たちも、

これならば支援をしようというよく理解ができるもの、そういうものにしていくために

ということで、きょうの皆様方の貴重なご意見というのはとてもこれからの議論の参考

になりました。ありがとうございました。  

 一つだけお尋ねしたいんですけれども、先ほど有機農法のことでいろいろと、ぜひそ

れを柱にしてほしいと小林さんもおっしゃっていましたし、そういう意見、私もそう思

いますけれども、その前に、今土づくりが大切だということで、有機農法は大変難しい

けれども、せめて特別栽培農産物、これをつくって、そして土づくりを大切にしようと

いうふうになっておりまして、消費者にもそういう表示がきちんとできて、野菜や果物

なんかにもそれがつくようになったのはことしの４月だろうと思います。でも、なかな

かそれが普及しません。  

 というのは、日本の国のものはどれをつかっていても安全だという意識がものすごく

一般消費者にはあります。ですから、この環境ということと、それから土づくり、それ

から野菜、農業というものがなかなか結びついていかないというところが大きな問題だ

ろうと思いますが、国もそれをしっかりとやっていただきたいと思いますけれども、消

費者もそれを考えなきゃいけないんですが、先ほど小林さんが、一生懸命やってこうだ

というふうにおっしゃってくださいましたけれども、その一つとして小林さんにお尋ね

したいんですが、そういう運動というものを広げるための運動、有機農法が大事ですよ

とか、それから、特別栽培、こういうものをつくると環境に、土にもよくて、いいもの

を使ったものを買いましょうとかという、そういう運動に対してどんな働きかけを皆さ

んにしていらっしゃるんですかというのをお尋ねしたいんですが。  



○生源寺部会長 それでは、小林さん、よろしくお願いいたします。  

○小林陳述人 特別、有機のためにという取り組みはしておりませんけれども、仙台は

どちらかというと東京よりは生産者と消費者が大変に近いんですね。普段から生産者の

人たちが見えるんです。だから、田んぼや畑を見に行くというような取り組みは、農業

だけではなく、水産の方も含めて、盛んに取り組まれておりますから、私の感じでは、

多分生産地の近い消費者と、それから、消費するだけの大都市の消費者とでは、大分感

覚が違うのではないかなというふうに思っています。  

○生源寺部会長 ありがとうございました。  

 それでは、中村委員、お願いいたします。  

○中村委員 体系的にお尋ねしたいと思っても、時間がございませんし、先ほど部会長

からありましたように、傍聴の方からもご意見を伺いたいと、こういうこともあります

ので、これは検討するときに頭に置いていただきたいなと思いますが、農地制度の問題

がきょうそれぞれ参考人の方からも出ておりますけれども、我々が東京段階でやってい

るときも同じなんですが、どちらかというと今のところ農地制度については、いわゆる

株式会社の参入についてどうとかこうとうかということに埋没しそうな気配がありま

すが、農業に携わっている方から出てきている農地問題は、やはり農地法の根幹の堅持

の問題だとか、西井さんがおっしゃるように、規制をもっと厳しくせよという点もござ

います。  

 きょう農政局からいただいた資料を見ましても、いわゆる大臣許可による農地の減尐

の半分が、公共転用により優良農地が減っていくという状況があります。そそれから株

式会社の参入も農業生産法人のように地域に根差したものなら大いにやってもらおう

ということでありますし、特区方式も進めれば良いと思いますが、特区は慎重に様子を

見る必要があるのではないかと思います。  

 その辺、本田さんに伺いたかったのは、いわゆる地域の建設業者が中心になってやる

ことは、僕は大事だと思っています。ただ、将来に向けて経営が不安定という中で株式

会社にするということについてどうなのか。あるいは、集落農場みたいな格好で建設業

を巻き込んでできないのか、とりあえずは、特定農業法人みたいなものから持っていっ

て、さらに将来を見てそういう形態になるのかどうか見極める必要はないでしょうか。



リース方式の全国展開の話も出ていますけれども、その辺の目安がつかないのに、ただ

ベンチャー的にやって、じゃあ、解体するときにどうするんだというところがわからな

くてやるのはいかがなものかという気がしていまして、その辺を教えていただければ。  

○本田陳述人 この企業の農業参入に取り組んだ部分におきましては、先ほどお話しし

ましたとおり、大変な議論に議論を重ね、取り組んだ経営者の方も悩み悩み抜いた末に

決断をしたというのが正直なところでございます。  

 ですから、農業参入という部分で、先ほど来お話ししております経営というような視

点からとらえた場合に、本当にどうなのかというと、リスクはもうフィフティー・フィ

フティーよりも、もっと低いものになったんじゃないのかなというふうに思います。  

 企業そのものも非常に将来性が、特に建設業につきましては将来が非常に不安である

というようなところから、それを単なる建設業という業のままにその農業というものに

取り組むということじゃなくて、やはり業種変換と申しますか、農業法人のようなもの

にやはり将来的にはきちんと変えていくような仕組みとして持っていかなければ、建設

業のまま農業をというような形には私はちょっとやはり容易じゃないんじゃないかな

というように思っていまして、それが試金石と申しますか、我々も試されているなとい

うような部分もありますので、いろんな今取り組む中において、正直なところ、農業と

いうのは大変難しいものだなと。  

 例えばホウレンソウといっても、ホウレンソウでもって２０年もやっている人は、立

派なホウレンソウをつくって、市場価値も高いものをつくっていると。取り組んだばっ

かりで、収穫のときにそういう２０年来ホウレンソウと取り組んだ人と同じようなもの

をつくれるということはないと。それはもう重々承知の上で、したがって、その部分で、

農業というものの長いスパンの中で、先ほど土づくりということが出ておりましたけれ

ども、土づくりの中から、きちんとした農業というものを腰を据えたものにするという

部分におきましては、やはり新たな一つの組織体というものの中で取り組むという方向

になってくるんじゃないのかなというように私は思っております。  

○生源寺部会長 はい、ありがとうございました。  

 それでは、このあたりで、最初にも申し上げましたけれども、せっかくの機会でござ

いますので、傍聴にいらしておられる方の中から、ご意見があればお受けしたいと思い



ます。はい、どうぞ。時間も押しておりますので、記録の関係もございますので、お名

前とご所属等がもしあれば。  

○傍聴人萩原 山梨県の豊富村から来ました萩原と申します。あわせて山梨県と全国の

農業委員会関係の事務局の会長もさせていただいております。  

 私どもの町村は、養蚕が盛んな町村でして、農業経営基盤強化促進法ができた平成５

年度から、遊休対策とか、農地関係の農業振興に取り組んでいる町村でございます。今

現在も、農地の集団化とかそういうものに取り組んでいるわけでございますが、当時何

を私どもは取り組んだかといいますと、農業委員会に定められております基礎資料、農

家基本台帳、これをもとに手づくりによる植栽マップ等をつくりまして、やはり農業振

興していくためには、そういう体制づくりと、農家台帳等の法令化を進められた事務と

いうものがうんと重要だと私は感じております。  

 と言いますのは、やはり先ほども出ましたけれども、税務関係にあわせた資産とか、

あわせて生産、そういう農地ということもあるわけでございますが、さらに認定農業者

を認定していくための経営規模、そういうものを把握するには、的確な基礎資料がなけ

ればなりませんので、ぜひそういうことも審議させていただいて、含んでいただければ

ありがたいなということで、よろしくお願いしたいと思います。  

○生源寺部会長 ありがとうございました。  

 そのほか、私の後ろの方の方、もしあれでしたら、一声上げていただければ指名いた

しますけれども。はい、どうぞ。  

○傍聴人呉地 私、鳥の方の雁を保護する会というのがありますが、その呉地といいま

す。  

 私たちは、今そのガンという鳥が田んぼを使っているということがあって、その鳥と

共存できるような水田農業を目指そうということで、生き物をうまく生かした水田農業

を、今農家の人といろいろと取り組んでいるんです。  

 それで、先ほど、その中で１点、例えば先ほど有機農業のお話がありました。これは、

畑の方になるとなかなか難しいのかなと思いますが、最近、私たちは今冬の田んぼに水

を張って、そこを水鳥のすみかにしながら、それを同時に新しい農法として進めていこ

うという取り組みを始めると、そこに田んぼの農業でいくと多面的機能が非常に高まる。



そこで、いろんな生き物が戻ってきて、その生き物の力を使っていくと、一番究極のと

ころは、無施肥で無農薬で不耕起栽培でやると、もうそれで立派な稲が育ってしまうと。

そういうようなところまで今たどり着いていて、実際にそれが生き物の面についてのモ

ニタリング等もしているんですけれども、そういう田んぼの方はうまく環境を生かして

いくと、非常に無理なく循環型の農業ができるということがわかってきました。  

 それで、きょう、田んぼの中で、担い手のお話がたくさん出ていましたが、確かに農

業としては大規模担い手をつくっていくということは大事だと思うんですけれども、環

境を、実際に水田は同時に稲をつくりながら、そういう豊かな湿地環境もつくっていて、

その環境の恩恵は、農家だけではなくて、住民全体が受けることができる。でも、今回

の答申の中を読ませていただくと、担い手という言葉はあるんですけれども、環境の担

い手というところが中に見当たらないと思うんです。  

 それで、これは、その中で言う多面的機能ということの具体的な価値として、水田環

境を担うということがその多面的機能を高めると。そこをきちっと、同時に環境の担い

手という概念をこの中に盛り込んでいただいて、そういうものに対してきちんと直接支

払い、環境の直接支払いをできるような仕組みを考えていただきたいというふうに思い

ます。以上です。  

○生源寺部会長 はい、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。まだ多尐時間があるようでございますので、

お受けしたいと思いますが。はい、その一番奥の女性、お願いいたします。  

○傍聴人伊藤 岩手県消費者団体連絡協議会の伊藤と申します。  

 一番最初に、この会場に、食料問題なのに女性が非常に尐ないということで、一番が

っかりしました。そういう組織の仕方をされたのかなと。それとも、消費者のところが

キャッチできない、あとはお金がないということで参加できなかったのかなと、そこは

非常に残念です。  

 私たちは、消費者としては、自分たちの食料の未来がどうなるかということが一番心

配でこういうところに参加しているんですけれども、残念ながら今回のお話の中では、

私が一番未来の食料ということには自給率向上だなと思っていることには何かほとん

ど落ちる論議にならなかったのが非常に残念に思います。世界的に見ても、どうしても



日本の食料の自立というのは避けて通れない状況にあると思いますが、そこが何かスケ

ールメリットと市場原理の中の対応だけの話になって残念だったなと。  

 だから、国民の食料に責任を持っていくということであれば、その食料の自給率向上

のために何をしなければいけないかという一定の未来形が見えた中で、現状分析があっ

て、そして、今何をしなければいけないかという、そういうストーリー性がなければい

けないというふうに思うんですが、その辺のところ、特に現状分析のところ、私はこの

秋の豊作貧乏を一番心配しているんですけれども、その辺のところが、規模と収入の関

係をきちんと分析していただいて、規模が大きくなれば本当に農家の収入がふえるのか、

その辺の分析をきちんとしていただいて、もっと国民の食料政策に責任を持てるような、

ストーリー性のある、そういう政策にしていただければありがたいなというふうに感じ

ました。以上です。  

○生源寺部会長 はい、ありがとうございました。  

 もうお一人ぐらい、もしあればお受けしたいと思いますが。よろしいでしょうか。そ

れでは、こちらの、私の右前の方、どうぞ。  

○傍聴人佐藤 山形県の長井市の佐藤といいます。  

 農協青年部では長井地区の委員長もしていますけれども、長井市は、特区によって企

業参入が可能になりました。企業の参入によって、いいところとか、逆にこういうとこ

ろはまずかったとか、問題でないかというところを、アンケートとかそういう簡単なも

のでもいいですから、農業者にアンケート調査していただければなと思います。よろし

くお願いいたします。  

○生源寺部会長 はい、ありがとうございました。  

 それでは、まだご意見をお持ちの方おありかと思いますけれども、先ほども申し上げ

ましたけれども、ご意見を提出していただく紙が入っているはずでございます。これを

ぜひご利用いただきたいと思います。いただいたご意見は、企画部会の委員の皆様のお

手元に配付されると、こういうことになるかと思います。  

 それでは、最後になりましたけれども、意見陳述人の７人の皆様方には、大変お忙し

いところご出席いただきまして、また、長時間にわたりましてご意見のご開陳、また、



ご議論に参加していただきまして、大変ありがとうございました。企画部会を代表いた

しまして厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。  

   

６．閉  会  

○生源寺部会長 最後に、事務局の方から連絡事項がありますでしょうか。  

○川本企画調整室長 報道関係の方々にご連絡させていただきます。  

 この後４時４５分から、隣の第２会議室になりますが、記者会見を予定しております

ので、そちらの方にもお集まりいただくようお願いしたいと思います。  

○森上席企画官 中間論点整理を受けまして、いろいろ宿題等いただいているところで

あり、現在事務方の方で検討しております。企画部会に提出すべきものにつきましては、

なるべく早く提出したいと思っております。  

 また、具体的に１７年度予算等から反映すべきと言われている点等もございます。こ

ういった点につきましては、明日が実は、１７年度予算の概算要求の提出の日というこ

とでございまして、その中でできるものは可能な限り来年度から取り組むと、あるいは、

調査等についても取り組むという形で現在まとめつつあるというところでございます。  

 それから、最後に１点だけ。先ほど、有機ＪＡＳについていろいろご指摘がございま

したけれども、現実に一生懸命かなりしっかりと取り組んでおられる農業者の方々もい

らっしゃいます。基本的に、先ほど永石委員の方からご紹介ありましたとおり、有機Ｊ

ＡＳというものの基準がございまして、これは国際基準と整合性をとった形で実際に定

められ運用されているところでございますので、そこはご理解のほどをいただければと

いうふうに思っております。  

 ただ、有機でなければ安全でないということではないということでございますし、ま

た、中間論点整理の方でも、環境保全に配慮した農業に転換していくということで、農

業者が最低限守っていただく必要がある規範を定めていくとのご提言もいただいてお

ります。これにつきましても、１６年度中にこの規範を定めるべく、今現在事務的に検

討しておるところでございます。  

 以上、ご紹介だけさせていただきました。  

○生源寺部会長 それでは、本日の公聴会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。  

   

 


