
第１６回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録  

   

   

日時：平成１６年７月３０日（金）１４：００～１６：５５  

   

場所：農林水産省７階講堂  

   

   

○生源寺部会長  お暑いところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。  

 開会に先立ちまして、このたびの北陸地方の大水害において、この企画部会の杉本委

員が町長をされておられます福井県池田町においても大変大きな被害があったと伺っ

ております。また、杉本委員ご自身におかれましても、対策本部長として、日夜、復旧

のための陣頭指揮をとられ、対応に当たられていると伺っております。このことにつき

まして、企画部会の委員を代表いたしまして、私から、心からお見舞いを申し上げます。

また、ご苦労様でございます。  

 それでは、ただいまから、食料・農業・農村政策審議会第 16回企画部会を開催いた

します。  

 なお、本日は、江頭委員、大庭委員、新開委員及び山田臨時委員が所用によりご欠席

となっておられます。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 112 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、毎回のことでございますけれども、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、この点もよろしくご

了解いただきたいと思います。  

 それでは、議事に入りたいと思いますので、テレビのクルーの方はご退席いただきた

いと思います。  

 それでは、議事に入らせていただきます。本日は、中間論点整理に向けた２回目の議

論でございます。前回は、私の方で作成いたしました中間論点整理の構成案と盛り込む

べき事頄をお示しし、皆様からご意見を頂戴いたしたところでございます。今回は、そ



うしたご意見も踏まえまして、中間論点整理の素案を用意させていただきました。素案

に関する資料の説明に入る前に、素案作成の経緯につきまして、改めてご説明申し上げ

たいと思います。  

 前回もご紹介いたしましたとおり、議論のたたき台としての素案の作成に当たりまし

ては、何人かの委員にお集まりいただいて、いろいろとご相談させていただきました。

声をかけさせていただいた委員の皆さんは、長谷川委員、西山臨時委員、山田臨時委員、

坂本専門委員、立花専門委員、村田専門委員でございまして、７月１日、12 日、20日、

それから 27日、都合４回の会合を持ちました。  

 ７月１日の１回目の会合におきましては、全体の構成案を示した上でフリートーキン

グを行いました。文章をベースとした議論ではございませんでしたが、例えば、大臣か

ら示されたいわゆる主要３課題について、４つの柱として整理した方がむしろ適当では

ないか、こういった構成についての意見を伺い、また、構成について一定のイメージを

得ることができたと考えております。  

 それから７月 12日の第２回の会合におきましては、１回目の会合で出されたご意見

を踏まえまして、構成案に中間論点整理に盛り込むべきと考えられる内容をある程度の

文章として肉づけしたもので議論を行いました。  

 続く 20日の３回目の会合におきましては、12 日の会合での意見などを踏まえ、これ

をさらに修正したものをベースに議論を行いまして、追加的に論点として盛り込むべき

事頄などについてもご提言をいただきました。  

 このような３回の会合における議論を通じまして、構成案と、そこに盛り込むべき事

頄のイメージがある程度まとまってまいったわけでございます。  

 これを受けまして、前回、７月 21日の当企画部会におきましては、３回の尐人数会

合での議論を踏まえ、構成案と盛り込むべき事頄を取りまとめ、お示ししたわけでござ

います。また、いろいろご意見を賜ったわけでございます。また、素案の文章そのもの

につきましては、前回、21日の企画部会において、なお調整中である、こういう状況

であるということを申し上げました。  

 ７月 27日の４回目の尐人数会合においては、21 日の企画部会でのご議論を踏まえな

がら、21日にお示しした盛り込むべき事頄に加えて、施策の具体化に向けて今後詰め



るべき課題や手項を明記すること、あるいは表現ぶり全般も含めて文章全体についての

議論を行い、その議論を踏まえて、本日お示ししております素案という形で取りまとめ

た次第でございます。  

 会合にお集まりいただきました方々からは数多くの有益なご提言をいただき、そのご

提言を私なりにそしゃくし、できる限り文章に反映するようにしたつもりでございます。

素案の内容そのものにつきましては、後ほど事務局から詳しくご説明を申し上げますけ

れども、尐人数会合で出されましたご提言の中の主なものにつきまして、これは素案の

構成の項序に従って簡単にご紹介しておきたいと思います。  

 まず、第１「政策展開の基本的な考え方」の関係ですが、ご提言としては、「農業に

おけるイノベーションの位置づけをしっかりと書き込むべきではないか」、「消費者は

国産の農産物を購入することで我が国農業・農村の発展に寄与しているといった視点を

書き込むべきではないか」、「施策展開に当たって環境保全を重視するという観点を貫

くことを書き込むべきではないか」などのお考えをお示しいただいたところでございま

す。  

 また、第２「政策改革の方向」の関係といたしましては、まず「担い手政策」に関し

てでございますが、「そもそも担い手がいない集落もある中で、まず担い手をつくり育

てるための施策展開を図ることを記すべきではないか」、また、「一定の集落営農につ

いては担い手として位置づけるべきではないか」、さらに、「集落営農の組織化にどの

ように取り組むかについて明らかにすべきではないか」といったご提言がございました。  

 また「政策改革の方向」の２番目の柱でございますが、「経営安定対策の確立」につ

きましては、「品目横断的な経営安定対策について、日本型の特色を明確にするべきで

はないか」、また、「品目別政策の見直しについて、国民、消費者のニーズに応えると

の視点を入れるべきではないか」などのご提言がございました。  

 それから同じく「政策改革の方向」の柱でございますけれども、「農地制度の在り方」

に関しましては、「農地利用の実態把握のために、いわゆるマッピングが有効である、

といったことを書き込むべきではないか」、あるいは、「農地の利用集積について集落

での合意形成による具体的な取り組みを書き込むべきではないか」などのご提言を頂戴

いたしました。  



 最後に「農業環境・資源保全政策」につきましては、「具体的に施策の内容を書き込

む等、支援のイメージを明確にすべきではないか」等のご意見がございました。  

 もちろん、詳細な意見、このほか多数あったわけでございますけれども、主要なご提

言、ご意見といたしましては、今ご紹介したような点がご指摘としてあったわけでござ

います。  

 本日お配りしております中間論点整理の素案につきましては、今ご紹介いたしました

尐人数グループでのご提言、それから前回の企画部会でのご議論を踏まえて取りまとめ

たものでございます。  

 以上、素案作成の経過について改めてご報告をさせていただきました。  

 それでは、素案の説明に入りたいと思います。内容の説明につきましては、この間、

事務局の協力を得て作成をしてまいりました経緯もございますので、事務局の方からお

願いいたしたいと思います。  

○今井企画評価課長  企画評価課長の今井でございます。  

 それでは、中間論点整理の素案について説明させていただきます。説明に当たりまし

ては、委員の皆さんにはあらかじめ資料をお送りいたしておりますので、お目通しをい

ただいていることを前提とさせていただきまして、前回、構成案と盛り込むべき事頄で

説明した内容との関係で、その後変更、追加している点等、ポイントを絞って説明をさ

せていただきます。  

 なお、委員の皆さん方にお送りした資料と本日お配りしている資料については、一部

修正しているところがありますけれども、基本的には「てにをは」にわたるようなもの

で、大きな変更点はないと思います。説明が必要な箇所につきましては後ほど触れさせ

ていただきたいと思いますけれども、変更点があることをあらかじめご承知おき願いた

いと思います。  

 それでは、内容の説明に入らせていただきます。１ページ目の「はじめに」ですけれ

ども、ここはこれまでの検討の経緯と中間論点整理の性格を記述するという部分でござ

います。基本的には、前回、構成と盛り込むべき事頄で説明した内容に沿って記述して

おりますけれども、前回の部会で、この「はじめに」の部分に関連いたしまして、永石

委員の方から、改革のスピードに関連して、可能なものから、17年度の予算、制度改



正での具体化の方針というのを明示すべきであるといった意見と、森本委員から、中間

論点整理をたたき台として国民的な議論をこれから巻き起こしていくのだという意思

をきちっと示すべきだというようなご指摘がございました。  

 永石委員の指摘に関連いたしましては、真ん中ほどになりますけれども、「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方針が示されていることを踏まえ」と入れ

てみました。  

 森本委員の指摘に関連いたしましては、一番最後の部分ですけれども、「この中間論

点整理がたたき台となって、食料・農業・農村に関する国民的な議論が広く展開される

ことを強く期待する」といった形で入れてみました。  

 次の２ページの第１の「政策展開の基本的な考え方」の１．「食料・農業・農村が将

来にわたって果たすべき役割」の部分です。これに関連いたしまして、前回の盛り込む

べき事頄では、字数も限られており、丁寧な記述ができなかったこともありまして、安

土委員の方から、文章としても尐しおかしいのではないのかという指摘をいただいたと

ころでございます。そういう指摘も踏まえまして、ここにおきましては、食料・農業・

農村それぞれ別々に果たしている役割、機能というのを第１パラグラフで記述いたして

おります。それを受けまして、第２パラグラフで、「このように、食料・農業・農村は、

国民生活や我が国経済社会の在り方と深く結びついており、関係する政策については、

国民の理解と納得を得て進める必要がある」と整理をしてみました。  

 ２．の「農政改革の必要性」の部分でございます。ここの部分は、食料・農業・農村

をめぐる情勢と、それを踏まえた改革の必要性を記述する部分でございます。（１）の

「農業の構造改革の立ち遅れ」の部分につきましては、前回、永石委員から、この問題

についてはもう待ったなしの問題だと、もっと危機感が出るようにという指摘をいただ

いたかと思います。  

 指摘を踏まえまして、上から３行目の一番後ろからになりますけれども、「このまま

農業の生産構造の脆弱化が進行すれば、食料の安定供給の確保や多面的機能の発揮、地

域の経済・社会の維持・発展に重大な支障が生じるおそれがある」としまして、その後、



望ましい農業構造の確立、地域農業の再編に取り組むことの重要性というような記述に

いたしております。  

 次のページ、（２）でございます。「食に対するニーズの多様化と高度化」。これに

つきましては、前回、森本委員、永石委員の方から、食の信頼の揺らぎの契機をどのよ

うに捉えるのかといったことですとか、ここの部分での食生活の変化で念頭に置いてい

るものが何なのかもっとわかるようにすべきだとか、あとは、農業と食品産業の連携強

化と言ってもわかるようでわからないので、もう尐しイメージが湧くようにすべきでは

ないかといった点の指摘があったかと思います。  

 上から２行目ですけれども、「ＢＳＥや食品の不正表示問題の発生などを契機に、国

民の食の安全に対する信頼は大きく揺らいでいる」としている部分と、第２パラグラフ、

「加工食品や外食の比重が高まるなど国民の食生活は大きく変化している」ということ

で、ここで念頭に置いているのは、そういう内容であるということ。下から３行目です

けれども、「契約栽培、新商品の共同開発等による両者の連携強化」といったように記

述をしてみました。  

 （３）と（４）は基本的には前回の方針に沿って記述をした部分でございます。  

 ４ページの（５）の部分でございますけれども、「農業・農村における新たな動き」

というところです。前回、盛り込むべき事頄のところでは、各地に意欲的な取り組みの

萌芽がみられるといったような記述にしてあったかと思いますけれども、それに対しま

して、八木会長の方から、単なる芽ではなくて、新たな流れが起きつつあるのだといっ

た感じがもう尐し伝わるようにすべきではないかという指摘をいただいたと思います。  

 そういうことを踏まえまして、２行目からですけれども、意欲的な取り組みの例とい

たしまして、「例えば、生産者が食品メーカーや外食産業と連携・協力し、新商品の開

発や販路拡大に成功している取組は、経営発展の新たな方向を示している」からずうっ

と来まして、最後は「さらに、農業生産や農産物流通において、インターネットなどが

活用され、ＧＰＳやＩＣタグの実用化が始まっている。このようなイノベーションは、

農業・農村の未来を切り拓く大きな可能性を秘めている」というところまで、具体的な

事例も紹介しながら書いたということでございます。  



 次に３．「改革に当たって留意すべき基本的な視点」ですけれども、（１）の柱書き

につきましては、表現を内容に合わせまして、「メリハリの効いた分かりやすい政策体

系の構築」と変更いたしております。  

 （２）の「農業者や地域の創意工夫の発揮の促進」のところでは、前回、安髙委員か

ら、ここの記述の部分に直接関連してではないのですけれども、農政の姿勢として、農

業者、生産者を保護するというような考え方から、もっと経営感覚のある農業者を育て

るという方向に転換すべきだという意見をいただきまして、そういった趣旨が出るよう

に、内容として、「今後の施策は、農業者や地域の創意工夫と主体性が一層発揮される

ようにすることを基本に講じられるべきである」というところから文章を始めるように

してみました。  

 （４）の「環境保全を重視した施策の展開」というところです。これは前回、村田委

員の方から、改革の視点として、環境重視の姿勢というのを明確に位置づけるべきでは

ないかという強い指摘をいただきました。重点３課題のテーマとも関連いたしますので、

指摘を踏まえまして、改革の視点として１頄目追加して位置づけてみました。内容とい

たしましては、１行目の後ろからありますけれども、「我が国社会を持続可能な循環型

社会へ転換していくことが国民的な課題となっている。農業の自然循環機能を適切に発

揮させることを通じ、循環型社会への転換に貢献するため、食料・農業・農村に関する

施策についても環境保全を重視した体系とする必要がある」といった内容にしておりま

す。  

 ４．は「国民の理解と納得」を得て改革を進める際に留意すべき事頄ということです。

基本的には（１）（２）、前回の説明の方針で記述しておりますけれども、若干お送り

した資料と表現ぶりが変わっている点もございます。  

 続きまして６ページの第２の「政策改革の方向」についてでございます。１．の「論

点整理の考え方」の部分ですけれども、これまで重点的に検討してきました３課題は相

互に密接に関連しており、その相互の関連にも留意し、４つの柱として論点を整理した

というところまでは 21日に説明した方向と同じです。「その際」以降ですけれども、

「政策転換の基本的な考え方をできるだけ明瞭に示すとともに、施策の具体化に当たり



今後更に検討すべき課題や施策の選択肢等が明確になるように心がけた」としておりま

す。  

 これはお気づきのことと思いますけれども、この記述を受ける格好で、２．の「担い

手政策の在り方」以降のそれぞれの頄目の最後の部分に、「施策の具体化に向けた手項

等」という部分をつくりました。具体的には、例えば９ページの真ん中あたりに（５）

という部分があると思います。これが担い手の頄目で対応する部分ですけれども、経営

安定対策でいきますと 13 ページになりますが、こういう部分をつけたということでご

ざいます。これによりまして、中間論点整理の位置づけですとか今後の検討の進め方が

明確になるのではないかと考えたということでございます。  

 具体的な１つ目の柱であります２．の「担い手政策の在り方」です。基本的には前回

の方針で丁寧に記述したということですけれども、前回、これに関連いたしまして、豊

田委員、新開委員の方から、担い手の捉え方についてのご指摘がありました。これは前

回だけに限らず、これまでの企画部会でも何回となく、担い手という言葉の定義という

か、意味合いが尐しばらばらで整理する必要があるのではないかという指摘をいただい

てまいりました。  

 そうした指摘を踏まえまして、この担い手政策の（１）の「基本的な考え方」を記述

するに当たりましては、その冒頭のところで、「効率的かつ安定的な農業経営及びこれ

を目指して経営改善に取り組む農業経営」、これをこの論点整理の中では「担い手」と

いう、という整理をして、以降、記述しているということでございます。  

 また、その担い手の捉え方に関連いたしまして、施策を集中化・重点化していくのは

産業政策としての施策についてであって、地域政策ではその対象の捉え方というのは異

なってくるという指摘も、前回、豊田委員の方からいただいていたところでございまし

て、それに関連いたしましては、６ページの下のパラグラフのところですけれども、「こ

のような施策は、対象者を明確にして講じられる産業政策であり、一定の地域を対象と

して講じられる地域振興政策とは明確に区分されるものである」といったことを記述し

ております。  

 一番最後の方からは、担い手に対し施策を集中化・重点化していくことについての、

１点目は担い手にとって有益な点、第２点は地域にとっての有益性、第３は国民にとっ



ての有益性ということで記述をいたしております。７ページ、次のパラグラフの「もち

ろん」というところですけれども、こうした施策の集中化・重点化というのも、一律に

やるということではなくて、文章にありますように、「営農類型ごとの課題や地域の実

態を踏まえて」やっていくということで、それ以降、①のところは、構造改革が立ち遅

れている土地利用型農業についての留意点、②は、規模拡大がある程度進展している野

菜、果樹、畜産等の部門における留意点といったものを整理しました。また３点目とい

たしまして、前回、坂本委員の方から指摘がありました都市農業の特性といったことに

も触れるということで、③として、都市的地域における農業についての特性といったも

のを書いてみました。  

 （２）の「担い手の明確化」の部分です。これにつきましては、第３パラグラフのと

ころに書いてありますけれども、認定農業者を基本にこれからもやっていくということ

に関連いたしまして、前回、森本委員から、認定農業者がこれからも柱になるとはいっ

ても、今のままでは柱になり得ないのではないかというような指摘がございました。  

 この問題については、前回だけではなくて、今までも多数意見をいただいていたこと

もありまして、文章の中でも、「担い手を地域の中から明確にしていくことを意図した

認定農業者制度の考え方は、今後とも尊重していくことが適当である。しかし、引き続

き認定農業者制度を基本として担い手の明確化と支援の集中化・重点化を進めるに当た

っては」以降、目指すべき農業経営の指標等の適正化、認定プロセスの透明性、認定の

バラツキの解消、フォローアップの徹底、さらには担い手の活動範囲が市町村の区域を

超えて広域化している等の実態、そうしたものを踏まえていく必要があるということを

整理して記述いたしました。  

 担い手の明確化に関連いたしまして、盛り込むべき事頄の段階の記述では、集落営農

の位置づけがわかりづらいという指摘が永石委員からあったと思いますけれども、その

関係で、７ページの下あたりでは、集落営農の実態についての記述、８ページでは、集

落営農の位置づけにつきまして、①ということで１つ起こしまして、どんなものを対象

にしていくのかということと、それに併せまして、集落営農の組織化と法人化を促進し

ていくことも必要なのだということを記述いたしました。  



 ８ページの（３）「人材の育成・確保」ですけれども、ここにつきましては、前回、

増田委員と永石委員から、女性の記述についての位置づけ、意味合いが不明確ではない

かという指摘をいただきました。女性の果たす役割ですとか位置づけをもっと明確に謳

うべきであるという指摘だったかと思います。  

 そこで、ここにおきましては、まず上の２行のところでは、人材については性別等を

問わずに農業に携わる人を幅広く育成・確保していくのだとしまして、次のパラグラフ

の真ん中あたりですけれども、「家族経営協定の締結を促進し、女性の認定農業者の拡

大を図るなどにより、女性を担い手として積極的に位置付け、農業経営や地域社会への

一層の参画を可能とする環境条件を整備する」と関連づけて書いてみたということでご

ざいます。  

 （４）の支援方策につきましては、盛り込むべき事頄のところでは団体の一元化だけ

しか触れておりませんでしたけれども、安髙委員の指摘にも応えられるように、まず１

行目のところは、「支援施策については、担い手の創意工夫や主体的な判断を尊重し、

その経営改善努力を側面から促すように講じることが重要である」として、融資の活用

だとかいうことにも踏み込んで記述をしてみました。  

 あと、「また」以降のところでは、農地等の経営資源の次代の担い手への円滑な継承、

そういうのも今日的な重要課題になっているということにも触れまして、９ページにお

きましては、担い手の活動範囲が広域化している状況を踏まえて、「場合によっては国

が直接的に担い手を支援することが可能な途を開くことも必要である」といったことも

含めて整理をしました。  

 （５）の部分、これが冒頭申し上げましたように、残された検討課題とその検討の手

項等を整理するところですけれども、この担い手政策に関連いたしましては、さらに詰

めるべき論点というよりは、文章にも書いてありますけれども、望ましい農業構造の実

現というのが非常に急がれておりますので、そこに挙げているような６頄目の課題を中

心に、平成 17年度から具体化に取り組むということを整理しております。  

 「また」のところでは、途中の文章にもありましたけれども、「産業政策として講じ

られる施策と農村振興施策など他の分野の施策との機能分担を明らかにし、各種施策の

適用対象等について早急に整理を行う必要がある」という整理にしております。  



 次の柱の３．の経営安定対策の確立でございます。ここも、（１）の「基本的な考え

方」のところは丁寧に記述することに心がけたということですけれども、その際に、前

回、永石委員の方から、日本型直接支払いには日本型の工夫をする必要性について、特

にわかりづらい点があるので丁寧に書くべきだという指摘がございまして、10ページ

目の第２パラグラフに相当するところですけれども、かなり文章も分量的にも割きまし

て、日本型の工夫をする必要性、どういう内容についてだということを書きまして、さ

らには、次のページになりますけれども、（３）の配慮事頄のアとイのところでも書い

ているということでございます。  

 その下の部分のところも、これも永石委員の方から指摘がありました経営に着目した

直接支払いを農業分野においてやる必要性だとか効果、さらには公的支援を受ける担い

手に求められる責務、そういうものも明確にすべきだという指摘、それをそのままここ

に書いた上で、（３）の 12ページのウ「施策に対する国民理解の醸成」で、またもう

尐し詳しく書いております。  

 あとは、10 ページに戻っていただきまして、「支援の仕組み」に関連いたしまして、

盛り込むべき事頄のところでは、aの柱書きの「諸外国との生産条件格差の是正対策」、

11 ページの bの「収入・所得の変動による影響の緩和対策」、この２つの組み合わせ

だということしか書けておりませんでしたけれども、イメージが湧くように、一定量の

記述をしてみたということでございます。  

 あとは 12ページになりますけれども、何人かの委員の方から、今進めている米政策

とこの経営安定対策の関連の指摘がございました。12 ページのエ「米政策改革の着実

な実施」というところで、16年から米政策改革の取り組みが行われており、水田作に

おける品目横断的な経営安定対策の導入については、この米政策改革による水田農業の

構造改革の推進状況等を検証しながら進める、といったことを記述いたしました。  

 13ページですけれども、これが「施策の具体化に向けた手項等」ということです。

この経営安定対策のテーマにつきましては、基本的な考え方については一定の整理がで

きたと思われる点もあるのですけれども、①に書いてありますように、経営に着目した

直接支払いという新たな施策手法だという点と、法制面での整備の必要性もあるので、

制度の導入までに一定の準備が必要になります。その政策転換を円滑に図るためにも、



まず制度の骨格というのをできるだけ早く国民の前に示すべきだということと、併せて、

いろいろ必要なシミュレーションですとかシステム開発だとかを早速 17年度に予算措

置して着手するというようなことをまず１点目として整理しております。  

 ２点目としては、制度の骨格を対外的に示すに当たりましては、まだまだ詰める課題

がたくさんございまして、i）から vi）まで並べてございますけれども、具体的な対象

経営の捉え方ですとか、生産条件格差の捉え方ですとか、そういういろんな点について

農林水産省で整理して、改めて企画部会に議論の素材を提供すべきであるということを、

検討頄目としてどういうものがあるか、そしてこれからの作業手項としてどうなるかと

いうのをそういった形で整理いたしました。  

 ④のところでは、品目別の対策についても企画部会に報告するというような整理をい

たしております。  

 続きまして４．の「農地制度の在り方」についてですけれども、これにつきましては、

前回、村田委員の方から、盛り込むべき事頄の文章自体も非常に短くて、腰が引けてい

るのではないのかといったような厳しい指摘もありましたし、また山田委員の方からは、

農地を農地として有効利用していくための制度のあり方というのは構造改革を推進す

る上でも基本中の基本なのだという指摘もございました。  

 そういうことも踏まえまして、まず「基本的な考え方」のところでは、14ページの

（２）のちょっと上のところですが、優良農地の確保と農地の効率的な利用の確保の２

つの課題、それに集約されるだろうと。それは単に農地に係る法制度の問題だけではな

くて、担い手の確保や農業生産のあり方とも密接に関連しているので、他の政策のあり

方と併せて、その解決に向けて総合的に検討を進める必要があると、「基本的な考え方」

のところはこういった形で整理いたしております。  

 なお、坂本委員から、農地問題を考える際には、地域の利用実態等がどのようになっ

ているのかを把握するためにも、マッピングシステムをもっと普及させるべきではない

かという提案がございまして、そこは「なお」以下のところに、各地域が直面している

課題に的確に対応するため、必要に応じて地図情報等を活用して、利用の実態を高い精

度で把握しておくことも重要な課題だといった形で触れさせていただきました。  



 そして 15ページの（３）のところですけれども、なかなか方向性が示せていないと

いう指摘もある中で、非常に皆さんから関心の高い、農地を農地として効率的に利用す

る仕組みの構築の部分におきましては、アの部分ですけれども、担い手に対する利用集

積を進めるために、集積の対象となる担い手を明確化し、その際に、農用地利用改善事

業の実施などを通じて、地域の話し合いと合意に基づく取り組みを加速化していく必要

があるとか、その後ろの第２パラグラフですけれども、農地が面としてまとまった形で

集積されることが重要であり、このため、集落機能を生かした体制をつくっていくとい

ったことなど、一定の方向も含めて記述をしてみました。  

 ただ、全体といたしましては、確かに他の頄目と比べましても整理できていない点が

多いのも事実でございますので、16ページの（４）「施策の具体化に向けた手項等」

におきましては、①のところで、農地制度は、農業生産や農業経営のあり方を大きく左

右するものであり、生産振興対策や担い手確保対策等とも関連する。整理すべき法技術

的な問題も多いということで、現に生じている優良農地の確保やその効率的な利用の確

保に係る問題を根本的に解決していくという観点に立って、農林水産省において、そこ

の４点について速やかに検討を進め、早期に企画部会に具体像を提示すべきであるとい

ったことで、検討の加速化を促すということと作業手項を明確にするということで整理

させていただきました。  

 その下の５．「農業環境・資源保全政策の確立」の（１）「資源保全施策の在り方」

です。ここに関連いたしましては、前回特にご指摘もありませんでしたので、盛り込む

べき事頄に沿って記述したということが基本でございます。  

 ただ、17 ページのイの直前の部分ですけれども、真ん中あたりになろうかと思いま

すが、先ほども産業政策と地域振興政策の区分、整理の課題について説明をいたしまし

たけれども、この資源保全施策につきまして、「その際」ということで、「農村振興の

面からも、従来からの手法に加え、農業者のみならず地域住民等の多様な主体の参画を

促し、併せて農村環境の保全といった国民の要請の高まりにも応える工夫が必要である」

ということで、施策の性格に由来する施策上の工夫についてもここで触れさせていただ

きました。  



 18ページのエのところですけれども、資源保全についての今後の施策の具体化に向

けた手項の整理でございます。まず１点といたしましては、規制的手法から奨励的手法

までを組み合わせた有効性を検証するための調査を 17 年度から着手する。２点としま

しては、その調査結果を踏まえて、その支援が必要だと判断された場合には、モデル的

に施策の実効性を検証していく必要があるといったことで、今後の手項を整理いたしま

した。  

 次に（２）の「農業生産環境施策の在り方」についてです。これは前回、細かな指摘

というよりも、もっとこれを全面的に打ち出していくべきだという意見が多かったと思

いますけれども、これを受けまして、冒頭の部分で説明いたしましたように、改革の視

点の中に環境重視という切り口も追加しているわけですが、それに加えまして、先ほど

ちょっと説明が落ちたかもしれませんけれども、11ページ、品目横断的政策のところ

の（３）のアの②の部分、「環境問題に対する国民の関心の高まりに応えて、農業生産

活動に伴う環境負荷の低減を図る取組の実践を要件化することを始め、他の政策との連

携を行う必要がある」といったことで、環境要件のクロス・コンプライアンス化みたい

なものの例示も品目横断的政策のところでしているといった工夫はさせていただきま

した。  

 今後の手項につきましては、20ページ目になりますけれども、「施策の具体化に向

けた手項等」といたしまして、まず農業者が最低限取り組むべき規範については、16

年度中に策定する。17年度以降、早速その規範の実践を可能なものから支援策の中で

要件化していく。２点目としては、モデル的な取り組みに対する支援の円滑な導入を図

るために、17年度から調査に着手する。そのモデル的な取り組みに対する支援の具体

的な手法ですとか対象地域については、その調査結果を踏まえて検討するといった手項

を整理いたしました。  

 第３「その他」のところですけれども、「今後の主要な検討課題と検討の進め方」。

前回の盛り込むべき事頄のところでは、これまで議論してこなかった諸施策についての

み触れておりましたけれども、今回積み残されている論点ということと、その作業手項

を明示したということもありますので、今後、第２において整理した４つの論点に係る



施策の具体像を明確にするとともに、諸施策のあり方についても検討ということで整理

させていただきました。  

 以上が中身についてですけれども、資料２で中間論点整理の構成案の見え消しのもの

をお示ししております。これは前回、21日に示しました構成案と今日皆さんの前に提

示させていただきました素案の構成とを比べたときに、構成上どこが変更になっている

かというのがわかるようにした資料でございます。素案全体を振り返って構成を考える

際の参考にしていただければと思います。  

 資料の説明につきまして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、引き続きまして質疑応答に移りたいと思います。いろいろご意見をいただ

ければと思います。  

 進め方でございますが、今、企画評価課長の方からご説明申し上げました資料１に基

づきまして、前回同様、ブロックを分けてご議論をいただければと思いますが、よろし

ゅうございましょうか。最後にまた全体にわたって、あるいは発言を控えたところで、

後でご発言なさりたいということがあればご発言を受けたいと思いますので、とりあえ

ず最初のところから項にまいりたいと思います。  

 最初に１ページの「はじめに」の部分について、何かご意見、あるいはご質問等があ

ればお受けいたしたいと思います。――この部分についてはよろしゅうございましょう

か。  

 それでは、中身に入るということになるかもしれませんけれども、１枚めくっていた

だきまして、第１「政策展開の基本的な考え方」ということで、これは尐し長くなりま

すけれども、６ページの一番上の「国民負担の在り方」のところまで、第２「政策改革

の方向」の直前のところまででございますけれども、この部分につきましてご意見を伺

えればと思います。２ページから６ページの冒頭の部分につきまして、ご意見、あるい

はご質問があればご発言いただきたいと思います。  

 森本委員、どうぞ。  

○森本専門委員  ６ページの一番上段に（２）「国民負担の在り方」という部分があ

るわけでございますが、この中に「将来の負担」という言葉が出てまいります。国民の



ですね。私は前から、農業というのは生産性だけで考えられるものではないと、こうい

うことは言ってきたわけでございますが、この負担というのは、逆に言うと税金とかそ

ういったもので新たに徴収する、そういう負担を国民に求めているものなのか。それと

も、前から言っているのですが、省庁を超えて、環境省とか極端に言えば国土交通省と

か、そういったところから予算を横から回してもらうとか。そういうことであれば国民

の負担はないわけですから、どういうものをイメージして国民負担のあり方というのを

つくっておられるかというのをちょっとお聞きしたいと思います。  

○生源寺部会長  この点につきましては、私ども、素案を作成している過程で、よそ

の省庁の所管する施策に関連する財源からこちらにプレゼントがあるかないかという

ようなことについてはあまり議論をしておりません。むしろ農政改革なり、あるいは農

政のジャンルの中での負担ということにある意味で限定して議論をしてきております。  

 今回のこの取りまとめもそうでありますけれども、例えばモデル的、それから、さら

にそれが非常にいいということであれば広げるというようなことがあるかと思います。

それから、とりあえずそのシミュレーションなり準備をしつつ、しかし、何年か後には

本格的に導入するということもあるわけですので、例えば来年度直ちにこうこうこうい

う形になるということもあるかもしれませんけれども、同時に、数年後にはこういう形

の負担が生ずることになるかもしれない。例えばこういう政策を講じればですね。その

ことについてはあらかじめやはり提示をした上で、もちろんそれが合理的であって、か

つまた国民の利益にもつながるということを説明して納得していただく必要があるわ

けでありますけれども、そのことについてもあらかじめ提示すべきではないかと、この

ような意味合いでございます。  

 同時に、これは前回、豊田委員のご指摘の中にあったかもしれませんけれども、もち

ろん納税者負担、つまり税としての負担というものが非常にわかりやすいわけでありま

すけれども、国民の皆様が農業について、あるいは食料・農業・農村について負担して

いるその負担のタイプには、もう一方で消費者としての国民の皆さんが負担している部

分もまたあるわけでございます。この関係につきましても、価格政策なり、あるいは所

得政策なりが変わっていくと若干違いが出てくるということもあるだろうと思うので

すね。非常に理想的にいけば、消費者負担がある程度減っていくということも期待でき



ると思いますし、さらに農業の生産性の向上なり消費者のニーズに合った生産のシェア

が拡大していくということになれば、これはいわば市場のメカニズムを通じて消費者の

負担を減らすという意味で、やはりある意味では負担の軽減につながる面もあるだろう

と。  

 一番わかりやすいのは、農業者の負担の部分についてどうなるかということで、ここ

について、今の農政を講じていくならば今後こうなるだろうということをあらかじめ提

示した上で納得していただくことがいいだろうと、こういう意味合いでこの部分につい

ては書いているつもりでございます。  

 ちょっと回りくどい説明、それからちょっと余分なことを申し上げたかもしれません

けれども、そのようなところでございます。  

 そのほか、具体的な政策の前の段階のところでご意見ございませんでしょうか。どう

ぞご遠慮なくご発言いただければと思います。  

 大木委員、どうぞ。  

○大木委員  ５ページの４．「国民の理解と納得」というところですけれども、別に

この文章としてはとてもよろしいですが、強いて申し上げれば、今現実を考えますと、

生産者と消費者の距離というのは非常に離れていると思うのですね。なかなか理解でき

ない部分がたくさんあります。そういう中で、まず施策の理解、納得となってますけれ

ども、その前にどこかに農業を理解させるということがないとそこまでいかないのでは

ないかなという感じがしますが、いかがでしょうか。  

○生源寺部会長  まことにご指摘のとおりかと思います。その意味では、ここに文章

として、これは農政の改革の方向でありますので、そこの部分を強調するような書き方

になるかどうかは別でございますけれども、当然、政策の展開についてご理解をいただ

くためには、食料や農業の現状なり、あるいは農村の持っている機能なりについてご理

解をいただくということがある意味では前提になっているということでございます。  

 関連してということになりますでしょうか。中村委員、どうぞ。  

○中村委員  私もそういう点では、ここはやはり、学校給食や食料教育をやってます

ので、そういう文言を入れた方がわかりやすいのではないかと思います。ここでも文言

を入れておいた方がいいのではないかなという気がします。  



○生源寺部会長  この中間論点整理の成果の使い方にもよるかと思いますけれども、

やや一般的な表現になってしまうかもしれませんけれども、２ページの、一番の原則の

ようなところが書かれております頄目がありまして、「食料・農業・農村が将来にわた

って果たすべき役割」としていくつか書いてあるわけですけれども、この基本計画の見

直し自体の意味について、これは第２パラグラフの３行目ですけれども、そもそも、基

本計画をおおむね５年ごとに見直す、法律用語としては「変更」という表現になってお

りますけれども、こういうことをすることの意味でありますけれども、「食料・農業・

農村の問題について、定期的に国民的な議論の機会を提供するため」であるということ

ですので、ある意味では、ここの中間論点整理も含めて、こういう政策の改革を提起す

るということ自体、農村あるいは農業、食料の問題について国民の皆さんによく理解し

ていただく一つの機会であるとも考えられると思っております。これをどう使うかとい

うことに関わってくるかと思いますので、今のお二人の意見、きちんと受け止めてまい

りたいと思います。そのほかいかがでございましょうか。  

 もしなければ、後ほどまたお戻りいただいて結構でありますので、尐し先に進みたい

と思います。６ページをお開きいただきたいと思います。ここ以降、第１の基本的なス

タンスの記述を踏まえて、政策改革の具体的な方向について記述しております。ここは

それぞれ施策のジャンル別にご意見を伺いたいと思います。最初に「政策改革の方向」、

１．の「論点整理の考え方」と、２．の「担い手政策の在り方」、これはページで言い

ますと９ページの上から３分の２ぐらいまでのところでございますが、ご意見、ご質問

等を頂戴できればと思いますが。  

 杉本委員。  

○杉本臨時委員  ちょっと確認をさせていただきたいのですが、その前に、部会長の

ごあいさつが冒頭ございましたけれども、去る７月 18 日に福井県を襲いました集中豪

雤災害につきましては、私の町を始め２市３町が大変想像を超える甚大な災害に見舞わ

れました。その折から今日まで、全国の皆様方から大変温かなご支援や救援、そしてボ

ランティアの皆様方などに大きなお力添えをいただきました。大変言葉にならない感謝

の気持ちでいっぱいでございまして、この場をお借りいたしまして、着席のままで失礼



ではございますけれども、心から感謝と御礼を申し上げたいと存じます。本当にありが

とうございました。  

 それでは、不明な点ですけれども、９ページの上から２行目の終わりの方から、「国

と地方の適切な役割分担を前提としつつ、場合によっては国が直接的に担い手を支援す

ることが可能な途を開く」ということが書いてございます。「場合によっては」という

前置きもございますし、地方と国の関係の場合によっては国が直接というふうに理解を

させていただければいいと思っておりますが、いろいろな場合が予定されるのでしょう

けれども、こういったことにならないように処置できることが地方の裁量というか判断

というか、差が出てくるのだろうと思っております。しかし、今、地方分権、地方分権

と盛んに言われている中、地方を飛び越えて農業者の皆さんと直接国がやりとりを行っ

て何らかの支援を行うというあり方は、この流れの道に妥当なものなのか、そこらの論

点はどのようなものだったのかお聞きしたいと思っております。  

○生源寺部会長  この部分につきましては、今委員ご指摘の点は、おそらくもう尐し

具体的に、このようなケースでそれが「場合によっては」ということになるかと思いま

すけれども、このようなケースについては直接の方がいいだろう、あるいは直接でない

となかなか効果的でないだろうということがあるとすれば、その具体的なものはもう尐

し詰めていく必要があるように思います。  

 ただ、この論点につきましては、既にこれまで十数回の議論の中で、これは農林水産

省の方からも提起があり、委員の皆様の方からも提起があり、逆に地方自治体の立場か

ら、そうそう簡単にはいかないというご意見もあって、その意見全体を見渡しながら、

基本的な原則をここに書かせていただいたということでございます。  

○杉本臨時委員  後ほども意見を述べさせていただきたいところもあるのですけれ

ども、それとも絡んでまいりますので、表現はよくありませんが直接農業者が異議申し

立てをできるようなことになってしまいますと、いろいろな施策を展開をさせていこう

と思いますと、この条文が私としては非常に気になるということだけ申し上げておきた

いと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございます。  



 今後の国と地方の役割分担については、基本法の第８条で、地方はその地域の経済、

社会、自然的な条件に合った施策を策定し、それを実施する責務があるということにな

っております。全体としては地方分権をきちんと頭に置いた農政ということがあります

ので、そういうことも踏まえながら考えていくということになろうかと思います。また

後ほど関連があればご発言いただければと思います。  

 事務局の方で何かございますか。よろしいですか。  

 それでは、担い手政策のところにつきまして。――中村委員、どうぞ。  

○中村委員  論点整理なり基本的な考え方のところは、産業政策、地域政策を明確に

してやるということはいいと思いますが、ただ、以前、広島の事例でも申し上げました

けれども、この中間的なものがあるということですね。その辺をどう拾い上げていくか

ということにご留意をいただきたいと思っております。  

 それから次の７ページの（２）の明確化のところで、これは明確化の手段として認定

農業者制度を改革して位置づけると、このように理解しているのでありますが、そうし

ますと、今度の中では経営形態論がどうも出てこない。例えば、基本法の 22条でいっ

ている家族経営と法人化の推進だとか、これは担い手とみなしていないのか、むしろ農

地制度の中でそういう議論がされるのかわかりませんけれども、担い手として、協定農

業はむしろ手段であって、担い手を明確にする手段であるのだけれども、明確にする主

体はやはり家族経営なり、それから有限会社なり、株式会社もありますけれども、法人

なり、そういう経営形態をもって一つの担い手と呼んだ方がわかりやすいし、それを明

確化するために認定農業者制度をそれぞれに当てはめていくということはわかるので

すけれども、どうもその辺が、経営形態の話が出てこないものですから、担い手の明確

化のところでどうなっているのかというのがちょっとわからない気がします。  

○生源寺部会長  まず第１点目につきまして、ちょっと確認をさせていただきたいの

ですが、産業政策的な要素なり施策と地域振興政策的な要素をこれから分けていきまし

ょうということですけれども、今委員ご指摘の広島の中間的なケースというのは具体的

にどういうことだったでしょうか。  

○中村委員  経営体として、農業経営が確立しているものもあるし、経営体として進

んではいるのだけれども、またどこにいくかわからないものもある。いずれに行き着く



のか今はわからないがとりあえず地域の人が土地を管理していこうというのがあり、経

営体としては非常にわかりにくいけれども見捨てられないですね。そこの辺が落ちてく

ると問題だという気がします。  

 それから、さっき経営形態のところで落としましたけれども、前から議論になってい

る例のＬＬＣ、集落営農の位置づけとして経営形態論として出てきますが、ほかの農業

生産法人等が出てきませんので、整合性がとれているのかどうかということが２番目の

問題です。  

○生源寺部会長  ここで特に特別の特定の経営体を排除するとかいうようなことを

意図したつもりは全くございません。文字どおり法律の用語そのものですけれども、効

率的かつ安定的な農業経営、かつそれを目指す者を担い手として位置づけましょうと。

もちろん、全体として、経営の法人化ですとか、そういうことは基本法のもとでは一つ

の望ましい方向としてずっと来ているわけでございますので、これを否定しているわけ

ではありません。当然のことながら、自然人といいますか、家族農業の場合もあれば、

農業生産法人の場合もあるでしょうということで、そこについて区別を特に意識してい

るということではございません。  

 ただ、ＬＬＣにつきましては、この企画部会の議論の中でも新しく提起された問題で

あるということもあって、ここでは農業での活用の可能性について研究すると、こうい

う形で記述をさせていただいております。  

 いずれにせよ、今回の中間論点整理、大臣の意向である３つの主要課題、これに引き

つけて議論しておりますので、なかなか全部網羅的に政策の要素を盛り込むというとこ

ろにはいっておりませんので、この点はご了解いただきたいと思います。  

○中村委員  ただ、法律からいいますと、21条の望ましい構造の中では、効率的、

安定的農業経営だといって、もっぱら農業経営の展開のところでは家族経営と法人経営

といっているわけですよね。そういう分け方をしているので、むしろこっちもそういう

分け方をした方がわかりやすいだろうという気がしていたのです。  

○生源寺部会長  それを両方とも、当然のことながら含んでいるということでござい

ます。そのほかいかがでしょうか。  

 森本委員。  



○森本専門委員  担い手に関しましては、いろいろな形で、言葉もすごく整理されて

いると思います。ただ、対象を担い手に明確に絞った上でという部分がすごく、まだ全

体的なビジョンが見えてない中で、担い手だけをこのように絞って、集中的・重点的と

いう言葉をつけるというのが私の中でまだイメージが湧かないのですね。  

 それと、ちょっと自分の地元で考えたときに、麦、大豆あたりを生産しているのをち

ょっと頭に描いたときに、私は認定農業者です。だから、麦、大豆をつくれば、それの

直接支払い、経営安定対策の対象になります。しかし、兹業農家でも一生懸命やってい

る人達はなりません。今の状況ではならなくなってくる。  

 そうなってくるときに、麦、大豆を今までつくっていた人達が、それならおれは認定

農業者になって頑張ろうと思うのか、それとも、もうおれはいいと。そんなものをつく

るよりも、おれはもう米をつくると。逆に言えばですね。私は、農家というのは意外と

そういう考え方が多いと思うのです。前向きな考え方でなくて、意外と後ろ向きにもの

を考えて、それだったら、いろんなものをやるよりも、面倒くさいことはやらなくて、

おれは米をつくって自分で売る。また、そういうことができる人達は面積的にも小さい

人達ですから、そうなってくると、需要と供給あたりを考えてくれば、面積の大きい人

間がまた最終的には被害が出てくるわけですよね。  

 そうなってくると、今の産地づくりビジョンなんかでやっていることも、何年か前の

農政体系でないけれども、麦、大豆の本作振興なんかも何のための今までの政策だった

のかなあと私自身ちょっと懐疑的になるのですね。だから、当然、将来的には絞り込み、

重点的なことをやっていかなくてはならないのだけれども、それをポンとやるのではな

くて、何年か先のビジョンとしてやはり見ていかないといけないのではないかなと。私

も認定農業者ですけれども、やはり認定農業者の立場から、そうしないと、本当に村と

いうものの存在が逆にいえばなくなってしまうのではないかなと、そういった危機的な

ものも持っているのではないかなとこの政策からは感じる部分がありますので、そうい

ったあたりがどのように農水省として考えているのかということをちょっとお聞きし

たいと思います。  

○生源寺部会長  農水省としてどうお考えかということはまたちょっとお聞きした

いと思いますけれども、私なりの今のご発言についての感想めいたことを申し上げます



と、ある特定の施策の対象である担い手についてかくかくしかじかの、この場合、規模

ということが一番わかりやすいかもしれませんけれども、そういう形で明確にすると。

この点については、この企画部会の議論の中でもそれほど大きな反対といいますか、な

かったとは思いますけれども、しかし、森本委員のような懸念がかなり表明されている

わけであります。  

 私も、あまり静態的に、今の農村の、あるいは集落の農業の現状を固定するような形

でつかまえられると、理解されると非常に困ったことだなと思っております。こういう

効率的かつ安定的な経営を目指そうという方であれば、これだけのセーフティネットな

りバックアップをするよということを明確にすることで、でき得れば、今その外におら

れる方がさらにそこにそういう担い手の候補者として入っていただくようなことも考

えていただきたいというのが私自身の気持ちでございます。  

 それからもう一つ、これは全体をお読みいただきますとおわかりいただけるかと思い

ますけれども、地域での合意形成ということをかなり強調しております。これは今、森

本委員のお言葉で言えば、村が成り立たなくなる、あるいは村の健全な発展ということ

が大切であるということにつながると思いますけれども、一方に担い手があって、それ

と完全に別の形で趣味の農業なり高齢農家がいると、そういう形を望んでいるわけでは

ないわけでありまして、どちらかといいますと担い手が全体の地域の農業をリードして

いく、周りはひとつ盛り立てていくと、このような関係ができることが望ましいだろう

と。合意形成という言葉の中には私はそういう意味合いも込めているつもりでございま

す。  

 それから３番目でありますけれども、これも全体をご覧いただきますとおわかりのよ

うに、今回、大臣のお示しになった主要３課題についての議論でありますので、まだ限

界はございますけれども、しかし、地域資源の保全については、この担い手政策とはち

ょっと別の観点からの新しい政策を導入することを考えていこうということになって

おりますし、環境保全型の農業についても、これは今のところ比較的大規模の、日本の

スタンダードで大規模とあえて申し上げますけれども、そういう農業者が進んでやって

おられますけれども、しかし、それが裾野が広がっていくということになれば、これは



規模とは違う切り口でもって施策の対象ということが考えられていく、こういうことに

なるだろうと思うのですね。  

 ですから、確かにある部分だけに目がいきますと、これは何だということになる面も

なきにしもあらずだと思いますけれども、したがって、であればこそ、全体のパッケー

ジとして、将来の農村、あるいは農業像をつくり出すために、こういう形の施策がそれ

ぞれの農村のメンバーの役割に応じて設定されていると、こういうことを示していくと

いうことが非常に大事かと思っております。  

 この点につきまして、農水省の考えをお聞きした方がよろしいでしょうか。もし何か

あればお願いいたします。  

○今井企画評価課長  施策の明確化については、基本的には対象の明確化ですね。施

策対象の明確化については、施策の目的ですとか、あとは施策の内容、そういうものに

照らして行っていくということで、一律に対象を絞ってと書いてあるので、米も畜産も

みんな同じように対象が一律的に決められるということではないのだと思うのですね。  

 農林水産省の事業におきましては、今年から、各事業についてなるべくその対象を担

い手に絞るような要件がかけられないかというのを予算上の事業について洗い出しを

して、できるものから始めているのですけれども、それにおきましても、一律に行って

いることではなくて、営農類型ですとか地域の特性に応じてやっているということで、

だからこそ、例えば９ページの（５）の「施策の具体化に向けた手項等」というところ

にも、「17 年度から取り組むとともに」の後に、「担い手への施策の集中化・重点化

を促進していくべきである」というところが、16 年から始めたようなことを、それぞ

れの施策の目的だとかに照らしてさらにどんな工夫ができるかというのを一つ一つや

っていくというようなことになるのではないのかなと考えております。  

○生源寺部会長  それでは、森本委員、また何かございましたら後でご発言いただき

たいと思います。  

 それでは、立花委員、どうぞ。  

○立花専門委員  今の森本さんの発言、私も非常に大事な点を突いているなと思って

聞かせていただいたのですが、私は、森本さんがおっしゃった中で、この担い手に対し

て施策を集中することと、いわゆる土地持ち兹業農家との関係について、あまり兹業農



家にはメリットがないというご発言をされたわけですが、確かにそういう面もあるかな

と思ったのですが、一方では、たしか農業白書の中で、高齢農家が土地を貸して地代を

もらいたくても、集落には誰も担い手がいないとか、あるいは仮に担い手があったとし

ても非常に経営的に苦しいので満足いく地代を払えないという実態があると言われて

います。  

 その意味で言えば、むしろ施策を集中することによって、効率的、安定した経営農家

の出現によって、むしろそういった兹業農家の方々の土地を借りて、満足いくかどうか

は別にして、きちっと地代払えるようになれば、施策を集中することが結果として兹業

農家にとっても地代の収入の増加という形でメリットを受ける可能性が出てくると思

いますので、この６ページから７ページにかけて、この施策の集中化・重点化によるメ

リット、意義ということで、第１に担い手にとってはどうなのか、第２に地域にとって

はどうなのか、第３に国民にとってはどうなのか、ということですけれども、兹業農家

にとって担い手が、土地を借りてきちっと地代を払う、そういったことを通じて地域農

業の維持といった役割も結果として出てくるだろうと、そんな感じがいたしました。  

○生源寺部会長  今のお二方の発言に関連いたしまして、一言でこの中間論点整理の

素案の中で書かれているところをお示しするとすれば、一番包括的に書かれているのは

２ページの一番下のところであります。今、立花委員がご指摘になった３つの有益性と

いうところとも重なっておりますけれども、一番下の３行でございますけれども、「効

率かつ安定的な農業経営を核として、兹業農家、高齢農家などを含む地域の関係者が、

相互の役割分担等についての合意形成を図りながら、地域農業の再編に取り組むことが

重要である」ということでございます。  

 逆に言いますと、担い手に対象を明確化するということで、その担い手が孤立すると

いうことがあるとすれば、これはこの施策の目的とはむしろ逆の効果になるかと思いま

す。この役割分担等につきましては、今立花委員のご指摘によりますと、これは後ほど

の経営安定対策に絡むと思いますけれども、これがいわば地代支払い能力の安定化につ

ながるのではないかと、こういうことに多分ご発言の趣旨はなるのだろうと思いますし、

機械作業の分担関係でありますとか、今後、環境保全型の農業に取り組む場合の技術的

なリーダーシップをとっていただくとかも考えられます。  



 ただ、逆に今度は地域資源を守るという観点で言えば、これは尐数の担い手だけでは

できないということがあるわけでありますから、一方向ではない、おそらく双方向の協

力、共助の関係があって、そんなことも含めて「役割分担等」と表現していると、こう

ご理解いただければありがたいと思います。  

 森本委員、どうぞ。  

○森本専門委員  おそらく私がまだ生源寺座長のところまで熟度が達してないと思

っているのです。理解が。兹業農家、高齢農家など、いろいろな合意形成というのは文

章にすると本当に簡単なのですよね。そこがうまくいかないから難しいのですよね。地

元では。だから、そういった人達が基本的には今度の施策から外れていくと、そういっ

た人達が本当に合意形成に参加して地域というものを考えてくれればいいけれども、そ

ういう人達が反旗を翻してしまうとどうしようもなくなってしまうというのが私の言

っていることなのですね。  

 だから、そういう人達がちゃんと担い手というものを理解してやってくれれば、私も

悩む必要はないのです。そういう人達がそれを理解しないことの方を私は考えてものを

言っているわけで、そういったときには本当に、そういった面倒くさいものをつくるよ

りも米にまた返ってしまう。返ることが簡単なのですよ。はっきり言うと。いろんなこ

とをやって国からお金をもらうことを考えるよりも、もう自分で米をつくって、自分で

縁故米として売った方が簡単なのです。そうなってくると、そこの弊害はどこかにしわ

寄せが来るわけですね。  

 だから、そこを私は、当然、将来的なビジョンとしては大事だけれども、それがすぐ

にそういったところまではなかなか絞り込みというのが難しいと、ちょっとこれを読み

ながら、自分の地元として考えたときにそういったシミュレーションが出たものですか

ら、そういったのをちょっと言っているだけで、座長の言っていることは理想としては

よくわかります。  

○生源寺部会長  では私からもう一言二言、せっかくの機会ですので申し上げさせて

いただきますと、この企画部会、あるいは農林水産省である方向を提起したとして、特

に今回の場合は地域の農業の姿をどうしていくかということでありますので、実際にこ

れを実践していただくのは本当に現場だろうと思うのですね。したがって、私なりの表



現を使わせていただければ、現場の農政の担当者、あるいはＪＡの担当者でも結構であ

りますし、あるいは集落のまとめ役の方をバックアップできるような、やはりそういう

形の中間論点整理にすべきだろうと思っております。いたずらに言葉だけが踊るような

ことになると、むしろ要らぬ誤解を招くということもあると思いますので、思い切った

改革に踏み込むところは、ここはもうきちんとそういう方向に進む必要があると思いま

すけれども、しかし同時に、現場できちんと取り組みができるような、それをバックア

ップするような答申を目指したいと、こんなふうに思っております。  

 もう一つは、文章にしてしまいますとばらばらになってしまいますので、これは森本

委員のご指摘、全くごもっともでございまして、全体としてどうなるのということがや

はりわかるようなものが必要で、実は役所の方には、これからの農村の中での構造のよ

うなものについて、現状と将来がどうなるかということについて、いろいろなタイプが

あるかと思いますけれども、わかりやすい模式図の試作品をつくっていただくようなこ

ともお願いをしておりまして、今のところ試作品の段階でございますけれども、適当な

ときにそういったものもお示しして、この中間論点整理そのものの理解に資するような

形にしてまいりたいと、こんなふうに思っております。  

 安髙委員、どうぞ。  

○安髙委員  今、私、森本委員の話を聞いておりまして、非常によくわかるのです。

実はこの担い手に集中的に重点化していくという部分が、今回の見直しで私が一番心配

しているところです。おそらく、いわゆる生産調整というものは、大部分の人が従った

としても、１割の人が崩れたら全体が崩れるのではなかろうかと思っております。米政

策改革が先行しております。その中で、重点化していく、絞っていくことによって、先

ほど森本委員から出たような形で生産調整が崩れていったとしたら、結論を先に申しま

すと、私、日本農業が崩れると思っております。  

 麦、大豆も重要だと思いますが、麦、大豆が尐々歪んだところで日本中で消費者の目

にとまるほど農業の崩壊になるかどうかはわかりませんが、米が本当に崩れたら、消費

者も巻き込んで大混乱になろうかと思います。需給調節がきかなくなったときの大混乱、

それが米という重要品目で消費者にも大きく影響していく。そして一番怖いのは、ここ



でこういう形で入っていったときに、そういうリスク、危険を覚悟しないまま農政がい

くということです。  

 私は、農業に競争力をつけるためにソフトランディングは難しいのではないかと本当

は思っております。だから、本当に競争力をつけるのならハードランディングしかない

だろうと思っております。本心は。しかし、ハードランディングするときは、行政がハ

ードランディングに対する備えをしておかなければいけない。しかし、米政策はもう既

にスタートしているのです。だから、もしここでそこに影響するような、米政策改革に

影響するような見直しを提案するのであれば、この見直し案は米政策の部分まで責任を

持つ形で提案しなければならないと思っております。  

 そういう意味で、私、当初から申しておりますけれども、今回の見直しがどうも国際

規律から来た単なる施策の見直しからスタートするような気がしていると申し上げま

した。一番重要な日本農業のビジョンが見えないのです。５年後の絵が頭の中に書けな

いのです。書けないままいっているのです。米政策を最優先にして、それをサポートす

る形での見直しなら、向こうが柱だからいいと思います。米政策を混乱させるような形

で見直しをするのであれば、政策とか手法の議論の前に、５年後、10 年後の農業の絵

をどう書くのか。言葉による絵ではなく、我々委員が頭の中に絵が書けるようなものか

らスタートしていかないと、本当のビジョン見直しにはならないと思っております。  

 そういう意味で、この集中的・重点的にやるというところが米政策に影響を及ぼすよ

うな形になったときには非常に重要な問題があるだろうと思っておりますので、この辺

はそことの関連の中で慎重に取り扱う必要があると思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。今の点でございますけれども、これは後

ほどのパートではありますが、まずこの素案の中での対応ということでございます。先

ほど今井課長からもご説明がございましたが、12 ページのエで、文章としては非常に

短いわけでございますけれども、「米政策改革の着実な実施」との関係が謳われており

ます。米政策改革の中では担い手を対象とした経営安定対策が既に導入されております

ので、ある意味では連続する面があるかと思います。もちろん完全に同一ではございま

せんけれども、連続する面があるわけでございます。  



 その後、「水田作における品目横断的な経営安定対策の導入については、この米政策

改革による水田農業の構造改革の推進状況等を検証しながら進める」という形になって

おります。この場合の水田農業の構造改革につきましては、生産調整のあり方そのもの

が今見直され、また変革の時期に入っているわけでございますし、かつ、水田農業ビジ

ョンを作成していただくことを通じまして、その地域の農業の改革自体も進めていただ

くようなことになるわけです。まだ今年度がスタートということでございますので、お

そらくいいものに改定していくということが次年度以降まで続くと思いますけれども、

その中には、やはり地域の担い手をそのビジョンづくりの中で明確化するということも

ございまして、ここもある意味では今の議論と連続する部分になっているかと思います。  

 したがって、むしろ差異を強調するというより、私といたしましては、どううまく連

続させていくかと、こういう形で今回の中間論点整理も解釈していきたいなと思ってお

ります。ただ、ご懸念の点は先ほどの森本委員のご発言とも共通しておりまして、こう

いったものがえてして、現場にいくにつれてあるところだけが肥大して、別のところが

何となく見落とされてしまうということになりがちでありますので、ここは先ほど申し

上げました全体の政策のパッケージのわかりやすい提示等も含めて工夫していく必要

があるなと、こんなふうに思っております。  

 安髙委員、どうぞ。  

○安髙委員  実は私、今の発言、12ページのところでしようかと思ったのですけれ

ども、私が危惧しておりますのは、今度の米政策、水田農業ビジョンがスタートいたし

ました。農業現場では、先を見る人達は、もう米は市場経済が需給調整までどこまでで

きるかわからないよと読んでいる人がかなりいらっしゃるのです。何かのきっかけで、

何かを口実にして、生産調整しなさいというのにはもう従わないよといってスタンバイ

している人がいらっしゃるわけです。だから、集中化・重点化というものを、こういう

見直しを提案して表に出すときに、安易な出し方をしていくと、その出し方だけでもう

崩れてしまうというおそれがありますよと。  

 だから、そういう意味で、１つは集落営農という受け皿をどうしていくかとか、いろ

んな工夫があると思います。そこの工夫をしていかないと、重点化・集中化というのを



ポッとひとり歩きするような形で見直し計画を出すと、その出したことだけによって一

気に崩壊していく。これは、米が崩壊すれば日本農業の混乱になります。  

○生源寺部会長  部分のひとり歩きを避けるということは当然のことだろうと、こう

思っております。そのほかいかがでございましょうか。  

 永石委員、どうぞ。  

○永石臨時委員  多分、今、生源寺座長が言われたように、これの特定部分が現場に

おりて、いろいろ現場でそういう懸念が出てきているのだろうと私自身は思っておりま

す。ただ、先ほども言ったように、後の話になりますけれども、これはあるべき姿のパ

ッケージとか、そういうのを出すことによって、やはり生産者の方々も理解できるよう

にしていかないと。そこが見えないと、米政策でありましたように、あるべき姿はこう

だよ、これに向かっていくのですよ、それのいわゆる経年措置をこう対策をやっていく

のですよということが見えてきて初めてわかってもらったわけですから、これはやはり

必要かなと思っております。  

 そのことが最終的には品目横断的政策、この姿がこう見えるよというのがはっきりし

てきて、そして今の水田の米政策と麦、大豆とがどう関連して、そういう地域の担い手

として今度頑張っていく方々を支援していくのですよというのをちゃんと見せていく、

これがやはり地域で理解されるのではないかと思いますので、その辺はひとつよろしく

お願いしたいと思います。先ほども言った、12 ページの「米政策改革の着実な実施」、

もう尐し記述してもらえば、もう尐しわかるかなと。検証だけでなくて、もう尐し具体

的に書いていただければと思っております。  

○生源寺部会長  今お三方ないし４人の方から関連する議論をいただきましたので、

この素案の中でどうするかということを検討するとともに、素案とともにいろいろな材

料を提供していく際にも参考にさせていただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。そのほかいかがでございましょうか。  

 もしなければ、既に関連するところに入っておりますので、次の経営安定対策、９ペ

ージの下の３分の１ぐらいのところから始まる部分でございまして、これはかなり長い

のですけれども、13 ページの４．の「農地制度の在り方」の直前のところまででござ



いますけれども、この部分につきまして、ご意見、あるいはご質問を受けたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。  

 村田委員。  

○村田専門委員  この中間論点整理の今回の文章ですけれども、「政策改革の方向」

でそれぞれのテーマについて、いずれも最後に「施策の具体化に向けた手項等」という

のをつけたのは非常にわかりやすくて、大変いいと思います。つまり、まだ残された課

題というか、詰めなければいけない課題というのを事務局にも宿題として挙げていると

いう意味で非常にいいと思います。  

 それで、13ページにある経営安定対策の施策の具体化に向けた手項ですけれども、

そこで６頄目ぐらいこういうことをやりなさいよということを挙げているのですけれ

ども、４番目に「担い手の責務」というのが書いてあります。そこに「（耕作放棄を行

わないこと、適切な営農を行うこと等）」と書いてあります。担い手の責務というのは

どういうものかということを詰めなさいよということだと思うのですけれども、後から

出てくる環境政策の要件化というのがありますね。おそらくこれも担い手の責務に入る

と思うのですね。要件化つまり部会長がおっしゃったクロス・コンプライアンスという

ことに、一線の農家の人は非常に関心を持つと思うので、この担い手の責務というとこ

ろに、環境の要件化を入れておいたらいいのかなという感じがするのですが、いかがで

すか。  

○生源寺部会長  今の点につきましては、まず 10ページのところで最初に、いわば

総論的に、「品目横断的政策の考え方」のすぐ前のところに、なお書きですけれども、

その後段で、「公的支援を受ける担い手に求められる責務を明確にすることも必要であ

る」としています。ここもやや漠然としているわけですけれども、その後、今村田委員

ご指摘の 13ページのところで、最後に「等」となっているわけですけれども、具体的

に例示しているのは耕作放棄、あるいは適切な営農ということであります。ある意味で、

適切な営農の中には環境保全のある基準の達成ということも含まれるかと思いますけ

れども、もちろん環境のところでそこは書き込まれているわけでありますので、全体と

してここに書き込むかどうかということはちょっと検討させていただきたいと思いま



す。全体の政策の性格がはっきりするということであれば、むしろ書き込んだ方がいい

ということにもなろうかと思います。  

 森本委員、どうぞ。  

○森本専門委員  「責務を明確にする」と書いてございますね。もし違反していたと

きには罰則を設けると考えるのか、ただ見つけて、駄目だよと、それで終わるのか、公

的資金を返納とか、そういった罰則を視野に入れて明確にするということを書いている

のか、ちょっとお聞かせ願えればと思います。  

○生源寺部会長  今、企画部会なり、あるいは尐人数の会合の中では、そこまでは検

討しておりません。おそらくこれは今後の、今の 13ページでいいますと、①、②、③

までが品目横断的政策についての記述ですけれども、制度の具体的かつ詳細な内容につ

いては、これは企画部会にお返しいただくということまでは求めてないわけであります

けれども、「農林水産省において検討する必要がある」とありまして、多分そこに関わ

ってくるだろうと思います。今私からこうだという形でお答えすることはできない部分

と言っていいかと思います。  

○森本専門委員  将来的にはその辺も視野に入れた議論もやっていくということで

すか。  

○生源寺部会長  個人的な感想としては、これを守ってないではないかと、だからこ

れは駄目よということで、おそらく、今までも勧告ですとか指導ですとか、そういうこ

とをやって、それでいい形になっていただくという形で解決するのが一番いいという、

そういう施策だったと思うのですね。これは私の今の個人的な感想で申し上げているわ

けですけれども。  

 豊田委員。  

○豊田委員  ちょっと今の問題でないのですけれども、よろしいでしょうか。極めて

施策の中身が具体化するに従って議論が非常に重要な局面に来ていると思いますので、

ちょっと一言、お伺いしたいことがございます。  

 ちょっと戻りますけれども、今回の施策の全体は、６ページのところに「基本的な考

え方」として、「価格政策等のように幅広い農業者を一様にカバーするのではなく、対

象を担い手に明確に絞った上で集中的・重点的に実施」するという根本的な考え方がご



ざいます。多分この点が、今、安髙委員、あるいは森本委員が大変危惧されている農村

の中の調和と一致を、ではどのように確保していくかというところに極めて深く関わっ

てくる問題ではないかと思います。  

 ただ、それはこの９から 10ページのところに、もう尐し具体的に敷衍して見ていき

ますと、構造改革の加速化を図る観点から担い手の経営の安定を図る対策に転換する。

それは水田作、畑作が品目別ではなく、経営に着目した直接支払いを導入する。その際、

需要に応じた生産や構造改革の加速化につながる日本型直接支払いの手法を工夫する、

ということになっておりまして、先ほどの生源寺部会長のご議論のように、農村の中の

融和というものをやはり非常に重視した手法が必要だということが同時に指摘されて

いるのだろうと思います。  

 ただ、残念ながら、日本の農政を見ますと、1933 年の日本米穀統制法、1944 年の食

糧管理法以来、農産物価格制度といったものが形を変えながら 70年間続いてきたわけ

ですね。それが畑作物をもカバーしていると。その農産物価格制度を極めて大きく歴史

的に転換するという一つの、畑作物ではありますが、そういう非常に大きな一歩になる

ということで、私はそれは非常に感慨深いものがあると率直に思っておりまして、これ

を読ませていただいて大変感動したわけです。  

 ただ、そこで、やはり政策に対する調和と一致の視点からもう尐し詰めておくべき課

題があるのではないかということで、ちょっと３点ほどお伺いしたいと思います。  

 まず担い手について、認定農業者と集落営農の法人化を対象とすると８ページにござ

います。同時に、農作業を受託するようなサービス事業体については、その機能に応じ

て施策を行うとございます。このあたりが今中村委員もご指摘のところに関わってくる

と思いますが、私は改めて、平成 15年度の白書をひもといてみますと、126 ページに、

富山県小矢部市の例が挙がっておりまして、41ヘクタールの営農組合で、27ヘクター

ルを大規模農家のＣさんが、それから農作業などを受託する 12戸の協業グループが 14

ヘクタールを受け持って、それに 26戸の農地貸付農家が対応して、３つのグループが

共存共栄を図っていると指摘しております。あるいはまた、平成 14 年度の白書では、

福井県大野市の１地区で１農場の大規模法人化の経営を成立させた成功例が述べられ

ております。  



 ということは、現状においては、つまり、同一の地域内に認定農業者と並んでいろん

なタイプの、例えば農作業受託組織などが共存していると。これがやはり普通の姿では

ないかと思われます。そこに今回の施策が導入されるということを考えてみますと、例

えば法人化していない農作業受託組織は直接支払いの対象とならないと仮に仮定しま

すと、先ほどの 12戸の協業グループに作業を委託している 26 戸の貸付農家は、畑作物

価格が低下しますと委託料の支払いが困難になる可能性がございます。その結果、農作

業受託組織の経営が不安定化する可能性があります。  

 ですから、こういう事態をあらかじめ想定して、それを避けるための、例えば農作業

受委託組織というのは農業機械の共同利用ですので、機械償却費に対する金融措置でご

ざいますとか、あるいはそういった組織が法人格を持った組織に成長するプログラムを

きちっと用意しておく。つまり、そういう兹業農家が構成している例えば受託組織も、

単なる労賃を得る組織から、地代を支払って利潤を得る経営に成長するということは当

然求めているわけですので、その成長のプロセス、プログラムを明確にしておくという

ことが農村で一致と調和を得ていく上では非常に大事なのではないかと私は考えて、こ

れを読ませていただきました。  

 その際、先ほど委員の方からいろんな意見がございましたが、直接支払いのもとでも

地域の借地料を抑えるということが極めて重要でして、そのもとで初めて経営体に成長

するわけでありますので、例えば５年ほどの期限を切って、法人化誘導のプログラムを

かなり具体的仔細につくっていって、そういう事業体を担い手として育成する、そうい

うものを併せて提起していくことが必要なのではないかと。これは何か宿題をたくさん

あれするような形でございますけれども、第１点、そういうことを感じました。  

 よろしいでしょうか、続けても。  

○生源寺部会長  どうぞ。  

○豊田委員  それから第２点は、構造改革の加速化という点を組み込んだ日本型直接

支払いという手法ということに関わりますけれども、先ほどのようなプログラムが出て

まいりますと、ある短期間、例えば５カ年位の間に認定農業者や法人化した集落営農の

規模拡大が進展する可能性がございます。これは、基本法農政が 1961 年にできて、こ

の 10年間の後半の５年間というのは非常に構造が変わったわけですね。1999 年に新基



本法ができたその 10 年間の後半の５年間というのは、こうした非常に大きく構造が変

わる可能性を持っている。日本全体の経済が今そういう時期に来ている。そういう中で、

もし大きく変わるとすれば、担い手における過去の一定期間の生産実績、対象面積に基

づいて直接支払いを行う仕組みでは、新しく拡大した追加的な借地について直接支払い

の対象面積に入らないことになりかねないということが危惧されます。ここにどう対処

するかということをもう尐し、これは今後のことになると思いますけれども、お示しい

ただけないかなと。  

 つまり、先ほどの例では、26戸の貸付農家が持っていた土地についても、直接支払

いの受給権というものとして、新たな担い手の経営になった場合には可能なのかどうか。

あるいは拡大した土地に、その土地の部分だけ別の法人が設定された場合に、対象とな

る認定農業者の個人がいくつかの農場の法人格まで兹ね備えることができるのかどう

か。こういったいろんな問題がここの日本型直接支払いであれば構造問題と関わって出

てきますので、そういったことについてあらかじめ配慮して、まさにさっき安髙委員が

おっしゃったように、万全な体制をもってこの施策を示していくということが必要なの

ではないかと感じております。  

 それから第３点は、ちょっと長くなりますけれども、もう一つだけ言わせていただき

ますと、価格政策は全く無用なのかという議論がございます。つまり、直接支払いとい

うボディ、これが今回の新しい転換だと思いますが、そのボディを下支えする台といい

ますか、プラットホームのような部分が要らないのだろうか。つまり、最低価格をチェ

ックするようなシステムは要らないのだろうかということでございます。  

 ご承知のように、市場経済といいましても、農業は自然を相手にしますので、昨今の

異常気象や災害などによって価格が底を打つような緊急事態が考えられます。これはミ

カンでも最近非常に問題となっていることでございますけれども、そういう緊急事態に

どう対応するかということがシステムとしてやはり必要なのではないかと考えるわけ

でありまして、例えば米国では、1938 年の農業調整法に基づいて、現在でも価格支持

融資ローンレートによる、平均価格の 85％を歯止めとするという制度を持っておりま

すし、ご承知のように、ＥＵでも、1967年の共通農業政策以来、生産者の最低価格保



証として、市場価格が指標価格を一定の範囲まで下ると、欧州農業指導基金はこれを買

値価格で買い取るという仕組みがございます。  

 つまり、まさに食料安全保障の仕組みでありまして、これは企画部会でも当初に検討

してまいりましたように、現在でも、てん菜では国内産糖交付金による政府が定める最

低価格の保証の仕組みや、でん粉原料用ばれいしょでは最低価格支持の制度があります。

これを全く廃止するのかということですね。消費者や農業者の双方において有利な、管

理され調整された農産物の市場経済をどうつくっていくかということがやはり課題で

はないかと思いますので、直接支払いというこのボディを支えるようなプラットホーム

についてどのような制度設計をお考えなのか、あるいは考えておられないのかと、こう

いったことについて、ちょっと最後に３点目、お話をいただけないかと思います。  

 以上、いずれも画期的なこの直接支払い政策への大転換をぜひ摩擦なく実現していた

だきたいという観点から、いくつか、かなり具体的な問題点をご質問いたしましたので、

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。  

 まず第１点目でございますけれども、直接的には、９ページ、経営安定対策の直前の

ところに戻るわけですが、「施策の具体化に向けた手項等」というところで「サービス

事業体の施策上の位置付け」ということがございます。今、豊田委員の挙げられました

例については、それはそれでそういう問題を持っていると思いますし、おそらくまた別

の地域においては別の形のサービス事業体の貢献ということがあるだろうと思うので

すね。これまではこういったものについては施策の対象の外にあったと言っていいかと

思いますけれども、今回は真正面から受け止めようではないかと。ただ、その中身につ

いては、むしろ今後詰めていくと。担い手政策の対象という意味で、位置づけをどう考

えていくかということを今後検討していただくという形で整理をしております。  

 それから２番目の直接支払い、あるいは経営安定対策の設計上、規模拡大を行ったり

縮小した場合にどうかということでありますけれども、まだこれは制度設計の細部につ

いては今後の詰めをお願いするということになっておりますけれども、ヨーロッパ、ア

メリカを見渡してみても、いくつかの工夫によって、拡大した部分についてはそこに支

払いが行われるような形をとることは可能だろうと思っております。もともと持ってい



る部分をベースにするのか、あるいは追加された土地に支払われていたところをベース

にするのか、そこはいろいろ考え方があるかと思いますけれども。  

 これは 11ページの一番下のところでございますけれども、「構造改革の加速化への

配慮」とございまして、「基準期間以降に経営規模の拡大・縮小が行われた場合の取扱

いについて、施策上の工夫が必要である」と書いてありますけれども、ここは構造改革

の進展を阻害しないようにという観点でございますので、今豊田委員のご指摘のような

問題意識がこの記述の背景にはあると、このようにご理解いただきたいと思います。  

 それから価格政策につきましては、基本法のもとでも、原則的には市場のニーズに合

った、また市場の、この素案の表現でいえば、ニーズ情報を伝達する機能をきちんと受

け止めた制度に転換していく必要があるだろうと。しかし、経営としての安定化が損な

われるとすれば、これはこれで問題であるということで、今回の改革以前に、既に価格

の政策については項次見直しが進んできているわけでございます。  

 私の認識の範囲では、最低価格を設けるとか、そういったようなことについての議論

は、この企画部会もそうでございますけれども、全体としては今のところないのではな

いかと思っております。  

 ただし、２つございまして、１つは、品目横断的政策、品目特定の場合の経営安定対

策もそういうことになるかもしれませんけれども、生産性の海外との格差が顕在化した

部分についてどうするかということと、それから以前からの懸案でありました収入、所

得の変動に対する対処ということがありまして、後者はある程度今委員ご指摘の点に答

える部分になるのかなと思っております。  

 それからもう一つ、これは当面の間はまさに日本型の一つの特徴になっていくのかも

しれませんけれども、品目別に市場価格以外に付加するようなことを全く否定するとい

うことには今のところなっておりません。これをどう運用するかということはまさにこ

れからの検討でございますけれども、これは需要に応じた生産をこれからも図っていく

という意味で、完全にグリーンボックスの施策にして、これは生産に対して全く中立的

になるわけですけれども、場合によるとこれは抑制的になるかもしれないわけですけれ

ども、これは日本の今の食料生産の状況からいうとちょっとまずい方向だということも

ありますので、そのあたりは尐し考慮しているところであります。  



 尐し長くなりまして、すみませんでした。  

 中村委員、どうぞ。  

○中村委員  これはあまり手を高く上げて言うのも何ですけれども、かねがねお願い

しておりました、経営者自らの内部蓄積によります自らの所得対策、経営危機対策です

ね。多分、11ページの bではこれを読めないだろうと思いますので、いずれにしまし

ても、法人農家の売り上げが５億円だとか 30 億円になってきますと、１％、２％の価

格下落がものすごく大きな影響を及ぼしてきますので、それを自らの蓄積でやっていこ

うということであります。  

 ただ、これは税制対策なものですから大変難しい話でありますが、かつて他産業では

やってきたわけでありまして、やれない話ではないだろうと思います。したがって、も

うこれほど言ってきて入らないのは駄目だという理由がわかれば教えていただきたい

し、それから、なべて、これだけではなくて、全体的に見て、農地制度についてもほか

の制度についても、いろいろな税制対策があるだろうと思いますけれども、ほとんど税

制対策にはこの中では触れられていないという面もありますので、これは具体的な問題

もあろうかと思いますから、そこはそこで事務的にも酌み上げてやはり対応すべきでは

なかろうかと考えております。  

○生源寺部会長  税制対策一般につきましては、今回、主要３課題という観点から整

理しておりますので、ここで扱うということには議論の中ではならなかったわけでござ

います。１点目につきましては、既に２度、あるいは３度ご発言されたということを私

も認識しておりまして、事務局の方にもこの点について施策として組むことができるか

どうかということについては問うた経緯もあるわけでございますけれども、今のところ

難しいということなのだろうと思っております。今おっしゃったように、税制の問題と

いうことになるからかと思いますけれども、この点につきまして、今の段階で何か事務

局としてございますでしょうか。  

 それでは経営局長から。  

○須賀田経営局長  今言われたのは、特定農業法人に認められているような準備金制

度を一般の担い手まで敷衍できないのかというお話だろうと思うわけです。農業といえ

ども、これは普通の産業の一環ではあるわけでございまして、確かに価格変動に対する



準備というのが必要なわけでございますけれども、これはほかの産業でも、例えば商売

をされている方とか、同じようなことが言えると思います。特定農業法人のように、人

が申し出たら絶対引き受けるのだとか、そういう半ば公的な義務を負っている経営と普

通の経営とではなかなか同じようにはいかないということで、税制改正要望を出しても

認められる余地はないのではないかと思っております。  

 それから、そのほかの税制要望、必要に応じて出していきたいとは思っておりますけ

れども、税制の役割というのは所得の再分配だとか公平を期すということで、政策を誘

導するための税制というのは認められません。所得の分配、あるいは公平を確保するた

めの範囲内においての役割しかございませんので、普通の補助金だとか融資に比べて非

常にそういう面で難しい点があるということは中村委員もご存じのところでございま

すので、その範囲内でいろいろな要望を承って、できるものなら要望したいと思ってお

ります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。よろしゅうございますか。  

 それでは、尐しずつ前に進んでまいりたいと思いますが、関連して、今も若干もとに

戻った部分もございますので、戻っていただいて結構でございますが、次に「農地制度

の在り方」、これは 13ページから始まっております。前回の資料では非常に短い記述

だったわけですけれども、今回もう尐しその検討の方向なり、あるいは中身について書

き込んだつもりでございます。ただ、具体的な方向までお示しするところまでいってお

りませんで、そういう意味での検討をさらに深める必要があるということで、事務局に

宿題を出すという形で記述をしております。この部分についていかがでしょうか。  

 どうぞ、坂本委員。  

○坂本専門委員  14ページですが、農地の問題が３つあります。こうした要因とい

うところですが、この農地に関する制度、運用と、これは理解していらっしゃる方はよ

くわかると思うのですが、これにはなかなか深い、まだ他の要因もありますので、これ

を記述すべきかどうかというのは、まだ私もよく検討し切っていないのですが、都市計

画法とのダブりもあるし、それから農地の地価とか税法、税制等の要因というのもある

よということを国民の皆さんに知らせておかないと、農地制度だけに、その運用だけに



問題があると受け止められても、ちょっとこれからの方向が苦しくなるのではないかと

いうことが１点でございます。  

 それからその下の頄目で、優良農地の確保と農地の効率的な利用の確保の２点の課題

に集約されると書いてありますが、もう一点、私は、これはいろいろ読んでみたのです

が、「及び円滑な継承」という課題はいいのだろうかなという思いがしたものですから、

３つではないだろうかという思いであります。これが私の意見です。  

 それと、ちょっと座長、前に戻っていいでしょうか。これは意見ですが、森本委員も

安髙委員も私も現場の農業者ですからよくわかります。しかし、今回、大臣がスピード

を持って基本計画を見直してくれとなぜ言われたのか。そして６ページまでに延々と、

現在の課題はこうなっているよと。これには皆さんのご意見がありませんでしたね。認

識は一致しているということでしょうが、だったら一体どうするのかというこの議論で

８月までやってきたと思うのですよ。  

 ですから、そこは、これは座長の原案を肩持つわけではないのですけれども、また振

り出しに戻るようになってしまうのではないかという、ちょっと老婆心からの個人的な

意見ですね。でないと、８月 10日までに一体まとめ切れるのという思いがあります。

それは、みんなにやさしい制度というのは一番いいことですよ。みんなに嫌われない制

度と言った方がいい。けれども、それではもう、６ページまで延々と書いてあるように、

大臣も言われるように、どうにもならん危機的状況が来ている。国民ももうこらえてく

れないよという視点でこの８月まで議論したのではなかったかなということを考える

中で、百点満点は当然ないと思いますが、今そこをお互いに決心しないとこれはまとま

らないだろうなと思います。  

 これは個人的な意見です。お答えは要りません。  

○生源寺部会長  第１点目の優良農地の確保に関する施策なり制度の運用と実態の

関係につきましては、ご指摘のように、都市計画法なりあるいは税制の問題があるとい

うことは承知しております。ただ、農政改革という範囲で言いますと、ここは農政のい

わば守備範囲の中でやれることをまず書いているということでございます。  



 ただ、私個人も含めて、これは狭く農業なり農村だけの土地利用という観点だけでは

解決できない問題があると思いますので、坂本委員のご指摘について、私も非常に共感

するところでございます。  

 それから２つの課題として整理したということですけれども、同時に継承ということ

もということでございます。これにつきましては、むしろ担い手政策のところに書いて

はどうかというか、指摘してはどうかということで、これは９ページの（５）の iv）

に「農地等の経営資源の円滑な継承」という形で、17 年度から取り組む課題の柱とし

て挙げさせていただいております。非常に大事なことだと思っておりますので、そうい

う認識はございます。  

 それから、もちろん振り出しに戻ることなく、８月 10日までには一定の取りまとめ

をして、なおかつ、最後にございますけれども、これですべて終わりではないわけであ

りますので、さらに秋から冬にかけて、残された問題について宿題を返して、回答を返

していただくと同時に、最後に「改革の工程管理と計画的な推進」とあるわけでござい

ますけれども、改革の方向づけができた段階で、さらにそれを実行するというそのプロ

グラムをつくるべしという形で、ここの企画部会として取りまとめをしてはどうかと思

っております。  

 農地制度につきまして、ほかにどうぞ。  

 安髙委員。  

○安髙委員  16 ページの「株式会社一般の農地取得は認めるべきではない」という、

考え方は私はこれでいいとは思うのですけれども、果たしてこの考え方がどこまで貫け

るかなという気がしております。結論から申しますと、所有を認めるべきではないと言

いたいのですが、所有を認めるとするならば、規制を相当強化する必要があるのではな

いか。  

 私が申し上げたいのは、強化する場合、農家も含めて土地の所有に対しては強化して

いくべきではないか。農家、法人、あるいは一般の農家以外の私人、これをもう区別で

きないのではないか。となったときに、全部ひっくるめて強化していく。現在でも農家

が場所によっては目に余るような投機的な動きをすることもございますし、先ほど坂本



委員がおっしゃったように、相続の問題も発生してくると思います。所有権というか規

制が緩ければ緩いほど。そういう意味で強化していくべきではないかと思っております。  

 一つの考え方は、ちょっと大ざっぱな計算をさせていただきます。10アール、300 坪

あります。減反割合を考えると、10アール当たりの売り上げが 10 万円切るかな。売り

上げです。まだ肥料代も人件費も減価償却費も引いておりません。300 坪です。９万円

と想定した場合、１坪、１年間で 300円しか生産を生まないわけです。市場経済に乗せ

ると効率的な運用に走らざるを得ないと思います。効率的な運用となったときに、農地

が農地でどんどんなくなっていく。だから、農地でいてほしいとすれば効率的な運用に

歯どめをかけなければならない。となると、やはり相当な規制が必要だろうと。これは

もう株式会社だけではなく、農家をも含めて規制を強化していく方向で検討のテーブル

に乗せるべきではないかと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 今現在検討している農地制度の改革の範囲の中で、今のような議論にきちんとお答え

できるかどうか、あるいはもう尐し後の話になるのかもしれませんが、今おっしゃった

ことはおそらく、所有権か利用権かという単純な二者択一の話ではなく、どういう所有

権かという話なのだろうと私は理解いたしました。  

 つまり、極端に言いますと、やりたい放題できるような、そういう財産権、所有権で

あるのか、それこそ土地基本法に書かれているように、公共の福祉のもとでそれなりの

きちんとした制約に服するというような場合の所有権では、同じ所有権といっても中身

が違うだろうと思うのですね。ですから、あまり所有か利用かというような言葉の対立

だけで議論していても不毛ではないかという感じが、私自身、個人的にはしております。

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  16ページの（４）①の４番目ですね。「意欲と能力のある主体に

よる農地の権利取得」、この文面ですが、これは株式会社を指しているのでしょうか。

読み取り方がちょっとわかりにくいものですから、これはどういうものを指しているの

かというのを明確に教えていただければと思いますが。  



○生源寺部会長  これは例えば株式会社とかＮＰＯとか、何か特定の経営体を念頭に

置いているものではございません。もちろん家族とか自然人というか、そういう人も、

多分それが普通なのかもしれませんけれども、排除しておりません。ですから、特定の

方だけを想定して書いているということではございません。  

 村田委員、どうぞ。  

○村田専門委員  先ほど部会長も自らおっしゃったので言うこともないのですが、こ

の 16ページの施策の具体化に向けた手項ですけれども、ほかのテーマについての手項

に比べて、要するに検討頄目を挙げただけで、手項が示されてない。そういう意味では、

ここに書いてあるように、農林水産省において、i）、ii）、iii）、iv）について速や

かに検討を進め、早期に企画部会に具体像を提示すべきであるということは、掛け値な

しにそういうことだと思うので、今さらちょっと具体的な方向を出せといってもしよう

がないので言いませんが、それには不満だということの表明をしておきます。この農地

制度の改革というのはもちろん避けて通れないので、今回の中間論点整理に方向が出な

かったことは非常に残念ですけれども、引き続き方向を出すようにしなければいけない

ということを言わせていただきたいということです。  

○生源寺部会長  同感でございます。  

 大木委員。  

○大木委員  同じく 16 ページの施策のところですけれども、その②、リース方式の

ところ。これは「全国展開については、出来秋後の評価を踏まえ」となってますが、そ

の前に検証というものを１つ入れてないとちょっとと思うのですけれども。  

○生源寺部会長  そうですね。これだけですとちょっとわかりにくい格好になってい

るかもしれませんね。構造改革特区で行われているリース方式の枠組み等につきまして

は、構造改革特区に関する評価委員会というところで評価をすることになっております。

つまり、弊害があるかないか。あるとしても、それに対して防止措置がとれるかどうか

と、こういう評価をすることになっておりまして、リース方式につきましては本年末ま

でに評価を行うということになっておりまして、検証という言葉になるかどうかは別と

して、いきなり「出来秋後の評価」という表現だけが出てくるとちょっとわかりにくい



かと思いますので、そのあたりは尐し考えてみたいと思います。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。  

 中村委員、どうぞ。  

○中村委員  農地制度につきましては、かなり幅広く検討頄目もあがっておりますの

で、ぜひきっちりと検討していただきたいと思っております。  

 それから、15ページの一番下に投機目的の農地取得の防止とありますが、これは加

えていただけるならば、むしろ最近は産廃問題が多くなってますので、続けて産廃の防

止みたいのも入れてもらった方が、これが外に出るとすれば尐しＰＲになるのかなとい

うことでお願いしたいということです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。ちょっと検討させていただきます。非常

に話題にもなっていることだろうと思います。そのほかいかがでしょうか。  

 安土委員、どうぞ。  

○安土専門委員  16ページの「株式会社一般の」云々のところですが、全体の文脈

で見ると、この「株式会社一般の農地取得は認めるべきでないとの意見もあり」、ほか

の意見とともにこういう意見があって、検討に当たっては十分に留意する必要があると

いう文脈の中で書かれており、その後に構造改革特区等のことについても触れていると

いうことで、どうすべきだということが書いてあるわけではないのですが、農業関係者

以外の非常に一般的な経済界の常識において、株式会社には農地取得は認めるべきでな

いという意味が、投機目的の農地取得を防止して地域の調和等を確保するためには、そ

のためには株式会社の農地取得を認めるべきでないというのは全く意味がわからない

と。何でこれが株式会社と関係があるのだろうというのが非常に素直な感じなのです。

株式会社だろうと個人だろうと投機する人は投機するわけであって、株式会社は投機を

するものであるという何か前提に立っているような感じがするのですが、前にもこのこ

とがよくわからないということを言ったかもしれませんが、この文脈で見てもよくわか

らないですが、これはどういう意味なのでしょうか。  

○生源寺部会長  これは私もなかなか答えにくいようなところがあるわけですけれ

ども、こういう意見があるということ自体は間違いないだろうと思いますね。今安土委

員のおっしゃったようなお考えもあるということも私十分承知しておりまして、一番問



題は、その間の対話といいますか、本当の意味の議論というものがあまり行われてきて

いないということかなと思うのですね。お互いにと言うとちょっと失礼な言い方になり

ますけれども、主張なりがうまくかみ合って、ではどういうところで折り合いをつけて

いう話になってこなかったというような印象を私自身は持っております。  

 ただ、個人に比べて資金のボリュームが大きい、使うことのできるボリュームが大き

いと。したがって、事が起きた場合に非常に重大であると、このようなところからこの

ような話が出てきていると思っております。これは個人も含めてということは全くその

とおりでありまして、そういう意味でいいますと程度の問題かもしれませんけれども、

ここでのポイントはやはり投機的な取得をどう排除するかということにあるのかなと

思っております。  

○安土専門委員  ということは、株式会社ということを明記する……だったらお金持

ちということですね。「お金持ちは農地取得を認めるべきでない」と書く方が素直であ

りまして、誰にもわかる言葉で、それなら理解できますが、したがって、ここで株式会

社という言葉をわざわざ出すということが何の意味があるのか、非常に理解に苦しみま

して、これを入れることが、それこそ新しいことをやっていこうとか、何か、おそらく

気にしていることがあるのだとは思いますけれども、それがあまりにも大きな部分をつ

まらないことのために排除してしまうということになる恐れがあって、ここにわざわざ

株式会社という言葉を入れることがどうなのか。さらにまた、投機がもし問題ならば、

株式会社がやるか個人がやるかではなくて、投機を排除するには別の方法があるのでは

ないかと思いますし、株式会社一般が社会全体との調和を図ってやらなければならない

ということは、農業と関係なくどれだけ論じられているかわからないことでもあるわけ

なので、何かちょっと非常に、ここはすごくとらわれた考え方が出ているような気がす

るので、ちょっと文章を考えられた方がいいのではないかと思いますが。  

○生源寺部会長  ここはいわば意見の引用のような形になっておりますが、なかなか

難しい面でございますけれども、尐し考えさせていただきたいと思います。  

 坂本委員、関連でございますか。  

○坂本専門委員  今、安土委員から、株式会社についての不安はただ金があるからそ

れを投機目的。私はそういう懸念はしておりません。ただ、株式会社というのは、資本



と経営と労働が分離したのが株式会社であります。生命産業である農業はみんな生き物

だよとこういう話なのです。資本と経営と労働が分離しているのが株式会社、それをせ

めて農業生産法人制度である程度束ねた中で株式会社を入れていったのですよ。  

 僕の勉強不足かもしれませんが、私の経験ではどうしても労使問題があり、考え方の

違いとか、50～60 人以上の経営になりますと起きてきます。小作、地主の関係になれ

ばそれはありません。資本家が金出してそれを下請に出せばいいです。ところが、経営

として株式会社を本当に考えるとするならば、私は、資本と経営と労働というものを本

当にきっちり分けて分配構造がとれていくのかという懸念を持っております。株式会社

だって立派です。ただ、運営上非常につらい問題が出てくるだろうということを感じて

おるということです。  

 お答えにはなってないと思いますけれども、私の思いです。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。そのほか、農地制度の部分についてござ

いますでしょうか。  

 なお、本日、４時半を目途に終了しようと考えておりましたけれども、若干時間を超

過するかもしれません。ほかの御用のある方は退席していただいてもちろん結構でござ

います。農地制度についてなければ、また戻っていただいて結構でございますので、次

に農業環境・資源保全政策、これは資源保全施策と農業生産環境施策の２本の柱になっ

ておりますけれども、16ページから 20ページまでのところにつきまして、ご意見を頂

戴できればと思います。  

 杉本委員。  

○杉本臨時委員  この頄目や全体の文章を見させていただきますと、大変きれいにス

マートにまとめられておりましていいと思うのですが、この中に隠されていることを私

が考えれば、文章の中に、地域住民だとか、自発的な取り組みだとか、地域の創意工夫

だとか、地域ぐるみだとか、そういう言葉がかなり多く使われていますね。また、多様

な主体だとかの言葉が使われているということから見ますと、要するに地域の取り組み

によって格差をつけていきます。今までのように、みんな仲良く幼稚園にはいけない、

金太郎飴の農政はやらないということをきれいに書いてあるのであり、読み取れば、そ

れぞれの格差は必ず出ますよ、それぞれの地域の考え方や工夫によっては大きな差を生



みますよと書かれているのだろうと思います。特に環境保全だとか資源保全のことにつ

いてはそのようなことが往々にして起こるように書かれているのだろうと思いますし、

私といたしましてはそれでいいのではないかと思います。  

 私、個人的には、そのようにならざるを得ないし、今回のこの基本計画の見直しの中

にも、農業の構造改革、あるいは農村の意識改革をというのが延々と流れておりました

し、それを早く立ち上げていくためには、こういう、誘っていくというのでしょうか、

先導していく、誘導していくという施策にどう地域が立ち向かうかということが今後の

日本農業の微妙な発展に影響するのではないかと思っておりまして、私といたしまして

は、このような方向づけはしっかりやっていただきたいと思っております。私も、この

ような文章から、挑みがいがあると、挑戦のしがいがある農政の展開になるのではない

かと思っております。  

 ただ、いけいけどんどんで行ったものは良くて、いろいろな事情があって日本には多

様な取り組みがあるわけでありまして、できないというか、尐し足踏みの地域も存在す

ることでしょう。全国的にものを見れば、均等割り的なものの支援も必要であるし、走

っていく地域についてのみ応分の支援はしてやるのでは困る、格差と均衡のバランスを

保てるような方向が大切であると思います。私ども典型的な中山間地に住む者といたし

ましては、この環境とか資源の保全をうまく仕掛けることで、前も申し上げましたけれ

ども、担い手の話も、あるいは農地制度の話も、あるいは転作関係の米政策についても、

大きな仕掛けとしての道具になり得ると私は思っております。  

 そういった意味で、この政策、けじめとバランスのあるものにしていただきたいと思

います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 八木会長どうぞ。  

○八木会長  18 ページのところで「資源や農村環境の保全活動において最低限取り

組むべき規範を策定する」、その「規範となる保全活動を超えた効果の高い取組への支

援を行う」という文面になっているのですけれども、もう尐し誰にでもそのイメージが

わかるような記述といいますか、具体的なものを出していただければという気がいたし



ます。何をどのようにするかということをもう尐しわかりやすく説明していただければ

と思います。  

 それからモデル的に検証を行いつつ、施策を導入していくという場合に、いつまでに

この施策を導入していくのかという時間的なものがどうも明示されてないのではない

か。高齢化とか混住化が非常に進んできているわけですので、この施策はかなり精力的

に進めていく必要があろうかと思いますが、そのあたりがどうかということが２点目で

す。  

 それから３点目は、エの②ですけれども、ここの文面がちょっとわかりづらい。調査

結果を踏まえて、支援が必要と判断される場合に、「モデル的に施策の実効性を検証し

ていく必要がある」ということで、これは要するにモデル事業をやる必要があるという

ことだけを書いているような気がします。  

○生源寺部会長  まず第１点目でございますけれども、場合によると、例えばという

形で何か補足をしてわかりやすくすることも考えられるかと思います。全体としてやや

抽象的な書き方が多いわけですので、いいかどうかはいろいろ議論があるかと思います

けれども、全体のバランスを考えながら尐し考えさせていただきたいと思います。  

 それから時間的なスケジュールということですけれども、いくつかのステップを考え

ておりますので、あるステップにいった段階で次のステップにどれ位のスピードで行け

るかが見えてくるということもありますので、この段階で、例えば３年後、４年後まで

こうこうこうだというところまではちょっと企画部会として示すことは難しいという

判断であります。  

 ただ、この施策に限らず、農政改革に格段のスピードアップが必要であるという、こ

れは間違いないわけでありますし、もう一つ、いくつかの施策が今回柱になっているわ

けでありますけれども、でき得れば、これは一斉にスタートするような形が本来望まし

いと思っております。また、その姿が尐なくとも全体として明らかになって進んでいく

ということが望ましいと思いますので、いずれにせよ、ステップをできるだけ早いスピ

ードで経過していくと、こういうことにしていくことかと思います。  

 それから 18ページのエの部分でございますけれども、ちょっとわかりにくい記述に

なっているとのご指摘は、ある意味でそのとおりかと思います。この点につきましては、



17 ページのウの「具体的な施策手法」のところに i）、ii）、iii）、iv）という形に

なっております。それで、これ全体を指して規制的手法から奨励的手法までを適切に組

み合わせるということになっているわけであります。  

 特に iv）の「地域の創意工夫による多様な取組を基本とした資源や農村環境の保全

活動に対する支援を行う手法」というのは、これまではっきりした形でこういう施策が

あったということでないわけでありまして、ある意味では i）、ii）、 iii）にさらに

今回追加するということを考えている施策ということになるわけであります。それを受

けまして、エのところでは、まず資源保全の状況なり、ここでは、規制的手法から奨励

的手法まで適切に組み合わせて実施していくことの有効性を検証しようというやや一

般的なアプローチでまず調査をしましょうと。これは早急に着手するということであり

ますけれども、その結果を踏まえまして、ここでは次には、保全活動に対する支援が必

要と判断される場合、つまり、新しい要素がやはり必要であると判断される場合には、

その具体的な内容についてさらに詰めていこうと、こういう、ある意味で二段構えの構

成になっております。  

 特に４番目の部分につきましては、これまで確たる施策がなかったという分野でもあ

りますので、尐し慎重に、しかしスピードを上げながら検討していくと、こういう趣旨

でございます。  

 村田委員、どうぞ。  

○村田専門委員  今の話ですけれども、この 18ページの上から何行目かの iv）のと

ころですね。奨励的手法というのを入れたのは画期的で、これで大変いいと思うのです

ね。しかも具体的に、真ん中あたりに i）、ii）、iii）とありますね。「モデル的に」

と書いて、協議会等を設置するとか、協定をするとか、取組への支援を行うという、こ

れは何もモデル的である必要はなくて、この「モデル的」という言葉は要らないのでは

ないかという感じがするのです。それで、エの施策の具体化に向けた手項のところでは、

全国ベタですぐやるわけではなくて、まずモデル的にというのもあってもいいという感

じがしました。  

 それで、部会長のお話のように、エのところ、①と②に分ける必要があるのかしらと

思いました。既にその主体を自主的につくらせて、それで協定を結んできちんとやりま



すよとなったら、程度の高い保全活動に対して支援を行うというスキームができている

わけです。今後具体的にどうするかというのは大いに勉強する必要があるのだけれども、

もう 17年度からモデル的にやることになっているわけですから、①、②に分ける必要

があるのかなという印象を受けました。  

○生源寺部会長  「モデル的に」という言葉をここで入れるのが適切かどうか、ちょ

っと検討させていただきたいと思います。  

 それから①、②はある意味で論理的な関係であって、一番最初の方はある年度、その

次は次の年度以降というようなイメージで捉えているわけではございません。できるだ

け早く進んでいくわけですけれども、ただ、論理的な関係として、一般的な必要性と、

その中で特に奨励的手法が必要であると判断された場合にどうするかということをこ

ういう記述に整理させていただいているわけでございます。  

 平野委員、どうぞ。  

○平野委員  今回この素案に多面的機能、それから資源の保全ということが思ったよ

りきめ細かく盛り込まれていて、大変いいのではないかと思いました。このところ、会

議ではほかの問題点でかなり盛り上がって、あまりこの問題について触れられる時間が

なかったものですから、どのようにまとまるものかと思っていたのですけれども、きめ

細かくでき上がっているように思います。  

 それで、質問ではなく意見ですけれども、この会議でも多面的機能については、農業

が元気になれば自然に充実していくものであるという声が何回か挙がり、私も確かにそ

うだとは思いました。そして人間の体に例えて考えてみたのですが、体が病気がちで具

合が悪いというときには、もうお化粧だとか髪型なんて関係なく、ただ体を健康状態に

戻すことに集中する。そして健康になれば、肌もつやつやして、髪がしなやかになって、

見た目も良くなってくる。さらにそこにお化粧したり、ヘアスタイルを考えたり、スタ

イルの良く見える洋服を着たり、ネールアートなどをして爪もきれいにしたりしていく

わけですよね。  

 ただ、本来、それらは二次的なものなのかもしれないけれども、でも、実はその二次

的なものというのが人の心を安らがせたりゆとりを感じさせたりするものにもなった

りする。心を豊かにするものになったりすると思うのですね。ある角度から見たときに



は二次的なものでも、別の角度からは大変重要な、一番重要なものになったりする場合

もあるかと思います。  

 農業の面にまた戻しますと、民俗芸能、伝統芸能というものがそうでしょうし、また、

空気がきれいになる、水がきれいになる、生態系が確保される、こういったことはまさ

にそういうことなのだと思います。また、それぞれの分野が一つのジャンルとして確立

されていって、その専門家が現れる。環境の専門家がいて、それから文化面の専門家が

そこに携わってくる。  

 このときに、それぞれの専門家が自分の思いだけで自分の担当部分に取り組むと、ト

ータルに見た時、まるでそれはヘアスタイルとお化粧と洋服と爪が全然コーディネート

されてない、センスの悪いだけのものになってしまう場合もあるのではないかと思いま

す。これなら爪なんか塗らなきゃ良かったということもあるかもしれない。ただ、爪は

塗り直すことができるけれども、農業においてはやり直しができない部分もあるのでは

ないかと思います。  

 そこで、最初からトータルにコーディネートするような気持ちで、一つのむらづくり、

まちづくり、地域づくりを考えるということが必要で、そのために、様々な角度の人が

参画して進めることが大切なのではないかと思うと、やはりこの 16 ページから書かれ

ていることというのはとても大切な内容になるのではないかと思いました。  

 そして、このことにより、各地で本当に生き生きとした、みんなの顔も、風景も、食

べ物も輝いている、おいしいものができている、そういった地域づくりになっていけば

と思います。その辺の期待感がもう尐し言葉として出てきてもいいのではないかなとち

ょっと思ったのですけれども。今既にそういったことに取り組んで頑張っている地域も

あるでしょう。要するにセンスの悪い地域があまりいっぱい出現したり、取り返しのつ

かないような事態になってしまっては国として困るわけですから、どんな小さな地域の

ものでも、国が直接フェース・トゥ・フェースで見つめるということはとても大切だと

思うし、それは何ら不思議でないことだと思います。  

 そして、それぞれの地域で既に頑張っているところを応援することはもちろん、今何

もやってなくて、これから頑張ろうというところを応援しようと考えることも大切だと

思います。本当は実績がない地域を、すぐに応援することができるかどうかわからない。



しかし、国がそういうことを考えているなら、自分達、ちょっと頑張ってみようかなと

思って、いろんな地域の参加意欲につながり、そしていろんな人達が、玉石混交で参加

することの中から上質なものがどんどん生まれ、結果日本全体を見渡したときに、魅力

ある地域がたくさんあるじゃないかということになるのではないかと思うのです。この

16 ページですごく私は期待しているところでございます。ぜひこの部分を施策として

どんどん具体化していただきたいと思います。  

○生源寺部会長  森野委員、お待たせしました。  

○森野委員  平野委員には大変申し訳ないですが、趣旨は同じですが、私、全く逆で、

国家公務員が地域の細かい動きについてしっかり目を向けることは必要だと思います

が、地域の環境資源の保全とかこういった問題については、基本的に本当に国が全部責

任を持ってやるべき話なのか、それぞれの、県よりもむしろ市町村に任せてやるべき話

なのか、そういった議論がここ 10年来ずうっと地方分権の流れの中であって、それに

ついて、最終的に財源をどうするかというところ、どう決着するかわかりませんが、昨

年来ずっと話題になってきているわけですね。  

 ですから、基本的な問題としては、重要性はわかるけれども、国の農政の目標として

入れるのはわかるけれども、しかし、そこに実際の施策を展開するに当たっての国の関

与というのをどの程度にとどめるかということをもう尐し議論した方がいいのかなと

思います。  

 それからもう尐し言うと、先ほど 18 ページの、地域の創意工夫による云々かんぬん

というところがありましたけれども、いわゆるまちづくり、むらづくりというと、平仮

名でいうと抽象的なのですけれども、もう尐し、あえて都市づくりといいますが、住宅

とか都市政策の方ではこういったことはほとんど、例えば建築協定的なものから始まっ

て、それを助成するさまざまな奨励というのは、補助金とか、そういう制度は 20 年ぐ

らい前からさんざん国がやって、それはこの地方分権の流れの中でほとんどもう地方に

任せて、昨今は補助金まで削減するし、一部はまちづくり交付金のような形で残ってい

る、そういう流れになってきて、あまり実は、農村の世界では画期的なのかもしれませ

んが、都市づくりを見ている人間から見るとなんか随分時代遅れなことを今頃やってい

るなという感じは、率直に言ってします。ですから、重要性はわかるけれども、これを



国策としてやるべきなのかどうなのかということについては大いに議論すべきだろう

と思います。  

 それからもう尐しさかのぼると、農地の問題についても、非常に国の関与を残すべき

であるというのが、やたらとそういった記述が全体に目立ちます。全体の２つの柱、主

に国際競争力の強化とそれに伴うところの経営安定対策については、国の役割というの

は極めて重要だろうと思いますけれども、農地の問題と環境資源の問題については、も

う尐しその役割分担について、単なる、明確にするという記述よりも、地域のことはよ

り地域の自主性に委ねると明記すべきだろうと私は思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。全体としては農政も 20 年遅れなのかも

しれませんけれども、そういう方向に動いていると思います。  

 横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員  尐し前の分まで含めてお話ししたいと思います。まず環境問題とし

ては、農業の視点では「土地をどうするのか」ということが重要ですが、このことには

触れていない。土地を良くすることが農業の繁栄につながることですし、生産性が上が

ることなのですが、ここには入っていません。  

 次に循環式農業を一体どう考えていくのかという点です。環境面に触れる前に循環式

農業の具体的な話がないと、日本の農業の将来が見えないのではないかと思います。  

 それから先ほどの土地の株式問題では、「株式会社」という言葉を使うことはやめた

方がいいと思います。作成者がどうも「株式会社」にこだわり過ぎている気がします。

農業をする人にとっては買うのは自由であって、農業をしないのなら宅地的課税にすれ

ばいいわけです。私の田舎の例ですが、年をとって農業ができなくなったので誰か買っ

てくれと言うけれども、買ってくれる人がいないのですね。そんなことが現状なのです

から、買ってくれて農業をやってくれる人がいるのなら、そのことを規制すべきではな

いのです。今、隣の方から「企業は土地を買うのかリースでやるのか」と質問を受けた

のですけれども、企業経営者はどういう基準でやるかというと、土地のリース料と土地

を買った金利との関係でどちらかを選ぶのです。そうしますと、リースが安ければ土地

なんか買わずに、ちゃんと借りてつくります。したがって、投機的に土地を買うという



ことの規制ができるならば、「株式会社」という言葉については抜いた方がいいと思い

ます。  

 あと一つは、空洞化の問題を含めて、国際的な競争力を一体どうやって強めるかとい

うことです。今からこのように取り組めば、これだけ深刻な空洞化を改善することがで

きるでしょうか。私は、これだけでは無理だと思います。「安全面」と「価格面」で、

本当に日本が強いのかという点をもう一度きちんと確認してから、国際競争力をどうす

るかという点に踏み込んでいかないと駄目だと思います。  

 注文ばかりつけたようになりましたが、この原案は非常に良くできていると思います。

過去の日本の農業の進め方から、革新的に新しい方向に転換したということは評価すべ

きですし、これをどんどん進めていくことが重要だと思います。どれだけ早くこれを実

行するかということが鍵になるのです。現場をやっている人達、つまり農業ばかりでは

なく、農業の人達から物を買う外食産業もスーパーも、新しい制度には期待をしている

と思いますので、ぜひいい形で進めていただきたいと思います。  

○生源寺部会長  今いくつかご指摘いただきまして、先ほど来のご指摘と重なるとこ

ろもあるわけでございますので、尐し考えさせていただきたいと思います。また、今回

の中間論点整理はやや領域が限定されておりますので、秋の議論の中に関わるところも

多分入ってくると思います。ありがとうございました。  

 長谷川委員、どうぞ。  

○長谷川委員  １点だけ確認させていただきたいのですけれども、２ページから６ペ

ージの前半のところの「国民負担の在り方」までの「政策転換の基本的な考え方」とい

う章がありますが、これは残された課題、今、部会長の方からもお話がありました後半

の議論のところにも関わると理解してよろしいでしょうか。  

○生源寺部会長  ええ、そうご理解いただいて結構かと思います。ただし、後半の議

論になりますと、これよりもう尐し、さらに加える論点が出てくるかもしれませんけれ

ども、これは後半の領域には無関係ですよということではないはずであります。  

 そのほかいかがでしょうか。――時間も押しておりますが、最後の「その他」、今も

ちょっと私からも申し上げましたが、今後の検討の進め方の部分も含めて、あるいは最

初から通しで、発言を落とされた方もおありかと思いますが。  



 永石委員、どうぞ。  

○永石臨時委員  尐し戻させていただきます。13ページですけれども、今日答えな

ければ、後でも結構です。担い手の責務のところに、耕作放棄地はわかります。適切な

営農、これは中身は後で結構でございます。それから同じ適切というので農業生産活動

というのがありました。３ページです。「適切な農業生産活動を促すこと」。この辺も

後で尐し具体的に、こういうのを適切と言いますと。わからなければ不適切の方でも結

構です。逆を言えば適切ですので。ひとつよろしくお願いしたいと思います。  

○生源寺部会長  今のところ、それに関連する記述は、13 ページのすぐ前の 12ペー

ジのウの国民理解の醸成の中でちょっと触れておりまして、真ん中あたりに「このため、

支援の対象となる担い手には、耕作放棄を行わないこと」、今おっしゃった部分ですが、

その後多尐やや具体的になっておりまして、「持続的な生産のための輪作」や、これは

横川委員からもご指摘のあった「土づくりを行う等適切な営農等」、また「等」とつい

ておりますけれども、多尐例示をしているということでございます。  

○永石臨時委員  生産調整の問題には。  

○生源寺部会長  そのことについてはここでは触れておりません。  

○永石臨時委員  触れてないですね。意識的かどうかも後で教えてください。  

○生源寺部会長  特に意識的にということはありません。私なりの考えはございます

けれども、企画部会の中ではそれほど大きな議論として、そのこと自体が正面切った議

論の議題になったとは認識しておりませんので、今回それをあえて入れるということは

しておりません。  

 全体を通していかがでございましょうか。――森野委員。  

○森野委員  次回でも良かったのかもしれませんが、いずれにしろ、さっきご指摘が

あった直接支払いのところだけではなくて、この企画部会の報告全体に国民理解を求め

るということはやはり重要な課題だろうと思うのですね。そういったときに、例えば、

さっき株式会社がどうしたこうしたとご議論がありましたけれども、あの議論を聞いて

いて、私の率直な印象は、昔のコルホーズか人民公社の話かなと、これは多分、普通の

一般の国民の感覚だろうと思いますね。だから、株式会社性悪説みたいな。限定的に、

もちろん今の産廃の問題とかあるとしてもですね。  



 ですから、これからの議論としては、農業の専門家だけでなく、広く国民に理解を求

めていくにはもう尐し開かれた、一般的な常識に根差したような表現形態に文章全体を

変えていかないと、この部会とか役所のバランスの中でここだというふうに決めておら

れるのかもしれませんが、国民的なバランスの中で文章表現を尐し練っていただければ

と思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。そのほかいかがでございましょうか。  

 なければ、本日の議論はこのあたりで閉じたいと思います。  

 次回の会議の場には、本日皆様からいただきましたご意見も踏まえて、さらに修正し

た案をお示ししたいと思います。次回は８月６日、金曜日の午後２時から、場所は今回

と同じこの講堂でございますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、本日はこれにて終了いたします。どうもありがとうございました。  

   

   

   

――了――  

 


