
第１７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８月６日（金）１４：００～１５：４５  

   

場所：農林水産省７階講堂  

   

   

○生源寺部会長  定刻となりましたので、ただいまから、食料・農業・農村政策審議

会の第 17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、古賀委員、豊田委員、平野委員、秋岡専門委員

及び横川専門委員が所用によりご欠席ということでございます。  

 この企画部会は公開されております。一般公募によって 85 名の方から傍聴の申し込

みがあり、本日お見えになっております。また、資料、議事録等につきましてはすべて

公開することになっております。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議事に入りたいと思います。  

 本日は、中間論点整理に向けた３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素案をお示しし、皆様からご意見を頂戴いたしたわけでござ

います。今回は、前回皆様からいただきましたご意見を踏まえて修正を行いました中間

論点整理の案をご用意させていただいております。  

 なお、本日は山田臨時委員から、「今後の企画部会での検討に向けた基本的考え方」

という資料が提出されておりますので、これもご披露申し上げたいと思います。  

 それでは、中間論点整理の案の説明を事務局からお願いいたします。  

○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、本日の資料を説

明させていただきます。  

 まず、資料１の「中間論点整理（案）」をご覧いただきたいと思います。この資料に

つきましては、前回の素案をベースに、いただいた意見等を反映させる形で作成したも

のでございます。修正等を施した部分を中心にご説明をさせていただきます。  



 ２ページの下の「このため」というところからですが、これは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を記述しておりますけれど、これに関連いたしまして、

森本委員から、農政の展開に当たりましては、多様な構成員によって地域が成り立って

いることを前提に、みんなが納得ずくで進めていかないと実効の上がる施策にはならな

いといった趣旨のご発言がありました。  

 また、立花委員からは、担い手と兼業農家の双方にメリットがあるような役割分担が

できることが重要であるといった趣旨のご発言もあったと思います。  

 そうした視点を盛り込むような形で、「その際、地域には農業に関わる多様な主体が

存在するなかで、効率的かつ安定的な農業経営を核として、兼業農家、高齢農家などを

含む地域の関係者が、望ましい地域農業の姿の実現に向けて、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」と文章を整

理いたしました。  

 次に、３ページの(3) 「農業の有する多面的機能に対する期待の高まり」の第２パラ

グラフのところですが、ここに関連いたしまして横川専門委員から、この部分での指摘

ということではなかったのですが、環境問題では、日本の土がやせていることが大きな

問題であって、土づくりの重要性を明示すべきだという趣旨のご発言がありました。  

 それを受けまして、「このため」というパラグラフの２行目ですが、「持続的な生産

のための輪作や土づくりを行うなど適切な農業生産活動を促すことにより」ということ

で、追加をしております。  

 次に、(4) グローバル化の進展の２行目からですが、これは７月末のＷＴＯ交渉の枠

組み合意についての記述を追加した部分でございまして、「この７月末には、交渉の枠

組みが合意され、今後、この枠組みを前提に、国境措置におけるセンシティブ品目の取

扱いや国内支持の約束等について、より具体的なルールの策定に向けた交渉が行われる

こととなっている」という部分を追加いたしました。  

 それに関連しまして、４ページの上の部分ですが、国際規律の強化ですとか貿易自由

化の流れの対応として、前回までの案では、「国境措置に過度に依存しない政策体系を

構築することが求められている」という記述でしたが、そこに、上から２行目ですが、

「構造改革を通じて農業の競争力の強化を図るとともに」を追加しました。  



 続きまして、５ページの(2) 「農業者や地域の主体性と創意工夫の発揮の促進」です

が、農政の支援施策のあり方に関連いたしまして前回いろいろなご意見をいただきまし

た。  

 安髙委員からは、農業者の主体性の発揮の重要性ということを何点かご指摘いただき

ましたし、杉本委員からは、施策の展開に当たっての地方分権の流れに沿った取り組み

の重要性のご指摘もいただきまして、そういったことを踏まえまして、「自然条件、立

地条件等の違いの下、各地域において多様な農業が展開されているなかで、今後の施策

は、農業者や地域が、一層、主体的に行動し、創意工夫を発揮できることを基本に講じ

られるべきである」と直しましたのと、その後のところですが、「民間にできることは

民間に、地方にできることは地方に、との考え方に基づき」を追加しております。  

 そのページの一番下の４．「国民の理解と納得」の(1) 「透明性の確保」ですが、次

のページにわたりますけれど、「政策の在り方について国民の理解と納得を得ていくこ

とが重要である」ということを記述しておりましたが、それに関連いたしまして、前回、

大木委員から、政策のあり方についての国民の理解と納得を得ていくためには、その前

提として、農業・農村自体を理解してもらうことが大事であるという趣旨のご発言をい

ただきました。  

 また、それに関連いたしまして、中村委員から、その際には、学校給食とか食育的な

取り組みの重要性にも触れた方がいいのではないかというご意見もあったと思います。  

 そこで、４．(1) の下から２行目ですが、「地産地消の取組や都市・農村交流の促進

等により、国民が農業・農村と触れ合い、理解を深めることができるようにしながら」

ということで、政策のあり方について国民の理解と納得を得るに資するような文章にい

たしました。  

 前後しますが、それに関連いたしまして、同じ５ページの(3) 「消費者の視点を踏ま

えた施策の展開」の部分の上から５行目ですが、「また、食育の推進等を通じ」という

文章をここに追加いたしました。  

 次に、６ページの下から３行目ですが、ここは基本法の条文に沿いまして、担い手政

策のあり方につきまして、「家族農業経営の活性化と農業経営の法人化の推進など」と

しております。  



 次に、９ページ、(5) 「施策の具体化に向けた手順等」ですが、課題の整理を文章の

順番に合わせて整理をし直したということと、もう１つは、ⅳ）として、「担い手の経

営改善努力を側面から促す施策の推進」ということで、課題として漏れていたものを追

加いたしました。  

 次に、10 ページの(2) 「品目横断的政策の考え方」のすぐ前の行ですけれど、「国

からの直接的な支援を受ける担い手に求められる」ということで、表現をわかりやすく

しております。  

 次に、12 ページの中ほどのエ「米政策改革の着実な実施」でございますが、永石委

員から、米政策との関係をもう尐し丁寧に説明すべきというご意見がございましたので、

前回よりも丁寧に書き込んだということでございます。  

 次に、16 ページの一番上のⅲ）ですが、これは 15ページのウのところから続いてい

るところで、農地の権利移動制限の見直しについていろいろな意見があるということを

紹介している部分ですが、16ページでは、投機目的の農地取得の防止、地域との調和

ということから、更なる要件緩和には慎重であるべきであるということと、後ろに、株

式会社一般による農地取得は認めるべきではないという意見があるということを紹介

している部分だったのですが、安土委員、横川委員から、文章がずっとつながっている

こともあってかと思うのですが、表現ぶりが適切でないと受け止められるといったご指

摘がございまして、特に株式会社と投機目的の農地取得の相関が明確ではないのに、そ

うとられかねないといったご趣旨だったかと思います。  

 そこで、本日の案といたしましては、まず、「慎重であるべきである」ということで

一旦区切りまして、そして、「特に」ということで、前と後ろを分けております。  

 もう１つは、「株式会社一般」というのはわかりづらい面もありましたので、「地域

に根ざした農業者主体の法人とはいえないような株式会社等による農地取得は認める

べきではない」と文章を整理いたしました。  

 次に、その下の(4) の②ですが、特区の全国展開についての検討のところですけれど、

大木委員から、評価を行うに当たっては検証がなければいけないという趣旨のご発言だ

ったと思いますが、そういう観点から文章をもう尐し丁寧に書いてみました。  

 以上が、今回修正をいたしました点でございます。  



 もう１つ、資料２を整理してお配りいたしております。これまでにも何回か途中のも

のをご紹介してまいりましたが、資料２といたしまして、「中間論点整理関係資料（デ

ータ集、用語集）」をまとめました。中身につきましては、前半部分がデータ集、後半

部分が用語集となっておりまして、とりまとめができた際には併せて公表したいと考え

ておりまして、確認をしておいていただきたいと思います。  

 資料の説明は以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、引き続きまして、質疑応答に移りたいと思います。前回までは、大まかな

項目に区切りながらご意見をいただいたわけでございますが、本日は、今、企画評価課

長からご説明を申し上げましたように、修正箇所もそれほど多岐にわたっているわけで

はございませんので、全体を通じてご意見をいただければありがたいと思います。また、

修正箇所だけではなく、それ以外のところにつきましてもご意見があれば、ご発言をい

ただければと思います。  

○杉本臨時委員  ９ページですが、前回も申し上げましたけれど、「場合によっては

国が直接的に担い手を支援する可能な途を開いておく」ということについては、よくわ

からないというご質問を申し上げましたし、「場合によっては」というのはどういうこ

とを想定されているのかを教えていただきたい。前にも申し上げましたけれど、いろい

ろな論点整理の中で、地方性とか、自主性とか、主体的にとか、工夫をしろとかという

ことで、構造改革あるいは意識改革を進めなさいという流れになっているように思いま

すが、ここへ来てこの文章がなぜ入るのかというご説明をもう１度お伺いしたいと思い

ます。  

○生源寺部会長  今の点でございますが、前回もお話しいたしましたように、この「場

合によっては」ということを完全に限定しているわけではないのですが、例えば、現在

の市町村の区域を超えて営農活動を行っているようなケースは、「場合によっては」の

１つになり得るのかなと思っております。ただ、前回も私の考えを申し上げましたよう

に、全体として地方分権の流れがある中での農政改革でありますので、地方の実勢なり、

その条件に合った施策を策定し、それを実施する責務を持つという、これは基本法のと



ころでありますが、それを損なうような形でこの種の扱いが生じるということになって

は困るということはあると思います。  

 このほかに具体的な例として、今、事務局で想定しておられるようなことはあります

でしょうか。国と直接ということで、営農活動の範囲が非常に広いケースというのが１

つあるかと思いますが。  

○今井企画評価課長  例えば、今、想定している事例の１つですけれど、現在、講じ

ている施策の中で、地元の市町村の例えば補助の上乗せですとか、そういうものを必要

としているような施策もあるわけですが、担い手の活動範囲が非常に大きくなって、複

数市町村をまたがる場合、または県境を超えて活動範囲が広がるような場合には、どこ

の市町村がその上乗せの支援をするのだということで、なかなかうまくいかない場合も

ありますので、そういう場合には、市町村の区域にとらわれずに支援施策が講じられる

ような、そういう道も講じていく必要があるのではないか。１つの事例としては、そん

なことを念頭に置いていただいたらどうかなと思います。  

○杉本臨時委員  私は、あまりいいことではないと思うのです。今はこういう時代だ

からこそ、県とか自治体が話し合える十分な環境ができ上がっていますし、この文章か

ら私が感じ取るのは、何かあれば国へ駆け込み寺のように担い手が入ってしまうという

イメージにしか私としてはとれないわけで、こういうことがないように、あるいはこう

いうことにならないように、地域性・自主性をどう生かすかということがこれから問わ

れるのに、ここへもってきてこういう措置をするのだということになると、我々がやっ

とつくり上げようとコミュニティなどをいろいろ活用して、環境保全とか資源保全のい

ろいろな制度をより良く地域のためにやろうといっているときに、それが気に食わない

とか、あるいはその中で思うようにバランスがとれなくなった場合でも、私達は直接国

に言えるのだということになってくると、全体で知恵とか工夫というものを本気で凝ら

そうというところから尐し外れてしまう。最終的にいいものができなくなるという恐れ

が、私はこの文章から感じ取るわけなんです。  

 ですから、場合によって国が出てくるのだという言い回しというのは、再考していた

だいた方がいいのではないかと思います。  



○生源寺部会長  ここはほかの皆さんのご意見もお伺いしたいと思いますが、大前提

として、「国と地方の適切な役割分担を前提としつつ」ということがあるわけですね。

それから、今、杉本臨時委員のお話のような、個々の農業者が、何か事案が起きた場合

に、市町村を飛び越えていきなり国と結びつくというようなことを想定してこれは考え

ているわけではございませんで、当然、こういう意思表示をしておくけれども、例えば

こういうケースについては市町村が従来どおり施策のルートとして機能する方がいい

のか、あるいは、今日用意されている国から直接というルートの方がいいのか、そこは

国と市町村との間で議論して決めていくということだと思います。  

○杉本臨時委員  そういうことだろうとは思うのですが、ここで言うと、「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」と書いてあるんですね。地域のいろ

いろなものについて国も助言してやろうとか、あるいは支援の方法を検討してやろうか

ということになりますと、担い手１本に絞るのではなくて、場合によっては国が直接的

に話し合いの中の潤滑油になるとか、そういう語句を入れていただいた方がいいと思い

ます。本文は担い手の駆け込み寺を国がするのだと、そして状況に合わせて支援を担い

手にしてやるのだと、そういうふうにしか私には聞こえないんです。  

 それに、用排水路とかいろいろな農業の社会資本のようなものをこれからは維持する

のだ、あるいは更新するのだ、そのためには担い手も含めて、地域のコミュニティを使

って環境保全のいろいろなソフトを組んで、独自に主体性を持ってやりなさいというの

が後ろのページで出てくるわけですね。それは私はいいと思いますし、これからはある

意味では地域の取り組み方、あるいはもう尐し広範な地域の取り組み方次第では、地域

の農業や農村に差はつくりますよというやり方は、面白いことになるのではないかと思

いますが、そうやって今本当に地域一丸になってとか、地域ぐるみで物をしようと思う

ときに、どこか一部の人に駆け込み寺があるというような表現に聞こえてしまうことに

ついては、いま一度、私としては考えていただいた方がいいのではないかと思っていま

す。後々いろいろ影響するという懸念があるということなんです。  

○生源寺部会長  そこはむしろ私は杉本委員のご認識に近いと思っておりまして、例

えば資源保全施策のところで、国と地方と農業者との役割分担を考えましょうという形

になっておりまして、ここは国が、あまり出しゃばる必要はないと思いますが、やるべ



きことはやはりあるわけですね。ですから、この場合は、ここは担い手支援策でありま

すのでこういう書きぶりになっているわけですが、地域支援のところ、あるいは環境保

全のところではやはり国もそれなりに顔を出していて、そこは役割分担という書き方に

なっているわけですね。ですから、ここだけ読むと確かにご懸念のような読み方がある

いはできるのかもしれませんが、そういうことを意図したというより、むしろ割と善意

に、地域と国の役割分担ということで、特に広域化している担い手にとって使い勝手の

いいような施策といった観点からの議論なのですが、いかがでしょうか。  

○杉本臨時委員  しつこいようですけれど、以前から申し上げているように、国は大

まかなガイドラインをつくればいいと。そして、地元のいろいろなマニュアルとか動か

す細かなことについては地方に任せなさいと。その中で農業者も含めていろいろな者達

の取り組みで差が出ますよと。それは構造を改革し意識を改革しない限りこれからの時

代に立ち向きできませんよと、そういう主流があるはずなのに、これだけ国が飛び抜け

て何かをつまみますよというふうにしか聞こえないというのは、私は人間がひねくれて

いるのかどうか知りませんけれど、どうしてもこの文章は気になるということでござい

ますので、私一人がごだをまいてもしょうがないと思いますけれど、あまりいい表現で

はないなと思っています。あとはご議論はお任せしますけれど。  

○生源寺部会長  この点につきまして、ほかの皆さんからご意見はございますでしょ

うか。  

○村田専門委員  杉本委員の懸念もわからなくはないのですが、特に新規就農者の参

入に当たって、市町村が必ずしも温かく迎え入れているかというと、言葉とは違う実態

があるんじゃないでしょうか。私は国が飛び越えて出るのがいいとは思いませんけれど、

複線的なそういう政策というか、例えば、新規就農者が農地が欲しいとすると、市町村

の農業委員会が新規就農者にいい農地を斡旋しない。自分で探してきても、それは許可

しないで、既存の農家を優先してしまう。それから、営農資金が欲しいと言っても、農

協が窓口になってお金を貸しているわけですが、農協は金を貸さない。連帯保証人を立

てろと言う。新規就農者に連帯保証人が立つはずがないですよね。結局、新規就農者が

いじめに遭って新規就農ができないという実態もまたあるんです。  



 新規就農者に温かい市町村がほとんどだとは思いますけれど、そうでないときには、

国の制度金融に駆け込めるというか、別の道もあってもいいのではないかと思うのです。

あえてちょっと刺激的なことを言わせていただきますが。  

 ですから、国が市町村をないがしろにしてやるという趣旨だったら、私はこの表現は

いけないと思いますけれど、そういう意味ではなくて、新規就農者にとってはいろいろ

な手立てがあるのだということでは、私はいいんじゃないかと思います。  

○杉本臨時委員  ですから、全然駄目だと言っているわけではなくて、「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」と書いてありますね。これ

は目線が上にあるのであって、「支援を求めることができる」とか、とにかく現場の方

が主体を持っているような、門戸は開けておくと。だから、いろいろなことがあった場

合には相談しなさい、みたいな文章になればいいんですね。この言い方でいくと、自治

体でも何でも、そこをどけと、担い手と話をしてやる、駆け込んでこいという言い方に

なるので、いつでも国は、諸状況があるだろうから、話は聞くぞと。それは担い手だけ

でなく、いろいろな場合においても、どなたにも聞く耳を持っているという窓口は持つ

べきだ、みたいな表現の方がいいと思います。  

○生源寺部会長  繰り返しになりますけれど、１つは、これはかなり限定して書かれ

ているということが大前提でありまして、「担い手の活動範囲が広域化している状況を

踏まえると」ということで。それから、今、村田委員がおっしゃったのは、ある特定の

市町村に定着しておられないようなケースもあるということかと思いますが、それが第

１の点で、その次に適切な役割分担と。その前提の上で、「場合によっては」というこ

となのでありますが、杉本委員は、これは担い手の必要に応じて国が直接的に支援する、

そういう道を開くこと自体に関しては特に反対ということではないと、こう理解してよ

ろしいでしょうか。  

 ここは引き取らせていただきまして、もう尐し考えてみたいと思います。主体が担い

手なり、あるいはこれを通常サポートしている地方であって、必要な場合には国の応援

なり直接のパイプを動員することができるようにしておくと。こんなことですね。  

○立花専門委員  私も、杉本さんがおっしゃっている意味は、なるほどなと思って聞

かせていただいたのですが、産業界でこういうこともよくあるのですけれど、私もおそ



らく大部分は地方分権は正しいのだと思いますが、だからといって、分権がすべて 

100％正しいかというと、必ずしもそうではないと思うのです。  

 というのは、ビジネスの面でみますと、各地方自治体ごとに法律に基づく上乗せ横出

し的な感じで条例をつくったり、条例なら議会を通りますけれど、そうではなくて、市

町村独自に非常に参入規制的なガイドラインを引いて、できるだけ地元の気心の知れた

人がやるならいいけれども、そうではない人はできるだけ排除したいという、そういう

方向に働くことも尐なくないわけで、私も基本的には分権というのは今の時代の大きな

流れの中では正しいと思いますが、だからといって、 100％それに任せていいというわ

けではなくて、今、村田さんがおっしゃった複線的なルートというのは、これはこれで

是認し得るかなという感じがいたします。  

○森本専門委員  私は、農水省の政策評価の方の委員も兼ねてさせていただいている

わけですが、いろいろな政策を見ていくときに、予算の執行率などで、ＡＢＣランクづ

けするときがあるんです。そのときに私は、この政策って本当はいい政策なのに、なぜ

こんなに予算が使われていないのかなと疑問に感じることがあるんです。そういうとき

に、九州の場合で言いますと、国から九州農政局、そして県を通って地域振興局、そし

て市町村におりていくわけですが、そうなったときに、その間に入る人間が１人でも無

能な者がいれば、どんなにいい政策でも、下の現場におりるときには違ったものになる。

違ったものであればまだいい方で、実際に現場におりないことがある。私は政策評価を

しながらの疑問点をそういうところで持っていたんです。  

 ですから、そういう面からすれば、私は杉本委員の言われていることもよくわかるの

ですが、ただ、こういう部分も若干持っていた方が、私達現場からすると、そういう道

もあった方が本当にいい政策がダイレクトに入ってくる。そして、それを直接そういう

話ができるというのも、逆にいうとありがたい部分があるのかなと。ですから、人間が

何人も入るとどうしても――私はそういう形で政策評価会で見ていましたので、これも

いいのかなとは感じています。  

○生源寺部会長  ある種、別のルートが用意されていることによってむしろ緊張感が

生まれるということもあるのではないかと。これも杉本委員は地域の現場をつかんでお



られて十分ご承知のことかと思いますけれど、この点につきまして、ほかの委員はいか

がでしょうか。  

○安髙委員  杉本委員の意見を聞いておりまして、なぜ杉本委員がこの辺に懸念を持

たれるのかなと思ったときに、私なりに思いますのは、国が担い手を直接的に支援する

という、これはこれで今いろいろ部会長もおっしゃっているとおりだと思いますが、今、

通常、市町村が困ったときに、なかなか国と直接話ができない。例えば、私どものＪＡ

グループであっても全中と話をしようと思ったら県の中央会を通さなければならない。

県・市町村がなかなか国と、直接アドバイスを受けたり、直接実情を訴えたりするパイ

プが開かれていないとするならば、ないのに担い手だけを直接パイプを開くとするなら

ば、これは政策の流れがすべて混乱していくだけではなかろうかと思います。  

 ですから、担い手を直接支援するというのであれば、市町村に対してでもかなりの部

分、これからは国が直接関わっていくのだよと、そういう形の方向性が欲しいなと思い

ます。  

○生源寺部会長  これにつきましては、文章的に今この場で対案をお示しすることは

なかなか難しいのでありますが、「場合によっては」という表現あたりがやや恣意的に

上からというニュアンスを与えるとすれば、「必要に応じて」とか、尐しイニシアティ

ブの所在を地域なり担い手の方にシフトさせるような、そういう表現の工夫はあり得る

かなと思っております。こういう形で複線のものが用意されているということについて

は、この部会として異論があるということではないと思います。  

 それでは、この論点につきましては一応このあたりで終わらせていただきたいと思い

ます。  

 そのほかにいかがでしょうか。  

○西山臨時委員  16ページに、先ほど企画評価課長が詳しくご説明されましたⅲ）

の投機目的のというところですが、前回の文章では「株式会社一般」という言葉を、「株

式会社等」とされたわけですが、この「株式会社等」の「等」というのは、何か意味が

あるならお教えいただきたいと思います。文章の直し方はこれでいいと思いますので。  

○生源寺部会長  前回は、「株式会社一般の農地取得は認めるべきでない」という表

現であって、いくつか強い意見があったところでございます。そして、「株式会社等」



の場合には、例えばＮＰＯという形態を持っていて、農業をやると言っておきながら、

実際はそうではないというような、そういうケースが起こり得るのではないかとか、こ

こでは法人を主として想定はしておりますが、前回ご議論がありましたように、これは

自然人であろうと法人であろうと、程度の違いはあるいはあるのかもしれませんが、よ

からぬ行為を行う者は残念ながらこの国に皆無とは言えないわけでありまして、これは

意見であって、引用するという意味では「株式会社」という表現を残しておりますが、

「株式会社」のみを特定するという形では、これは十分留意すべき意見として引用して

いるわけでございますので、尐しそこは広げておきたいというような気持ちからの修文

でございます。  

○安土専門委員  これは今おっしゃるように、緩和をすべきであるという意見もある

が、それとは反対に、あまり簡単に緩和してはいけないよという意見もあると。そうい

うことを検討に当たっては十分に留意する必要があるという立て方になっているわけ

ですから、どんな意見が出てきても何も問題にはならない、例示にすぎないということ

なのですが、問題は、緩和には慎重でなければならないということの例として挙がって

いることの意味が、私にはよく理解できないんです。  

 というのは、「地域に根ざした農業者主体の法人とはいえないような株式会社等」―

―つまり、農業をやる人は、その地域にいる人で、農業者でなければならないという前

提に立っているような感じがするんです。これはそもそも意見そのものが、規制を緩和

とか、新しい参入をさせようとか、自由に競争しようとか、あるいは農業の競争力を強

くしようとかということを最初から否定して、いかなる産業であろうと学問であろうと

何であろうと、今までそこにいた人でなければやってはいけないというのは、意見とし

て意味を持たないように思うのですが。  

 そして、農業者というのは、今まで農業をやっていない人が新たに農業をやろうと思

って一生懸命努力するのは認めないと、しかもその地域にいない者は認めないと、そう

いう意見も考えなければいけないと、こういう立て方になっているのは非常に不思議な

ので、株式会社であろうとＮＰＯであろうと、農業をまじめにやるという条件があれば

いいわけであって、どこに住んでいるかとか、農業者というそのものが初めから決まっ

ているような書き方そのものの方に非常に奇異な感じを受けるので、１つの意見として



尊重するという立て方の中でも、この表現にはまだ納得がいかないのですが、いかがで

しょうか。  

○生源寺部会長  これは私が安土委員に何かご説明をするということがいいのかど

うかはわかりませんが、これはこれとしてこういう意見があるということなのでありま

すけれど、今のご指摘の点は、例えば、現在の農家あるいは農業生産法人であっても、

最初から根ざしていたわけではないわけでありまして、その意味で言いますと、これは

読み方によっては、現在、農業を行っている者以外はすべて否定するというふうにも読

めなくもないわけですね。  

 ただ、この意見を受けた場合に、これをどう消化するか。地域に根ざすことが今後と

もできないような者であるのかどうか、という形で受け取ることは一応はできるだろう

と思います。つまり、「地域に根ざした」の次に「いえない」とありますが、これはあ

る意味では「なり得ない」という形で受けとめて、検討に際して留意をしていくという

ことは考えられるのかなと。  

 この点につきましては、前回も、安土委員あるいは横川委員からもご指摘がありまし

て、議論があったわけでございますが、こういう意見があるという私どもは認識でこう

いう文章を、あるいは前回の文章を書いているわけでございますので、ぜひここは農業

側の委員の方から何らかのご見解の表明があると議事の進行にはありがたいと思いま

すが、中村委員、いかがでしょうか。  

○中村委員  １つは、この前もお話ししていますように、「地域に根ざした」という

言葉がどう受け止められるかという問題があると思います。これは農業生産法人として

株式会社を認めるとき、あれだけ長い議論をやりまして、農業生産法人と株式会社一般

ということで分けたわけですが、農業生産法人の株式会社を農地法上で認めた過程をも

う尐し親切にきっちりと説明しないと、こういう誤解も最後まで残ってしまうと思いま

す。  

 また、農地取得も同様で、自然人の場合には農業をすれば取得できるわけですし、農

家だって農業をやらなければ許可はしないわけですから、その辺の誤解があるような気

がします。この点はここの場所だけではなく、どこへ行ってもそういう話が出ますので、



農地法がなぜ民法の特別法としてあるのか、土地取引について農地取引となぜ分けられ

ているのかということをわかりやすく説明することが必要だと思います。  

 それから、「等」にしましたので、私などからすると、株式会社というと一般の方が

わかりいいんですが、今の説明を受けまして、そういうことで広げてあるということは

構わないと思います。  

 それから、投機的な取得と同時に、例の産廃問題ですが、表現上難しいのかもわかり

ませんけれど、いずれにしても、千葉県農業会議の実態調査でもありましたように、産

廃処理のために農地取得をしたいという事例が出てきておりますし、むしろ今の経済状

況でいくと、投機的取得よりこっちの話の方が大切ではないかと思います。表現はいず

れにしましても、後の具体的な施策に向けた手順等もありますので、そういう中できち

んとそういうことを排除できるような対応ができるようにしていただきたいと思いま

す。  

○生源寺部会長  ２点目につきましては、今の議論を一応集約してから尐し議論をさ

せていただきたいと思います。  

○山田臨時委員  この「地域に根ざした」という言葉の意味は大変重要でありますの

で、改めて若干申し上げたいと思います。農地はへばりついていて動かせないわけであ

ります。さらに、農業経営は農地と結びついて、気候・風土に完全に根ざして、気候・

風土の影響の中にあるわけであります。さらに、農地の適切な管理、すなわち農業経営

は地域に住んでおられる住民や農業者が一緒になって取り組んで初めて可能でありま

す。  

 そうした観点から、農地と農業経営は間違いなく地域に根ざしているわけで、東京か

ら農業経営について指示命令していますといった、地域とは未対応な農地取得であった

り農業経営であったりするのは決して望ましい方向ではないという観点で、この文章は

大事だと思っております。  

 歴史的にも、不在地主が圧倒的に多くなった中で、古い話でありますが、農地開放を

行ってきた経緯もありますし、さらに、世界の農業を見ましても、アメリカにおきまし

てもヨーロッパにおきましても地域にちゃんと根ざしているということは、それはさま

ざまな法律の規定の仕方があるわけですが、地域に根ざしているということを農地取得



の最大の条件としているということが現にあるわけでありますから、この点は大変大事

な規定であるということで、ご理解をいただきたいと思います。  

○生源寺部会長  今の点につきまして、ほかにいかがでございましょうか。  

○安髙委員  私自身も、この 16ページの上のところの表現は、「株式会社」と入れ

るは不自然だなと思っております。ただ、農地に対する考え方は、農地というものが市

場経済になじむのか、資本の論理になじむのか。資本の論理が出る前から、何千年も前

から農業はやってきているわけですから、私は前回ここで若干触れましたように、農地

を市場経済の中に放り込んではならないと思っています。  

 そして、その農地をどうするかは、国家としてまず国土をどう考えるか、その中で農

地をどう考えるか、そうやって位置づけていって、最終的に私は規制は強めて良いと思

っております。ただ、規制を強めたときには、これは農業者も私人も法人もない、同列

の中できちんと機能するような形であるべきではないかなと思っておりますので、前回

も申し上げましたように、ここで株式会社と断る必要のないくらいの規制を考えるべき

であろうと思っております。  

○立花専門委員  私もここのところは非常に嫌な感情を持ちます。先ほど安土さんも

おっしゃいましたけれど、これからの政策の展開が、直接支払いで、それは面積をベー

スにやるということで、それはもちろん対象がこれからいろいろ絞り込まれるのが前提

でありましょうけれど、要は、農地をベースに直接支払いを考えようといっているとき

に、この表現のままですと、現在、農地を持っている人しか認めませんよと言っている。

そういう意味では、既得権擁護以外の何物でもないんじゃないかという印象を受けるの

で、私はこれは非常に引っかかります。  

○安土専門委員  私はスーパーマーケットを何十年も経営してきたのですが、今、山

田委員がおっしゃったこととほとんど同じ台詞がチェーンストアーの経営の中で出て

くるんです。店舗は動かせない、店舗にはそれぞれ固有のマーケットがあって、例えば、

生の魚をたくさん食べるところもあれば、そうでない地域もあるし、瀬戸内と関東は違

うし、牛肉をどちらが食べるかといえば関西の方が食べる。地域によって店舗はみんな

違うのだということが、これは当然のことながら、昔から言われているし、実際そのと

おりであります。  



 株式会社というのは、そういうことを上手に解決するのがいい株式会社で、つまり、

株式会社になったら離れたところから不在地主のように指示して、現場を無視してやる

という前提に立っているのが、私は非常に不思議だと思います。それは悪い株式会社で

あって、ちゃんとした株式会社はそんなことをやっていれば、例えば小売業であろうと

他の産業であろうと、競争に負けてしまうわけであって、それをむしろ克服してくる仕

組みそのものの形のことを言っているのであって、したがって、株式会社が農地を取得

したら現場から離れてしまうと思う必要はない。離れないとも言っていない。  

 つまり、現場から離れるかどうかということや、あるいは気候・風土を無視して不在

地主が何かやるというようなことと同じようなことをするかどうかということとは、関

係のないことではないかと。もしそういうことが問題であるならば、そういうことをむ

しろ規制したり、あるいはそういう条件をつけるほかの方法があるのではないかと思い

ますので、株式会社を排除するとか、その地域にいる農業者でなければならないのだと

いう必要はないのではないか。  

 繰り返しますが、例えば、私どものチェーンストアーであっても、店長はその地域に

住んでいる人でなければならないのだということを考えてやる会社もあるわけです。あ

るいは逆に、その店長になるには何年間かその地域に住んで、その地域の消費者の生活

に慣れてから店長になる制度をとっている企業もあります。つまり、それは農業に限ら

ない非常に一般的な問題であって、その非常に一般的な問題と株式会社を直接結びつけ

ていることそのものが、株式会社の認識が尐し違っているんじゃないかなというのが、

私の意見です。  

○森本専門委員  地元に株式会社が来て、農地取得をしているというのを頭の中で想

像して考えてみたのですけれど、私どもはおそらく担い手として位置づけられている人

間だと思うのですが、私どもは、地域を守っていくとか、地域の中で農業を営んでいく

ときに、いい条件のところも悪い条件のところもひっくるめてやっていかなければいけ

ないわけです。そういうときに、株式会社等はおそらくいいところを資本力を生かして

買うのだろうなという位置づけをしたときに、いいのか悪いのかは別にして、農業者サ

イド、田舎の人間からすれば、その考え方はすごく怖いだろうなと。  



 いい株式会社とか悪い株式会社とかという理念も確かにあるのでしょうけれど、田舎

の人間からすればそういうものはわかりませんから、そういう会社が来ていいところを

高い資本力で買っていかれると、そういうところに怖さはあります。私も、株式会社が

入ってきてもいいのかなという気持ちも持っているんですけれど、この辺のところはす

ごく難しい部分があって、書きぶり自体ではなくて、実際に現場に落としたときにいろ

いろな問題があると思うので、そういう問題も含んでいるので、すごく難しい書きぶり

になるのかなという気はいたします。  

○村田専門委員  前回も言ったことなので恐縮ですが、この農地制度改革の部分につ

いては両論併記に終わっていて、率直に言って不満です。  

 この「地域に根ざした農業者主体の法人」という話ですけれど、今でも地域に根ざさ

ない農家の人が農地を持っているわけですね。その農地取得を認めているというのはむ

しろおかしいと思うのです。ですから、株式会社がいいの悪いのという話をしても何の

生産性もないというか、前向きじゃないと思うのです。  

 私は、株式会社の農地取得を認めれば日本の農業がバラ色になるなんて思っていませ

んけれど、株式会社はなぜいけないのかという、その説得的な理由は依然としてない。

集落営農という話がありますが、効果的な集落営農を目指す場合には、農地の所有者と

利用者というのは分離される形になるわけですね。それは株式会社という形ではないか

もしれないけれど、農地の取得のあり方という意味では、株式会社も集落営農も似たよ

うなことになるかもしれません。ここに宿題として農水省に対して早期に企画部会に具

体像を提示しろと書いてあるので、私はこれでいいと思うのですが、いつまでも先送り

できる話ではない。  

 現実に、先ほど言ったように地域に根ざさない農業者が農地を取得しているという事

実は排除しなければいけませんし、中村さんが産廃と言うけれど、これからではなくて、

今現在、現実に産廃の捨て場になっているわけです。これをどうして認めているんです

か。その辺の危機感がなければいけないと思うのです。  

 優良農地の確保ということと効率的な利用ということについては、誰も異論がないわ

けでしょう。株式会社であるかどうかなんていうことではなく、今使われていない農地

をなるべく使うようにする。それにはどうしたらいいのかということで議論をこの秋以



降して、農水省にも１つの案を出してもらって、議論を前に進めてもらいたいと思いま

す。  

○森野委員  皆さんの意見を聞いていて、今、村田委員がご指摘になったように、私

も、この文章を直した結果、変に限定してしまった感じがするんです。「地域に根ざし

た農業者主体の法人」という枕詞をつけると、地域の側から見たときに、土地を捨てて

遠くへ出ていってしまった農家の子弟とか、そういう人間に本当に相続させるのがいい

のかと、そういう議論にまでなってくるような書きぶりなんですね。ですから、これは

枕詞のつけ方がちょっと不自然だというのが１点です。  

 もう１点、全然別の角度なのですが、私は今ずっと地域経済を見ていく場合に、農業

にとって建設業をどうするかというのは大きな問題なのですが、地域に根ざした建設会

社が農業に進出するというのが１つの動きとしてあるわけです。そういった地場ゼネコ

ンが雇用を維持するために農業の担い手として参入するという動きは、むしろ地域にと

っても農業サイドにとっても、比較的前向きに評価してもいいのかなとも思っています。  

 そういうときに、その建設会社が株式会社形態をとっていたら、これは駄目よという

ふうにも受け取られますから、いずれにしろ、ここのところはあまりこだわらずに、こ

の１行半ぐらいを削ってしまえばいいだけの話ですから、そういうふうにしたらどうか

なと思います。  

 それでもとにかくこういう意見もあるということでしたら、逆のことを言わせていた

だきたいのですが、このように株式会社性悪説をとるならば、直接支払いの財源には尐

なくとも法人税とか、サラリーマンの給与からもとになる所得税を除外するというよう

にして、特定の税源をつくるとか、そういうことまで意見としてあると明記してくださ

るならいいのですが、そうでなければ、今の議論はこの部分を削っても、「慎重である

べきである」というだけで済むと思うので、そのあたりで決着したらいかがかと思いま

す。  

○安髙委員  この部分については私は前回も発言いたしましたけれど、非常に難しい

ところだと思っております。そういう意味で、私なりに文章を起こしてみたんです。こ

こで採用してくださいという意味ではありません。25人の委員の中の 25分の１として

お聞きください。  



 「投機目的の農地所有を防止し、農業経営の円滑な継承を確保するためには、規制を

強化することも必要である。それによって株式会社の農業参入も地域社会が安心して受

け入れ、相続においても担い手の農業経営が後退しないようにする必要がある。」  

 以上が私なりの考えです。  

○生源寺部会長  今のご趣旨は、むしろ適切な規制をきちんと講じることによって、

株式会社という形に特定する必要はないわけでありますが、新しい農業の参入にも道を

開くことができるだろうと、こういうご趣旨だと思います。ありがとうございました。  

 いくつかご意見をいただきまして、また、ここはむしろ削除してもいいのではなかと

いうご意見もあったわけでありますが、中村委員、この議論につきまして改めていかが

でしょうか。  

○中村委員  ここはこれからの農地制度の検討に当たって留意事項が書いてあるわ

けでありますから、それはいいと思います。いつもの繰り返しになりますが、このこと

についてはかなり議論をして法律改正をしているという経過がありますので、それがあ

る意味ではまだ国民一般の方に理解をされていない結果がこういうことになっている

のだと思いますので、そこを留意しながら今後の検討をしていただきたいと思います。  

○山田臨時委員  私は前回欠席せざるを得なくて、誠に申し訳なく、この議論には十

分に参画していないのでありますが、地域に根ざした農業者主体の法人であれば、法人

の中には株式会社もありますから、逆に言うと、いいと言っている側面があるわけです

ね。現に、農業生産法人の仕組みの中で、株式会社でありましても、一定の株式譲渡や

構成員や資本の出資についても制約をしつつ、そういう形での法人についての参画を法

制度も変えて対応してきているという事実があるわけでありまして、そういう意味も含

めてここに丁寧に書いてあるということであります。そういう面では、私は、ここに書

いてあるぎりぎりの内容で、こうした意見もあると書いてある内容でいいのではないか

と思っております。  

 要は、先ほど、いい株式会社、悪い株式会社みたいな議論がありましたが、一定の規

定がないと、株式の譲渡が問題になるとか、現地に存在していない株式会社が農地を取

得するといったことは、完全に否定できるかというと、そうではないわけでありまして、

そういう意味からしましてもやはりこの規定は大事だと思いますし、また海外進出で地



方工場を閉鎖せざるを得なかったり、そういう株式会社も現にあるわけで、大事な大事

な農地がつぶれたままそれが放置される原因にもなるわけで、一方で、それを狙いにし

て農地を取得して、そのまま仮登記して活用しないまま置かれている農地はいっぱいあ

るじゃないですか。いい株式会社であればちゃんと活用してもらえる。しかし、そうで

ないんですよね。狙いは別にあるので、こういう事態が生じているわけです。  

 安土さんがおっしゃるスーパーマーケットについてもチェーンストアーについても、

それはいいチェーンストアーもあるということだと思いますが、スーパーマーケットが

この競争の中で閉鎖している。確かに競争で活性化されているのだと思いますが、それ

は否定しませんけれど、大事な農地を転用してつくったスーパーマーケットが閉鎖され

て、活用されないまま、また新しい企業が別に進出してきて膨大な転用農地を取得する。

こんな形でやっていれば毛頭農地は守れないと思うわけでありますから、その点、株式

会社がどうこうというより前に、もっともっと詰めて議論すべきなのであって、そうい

う面では尐なくともこういう指摘で結構だと思います。  

 とりわけ、今回の議論の中では、立花さんからもご指摘いただいて、ＬＬＣ、有限責

任株式会社、こうしたものについて検討していこうというのも今回の中間論点整理の中

に入れてあるわけですね。こういう内容のものが妥当だと、そしてこれが増えていくこ

とになれば、これも立派な株式会社、法人なのでありまして、そういう道があるわけで

すから、もっともっと内容を検討していくという立場で、こういう意見のご指摘は私は

結構だと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。かなりご意見が出たわけでございますが、

私も今いろいろ考えているわけでございますけれど、修文を提案した側としてさらにご

提案を申し上げるような形になろうかと思いますが、15ページのウから始まりまして、

権利移動制限については、「規制のあり方の検討を行う必要がある」という文章を受け

て、一方、先ほどの産廃の問題はちょっと横に置いてということでございますけれど、

ⅲ）のところですが、「……との意見もあり、検討に当たっては十分留意する必要があ

る」ということでございます。  



 ここはいずれの意見につきましても引用という形にはなっておりますが、今後の検討

に当たって、柱とし、また十分に留意する必要がある意見であるということでございま

すので、ここは相当の重みを持っていると思います。  

 そこで、意見そのものにつきましては、今もいろいろ開陳があったわけでございます。

肯定的に評価される方、あるいは否定的に評価される方、これはもちろんどちらもあっ

て構わないわけでございまして、したがってこういう形になっているわけでございます

が、この表現のままで気になるとすれば、現在、農業生産法人の一部として株式会社形

態は認められているわけでございます。これは地域の調和を乱さない、あるいは地域に

根ざしたという要件をクリアして活動されているものと理解するわけであります。  

 そういう実態と、将来のいろいろな形の農業の取り組みの可能性を考えていく場合に、

この表現ですと、これは文章もある意味で尐し玉虫色のようなところが多尐ありますが、

「地域に根ざした農業者主体の法人とはいえないような株式会社等」ということになっ

てしまいますと、冒頭申し上げましたように、今ある農業者なり農業生産法人以外は排

除されてしまうというように読まれてしまう部分があろうかと思います。  

 それはむしろ、この反対意見を主張されている方にとっても本意ではないのだろうと

思います。つまり、今の農業生産法人の株式会社についても、ある一定の地域との調和

とか、そういう条件のもとで株式会社に貸すなり、あるいは株式会社をつくって現在や

っておられるわけでありますので、既存の農業者以外を排除してしまうようなニュアン

スの表現になっているとすれば、そこは改めて、例えば、「地域に根ざした農業者主体

の法人」とはなり得ないような形の株式会社があるいは想定されることもあるかと思い

ます。  

 ここで「いえない」と言ってしまいますと、初めから論外という話になってしまうわ

けでありますが、そのことは今後十分留意する意見というように位置づけていいものか

どうかということについては、多尐疑問があるわけでございます。ただし、地域に根ざ

した農業者主体の法人としてやっていただきたい、むしろこれが実現できないとすれば

問題であるという、この反対意見というのは、この評価はいろいろあろうと思いますが、

これは十分留意する必要があると位置づけるのが、これまでのご議論を踏まえるならば、

妥当ではないかと、こういうふうに私自身は考えております。  



 こういったところで、この「いえない」という表現のところは、読み方によっては、

地域に根ざした農業者主体になる可能性も摘んでしまうというところがございますの

で、ここはちょっと工夫するということではいかがかと考えております。具体的に確定

的な文章をこの時点でお示しすることはできませんが、尐し考えてみたいと思います。  

 また、今、相当いろいろ濃密な議論が行われまして、私は大変有益だったと思ってお

ります。もう尐し早くこういう議論ができれば、村田委員から「進度が遅い」といった

お叱りは受けずにあるいは済んだかもしれませんが、具体的には今後、秋に再開して以

降の中で十分詰めていきたいと思います。  

 さて、もしよろしければ、もう１点ここに関連いたしまして、先ほど中村委員から、

千葉県の例等も含めて、産廃の問題が農地に深刻な状況をもたらしているというご意見

がございました。これは前にも中村委員からご指摘があったところでございますが、こ

の投機目的の農地取得というのは、むしろ今の経済状況ではあまり問題視しなくてもい

いような状況になっていて、むしろ産廃のような、捨て場になっているような、これを

問題視すべきだと、こういうご趣旨だと思いますが、この点については先ほど村田委員

からも多尐ご意見がございましたけれど、委員の皆様からご意見はございますでしょう

か。  

○山田臨時委員  産廃なんていうと、また株式会社を悪者にするのかと言われそうな

のですが、産廃はもちろんなのですけれど、それだけでなく、建設廃土の捨て場になっ

ていたり、中古自動車の置き場になってそのまま積み重なったり、建設資材の置き場だ

なんて言っているけれど、何カ月か経ってみたらひどいものばかりが置いてあったりと

か、それはもう目に余る事態が進んでいるわけです。これは農業者自身も株式会社をつ

くってそういうことをやったり、相続していないけれど、息子さんがそういう会社をつ

くって親父の農地をそんなふうにしているとか、これは国民全体で考えなければいけな

い大事な話でありますから、そういう形での何らかの指摘がここにあってしかるべきで

はないかと思います。  

○中村委員  先ほど村田委員から、農委はもっときっちりした方がいいんじゃないか

というお話もありまして、その点はあろうかと思いますが、夜が明けたらそうなってい

たとかということもありまして、かなり努力はしておりますし、危険を顧みずに努力を



している農業委員会もありますし、実際にそういう具体的な事例にあったという方もい

るわけです。いずれにしても、これからは事前防止をやらなければいけないということ

が大切なことだと思いますので、その事前防止も含めまして、今ここでどういう表現を

するかはわかりませんが、いずれにしても、そういう現実は見逃しておいてはいけない

のかなと思いますので、これは農業だけの問題ではなくて、環境問題、住民問題であり

ますから、ここできちっとした議論をしたということを記しておいた方がいいと思いま

す。  

○生源寺部会長  ほかにご意見がなければ、私の方から今の段階での考え方を申し上

げたいと思います。  

 今の時点でお示ししているものにつきましては、「投機目的の農地取得を防止し、地

域の調和等を確保するためには、更なる要件緩和には慎重であるべきである」と、こう

いう意見があるということで文章を整理させていただいているわけであります。この場

合、投機目的の農地取得なり地域の調和をいたずらに乱すことは望ましくないというこ

とはある意味では前提になっていて、したがって、要件緩和には慎重であるべきだと、

こういう構成になっているわけであります。  

 それで、ちょっと気になりますのは、投機目的の農地取得は決して褒められることで

はないと思いますが、違法行為とは必ずしも言えないわけですね。それから、地域の調

和等を確保するというのは自治の問題とも関わる非常に微妙な問題があって、一概に線

を引くことはできない面もあるわけでありますね。  

 これに対して、産廃の問題というのは明らかに農地法に違反し、なおかつもっと強い

表現を使えば環境犯罪であるわけですね。それをここに書き込むことが本当にいいかど

うか、私はちょっとためらいを持っております。と申しますのは、「産廃の廃棄の場と

なるような形で農地の取得をすることを防止するために、要件緩和には慎重であるべき

だ」という文章になりますと、これは非常におかしな文になりはしないか。中村委員も

おっしゃいましたけれど、違法行為、犯罪行為自体を何とかしたいというのがここでの

議論の方向だろうと思うのです。  

 したがって、そういうあからさまな形にすることなく、「投機や不耕作目的の農地取

得を防止し」としてはどうか。先ほど建設廃土の問題も出ましたので、投機目的だけと



いうことになりますと限定され過ぎる部分もありますので、「不耕作目的の農地取得を

防止し」という具合に、尐し範囲を広げてみてはどうかと思うのですが。これは議事録

にも残るわけですので、産廃を表現として残しておきますと、企画部会の論点整理とし

てはちょっといかがなものかなというところがあるわけですが、いかがでしょうか。  

 もし異論がなければ、ここは「投機や不耕作目的の農地取得を防止し」という文章に

して、もちろんこれに対しての異論はあるかと思いますが、こういう意見があり、これ

は十分留意する必要があるという形で修正させていただければありがたいと思います

が、よろしゅうございましょうか。  

 それでは、そのほかに全体を通してご意見があればいただきたいと思います。  

○安髙委員  ８ページの集落営農の位置づけについてですが、私自身の考えもよくま

とまっていないのですけれど、集落営農の形態がこれからさまざまな形になってくるだ

ろうと思っています。そういう中で、例えば、「一元的に経理を行い法人化する」とい

う文章で括っていったときに、そうでないと担い手に位置づけないよと言われたから法

人化した、そういうものが果たして農業生産の集落の中で機能するのかどうなのか。  

 法人化が悪いわけではない。法人化というのは経営管理をクリアにしていくので非常

にいいものだと思うのですが、日本の農業の中にはいろいろな地域があって、いろいろ

な構成員やいろいろな事情がありますから、そこで出てきた集落の形というのが果たし

て法人化になじむかどうか。例えば、機械だけを共同利用するという組織もあるでしょ

うし、育苗だけを共同でやっていくという組織もあろうかと思います。そういうものを

どうやって位置づけていくか。それぞれの時代の状況に合わせて、あるいは地域性に合

わせて柔軟に対応できる形にしなければいけないのではないだろうか。  

 それから、ここの論点とは若干ずれるかもしれませんが、そういう機械の利用組合と

か育苗を共同でやっているところに対して、最近、農業に対しての税務関係が、我々に

してみれば、今までにない形で税務関係が入ってきています。特に今回のように消費税 

1,000万円以上となってきますと、今までだったら我々は全然考える必要のなかった機

械利用組合とか育苗組合のものも対象になってくる可能性がある。私は税を払うのがど

うのこうのではないんです。ただ、税の制度によって生産の仕組みが歪められていいの



だろうかと。特に農業・農村の場合はいろいろな事情がありますので、簡単に資本の論

理だけでいかないところがあります。  

 繰り返しますが、税を払うこと云々ではないんです。税の制度で地元の有意義な仕組

みを曲げてしまっていいのか。今までのような、牧歌的な１つの農家、１つの経営では

ないんだよというイメージが広がっていくこの基本計画の見直しですから、単独で大き

くやれるものはそれはそれでいい、きちっと法人化できるものはそれはそれでいいけれ

ども、そういうものになじまない地域がある。そういうところの営農集団というものに

も何か配慮した記述、あるいはそういうものも育てていくのですよという方向性が、今

日でなくても結構ですけれど、秋に向けて議論に入ったときには一部必要かなと思って

おります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。全体として、制度・政策は税制も含むの

ですが、それに合わせて営農の形を整えるという発想から脱却しようというご趣旨かと

思っておりまして、これは私も基本的には同意できるところであります。本当をいいま

すと、むしろ営農の形に合わせて施策を選ぶことができるというような形が理想で、そ

ちらに尐しずつ動いていっているように思っております。  

 それから、サービス事業体の位置づけがここにありまして、例えば、機械利用組合あ

るいは作業の受託といったことになれば、これはそのときの担い手の存否とも関わりま

すけれども、必要に応じた支援も考えましょうという形になっておりまして、ある程度

幅広くこの施策を整理した形にはなっていると思います。今後さらに議論を詰めていた

だきたいと思います。  

○山田臨時委員  内容が聞ければそれでいいと思っていますが、８ページの②「サー

ビス事業体の位置付け」についてでありますが、「……という観点から必要な場合には、

その機能に応じた施策を講じていく」と書いてありますけれど、「必要な場合には」と

わざと書いてあるのはどういう意味か、お聞きしたいと思います。「必要な場合には」

はなくてもいいんじゃないかと思います。  

 それから、16ページですが、これは十分わかるわけでありますけれど、②の「本年

の出来秋後に」の「出来秋」というのは、適切なのかどうなのかなと思っています。ご

趣旨はよくわかりますが、ここは「出来秋」でいいのでしょうか。  



 それから、18～20 ページですが、農業環境・資源保全政策に関わる部分につきまし

て、それぞれ「モデル的」ということで、「モデル的に実施」という形で位置づけがさ

れていますが、ここは「モデル的に実施」と整理してしまうのでしょうか。そこをお聞

きしたいと思います。  

○生源寺部会長  必要な場合に必要な施策を講じるというごくごく一般的な表現だ

とご理解いただきたいと思いますが、サービス事業体、特に農地に関する権利を有して

いないということもあり、これまでは直接正面からは対象になっていないということが

あって、ある意味では新しい分野に踏み込もうかなというところでありますので、そこ

はかなり慎重に考えていく必要があるかなと思います。  

 これに対応して、９ページの(5) 「施策の具体化に向けた手順等」というところのⅲ）

「サービス事業体の施策上の位置付け」についても、課題として特記をしております。

今後、具体化していくのにきちっと詰めていく必要があるということでございます。  

 それから、「出来秋」というのは、私も今のご質問の趣旨としてつかみ切れていない

ところがありますが、農業の分野の審議会の部会の報告でありますので、多尐農業的な

用語が入っていてもいいのかなというところで、実際にすべての耕作の行程を経過して

みないと、弊害があるかどうかということも完全には確信が持てないということもあっ

て、１年間みていただこうというのが、特区制度の方での今の検証のスタンスだという

ふうに聞いておりますので、こういう表現にしております。  

 それから、「モデル」は「モデル」でありまして、それをフォローする者が出てくる

ことを期待するから「モデル」という表現をしていると、こう申し上げてよろしいかと

思います。年次計画のような括りになっている部分もありますが、例えば、今の「出来

秋」まで待つ必要がなく検証できるようなものについては、検証し、それで直ちに次の

ステップに移っていくという、これはまさにスピード感のある改革が求められていると

いうことでありますので、その意味でも、ステップをできるだけ短期間でやっていくこ

とを事務局にもお願いしたいと思っております。  

 よろしいでしょうか。そのほかにいかがでございましょうか。  

○山田臨時委員  お手元に資料を出させていただいておりまして、この件について触

れさせていただいてよろしいでしょうか。  



○生源寺部会長  どうぞ。  

○山田臨時委員  資料を出させていただいておりまして、内容を見ていただいた皆さ

んには、ここに来てまだ繰り言を言っているのかと受け取られかねないわけであります

が、この一連の論議には前向きに参画してきたつもりでありまして、その立場で、今後

の企画部会論議でさらに前向きに論議していくという観点から申し上げておきたいと

いうことで、何点か整理したわけであります。  

 とりわけ、１ページの枠で囲った２つ目の○でありますが、アジアモンスーン下にお

ける水田農業を中心としている我が国の農業の将来像についてのイメージを共有する

というのは、ものすごく大事だと思っております。その観点からしまして、文章になっ

ているところの２つ目の○でありますが、そのイメージの共有の基本は、我が国農業の

風土的・歴史的経緯や将来像のイメージを踏まえるときには、農地を農地として利用す

る担い手への面的な利用集積を徹底する、その農地制度の見直し。そして、こうして育

成する担い手に対する日本型の農業経営所得安定対策の導入。そして、これら担い手を

支える多様な農家・非農家を含めた農業環境・資源保全対策等があるというイメージ―

―このイメージを持った上での議論、ないしは整理が最も必要だと思っております。  

 それから、１ページの一番下に、ＷＴＯ交渉の枠組み合意がなされまして、今後、さ

らに具体的な協定の合意という形で進むかと思いますが、これらに対応できる施策の展

開と必要な予算の確保を図ることを今後明確にしていく必要があると思います。  

 続いて、個別課題についてであります。  

 ２ページに、農地・担い手の整理に関連しましては、枠で囲った一番上にありますが、

農地制度の改革なくして水田農業を中心とする我が国農業の構造改革は実現できない、

農地問題と担い手問題は切り離せないと思っています。もちろん、そういう観点で今度

の論点整理はなされていると思いますが、そのために、２つ目の○ですが、多様かつ幅

広い担い手にどう面的に利用を集積していくかということをやる、そのことについてど

んな方策が必要なのか、もっと実態を踏まえた具体的な方法を打ち出していくことが必

要ではないか。  

 もちろん、今回の論点整理の中に、そうした観点で相当盛り込んでもらっているとい

うのはよく承知しているところでありますが、私はくどいほど集落営農や多様かつ幅広



い担い手と言っているのは、後ろ向きの話ではなくて、こうした農地利用と担い手問題

を一緒に考えていかないと前へ進まないという思いで申し上げているわけであります。  

 そして、３ページですが、経営安定対策についてであります。枠で囲った部分の２つ

目の○でありますが、大規模畑作経営に対する品目横断的な施策の重要性は言うまでも

ありませんけれど、一方で水田作経営が非常に重要なわけで、この具体的なイメージに

ついて必ずしも十分ではないと思っております。麦・大豆だけの品目横断の対策ではな

く、その中心となる米や飼料作物等の取り扱いをどうするかということですね。米政策

改革との関連も含めて、きちんとわかるように描いていくことが今後非常に重要だと思

っております。  

 ４ページですが、農業環境・資源保全政策につきましては、文章編の２つ目の○であ

りますが、企画部会では当初、プロ農業経営である限定された担い手には品目横断的な

経営所得安定対策、それ以外の農家や非農家には、資源、そして環境保全対策を講じる

という論議をしてきたと思っています。今回の整理の中では、モデル的実施から始まる

ということも含めて、どうも明確な取り組みと支援策のイメージが整理できていないか

もしれないと思っておりますから、今後、この具体策についての整理が必要だと思いま

す。担い手に対する対策をつくるということと併せて、どうしてもここの部分について

良いイメージがはっきりしないとなかなか進まないと思いますので、進める観点で、前

向きの観点で申し上げております。  

 最後の５番目は、水田農業への新たな農業対策でありまして、これは水田作経営の安

定を図っていく上においては大変大事でありまして、積極的かつ大胆に打ち出すことが

必要だと思いますので、今後、議論していただけるものと思っております。  

 貴重な時間をいただきました。以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。今の点につきましては、せっかくのご意

見でございますので、今後の事務局の検討で、あるいはこの部会はまだまだ長丁場で続

くわけでありますが、その中でさらに議論を深めてまいりたいと思っております。  

 また、今回、１月以降、かなりいろいろな議論がございまして、必ずしも一方向に偏

った議論であったとは私は思っておりませんで、いろいろなタイプの議論があり、その

中で今の時点で中間論点整理という形での収束を図っているところでございます。収束



をみることを望みたいわけでございますが、その場合に特に全中は農業者との情報交換

のトップの機関でもございますので、この中間論点整理を含めて、ここの議論の正確な

理解ということについてご尽力いただければ大変ありがたいと思っております。  

○村田専門委員  山田委員のこの基本的考え方を今聞かせていただいて、山田委員の

意見がこのとりまとめにほとんど反映されてしまったという感じですね。ご同慶の至り

です。  

 それで、特に農地・担い手政策については非常に重要だと思います。農地問題と担い

手というのは決して切り離せないというのはまさにそのとおりで、秋以降、議論される

であろう農地制度問題について、株式会社云々といったことに逃げ込まずに、ぜひ担い

手問題は、山田委員がおっしゃるように、農地を農地として確保し、その有効利用を図

るという、担い手に農地を集積するのだと。それにはどうしたらいいのかという観点で

議論を深めていけばいいのではないかと思います。  

○生源寺部会長  農地政策につきましてはおっしゃるとおりでありまして、担い手へ

の農地集積ということで、農地制度とそのほかの制度の整合性なり、あるいは相乗効果

――逆に足を引っ張らないというような配慮はぜひ必要だということが、この論点整理

の中でもかなり強調されています。  

 そのほかにいかがでしょうか。  

○永石臨時委員  今、山田委員から提出いただいた資料ですが、これは前段の話から

含めて、水田農業を含めた土地利用型農業の構造改革が求められている、危機に瀕して

いるという状況の中で、それを品目横断で直接支払いをやっていって担い手をちゃんと

育てようという趣旨で検討されてきて、中間論点整理としては、私自身はかなり満足の

いく内容となっていると理解しています。  

 ただ、水田作経営と山田委員も言われましたが、17～18年度を検証しつつ、品目横

断的に入っていこうという方向づけで、十分な検証と書いてありますが、基本的には現

在、16 年から水田農業改革は始まったばかりで、我々福島県においても８月から検証

に入ろうという作業を進めておりますが、ただ、この中で地域水田農業ビジョンがつく

られたことが、曲がりなりにもまず地域でも考えようとしているのかなと、その方向は

出てきているだろうと思っております。  



 特にこの中で、十分とは言えませんけれど、それぞれ担い手として位置づけ始めてき

ていると。それらを中心に、現在、土地利用集積がどのように行われているか、改めて

検証も今進め始めてきている本県の実情を見ても、これらの現在進めている米政策自体

のあるべき姿に向かった改革、これがちゃんとなされることが逆に言うと水田農業のあ

るべき姿だろうと、その１つのイメージ像だろうと思っておりますので、これらを踏ま

えて、17年度予算の概算要求がこれから始まると思いますが、構造政策の予算の確保、

これを農水省としても構造改革を進める上で、今回、中間論点整理でいろいろ議論した

ことを踏まえて、反映していただきたいなと思っております。  

 特に集積においては、それぞれのセクションで農地集積をやっておりますが、それぞ

れが十分まだ機能を果たしていないだろうという議論だったわけですので、この一元化

についても、「関係者が連携を」と、連携というのは簡単な言葉ですけれど、実際に連

携というのはとれない。会議だけやっているのが連携ということに今はなっていますの

で、そのときに農業普及団体をどう生かすか、市町村の改善センターをどう生かしてい

くか。そこに関わる県の指導機関等も併せて一緒にやっていく。それは土地改良区も含

めてやって、それは水等の資源管理もしながらということになりますので、この辺はし

っかりした体系がとれるような予算措置をお願いしたいと思っております。  

○森野委員  今の山田委員のお話を聞いていて、１つ、私はずっとわからなかった問

題があります。それは、今回の議論の中で、品目横断的な支援策、担い手と農地のとこ

ろの話まではわかるのですが、環境保全・資源保全のために直接支払いをするという議

論はしてきたのかなという気がするんです。私はどうもわからないままこの議論に参加

していて、要するに、担い手に集中的に直接支払いをすると金をもらい損なってしまう

人達がいるので、環境を名目にその人達にもちゃんと恩恵を与えようと、そういう議論

なのかとややもすると受け取られかねないと思います。  

 もしそういうことだとすると、極めて議論全体の国民に与える印象というのは誤解を

与えるので、このあたりをもう尐し整理して議論していただいた方がいいのかなと思い

ます。ご発言の趣旨はよくわかりますし、先ほど議論があった建設廃材の話とかああい

う問題については、例えば今、つくばエクスプレス沿線の区画整理をやっているところ



にはいくらでもありますし、一方、いい例としては、例えば兵庫県の豊岡の方へ行けば、

コウノトリを守りながら合鴨農法をやっているようなところもあります。  

 ですから、そういうところを奨励していくという施策と直接支払いとは直接結びつか

ないと思いますので、そのあたりをもう尐しきちっと皆さんで議論して、奨励的な施策

と直接支払いとは質の違う話なのだということをクリアにしていく必要があるかなと

思います。そうでないと、私が言った前者のようなことで環境保全の議論をしていたと

したら、ちょっとつき合い切れないというのが正直なところですので、そこのところは

よろしくお願いします。  

○生源寺部会長  今の点につきましては、私どもはかなりメリハリのきいた施策です

とか、産業政策と地域振興政策はそれぞれの施策の目的に合った対象を設定しというよ

うに、この線は最初から最後まで貫いているつもりでおります。  

○中村委員  それぞれの項目に「施策の具体化に向けた手順等」という検討項目が入

っております。今、山田委員からも資料が出されましたが、私も、５月 24日だったと

思いますけれど、それぞれについて意見の表明をしておりますので、この手順の具体化

をするときに、また来年度予算とも関連するということですから、十分ご検討いただき

たいと思っております。  

 なお、これは意見でも何でもございませんが、８ページの人材の育成・確保のところ

で、これは何回か申し上げてきたのですけれど、家族経営協定というのが女性だけの問

題として非常に矮小化されてしまっております。これは企画部会で議論したというとき

にちょっと恥ずかしいのかなという気もしておりまして、むしろ９ページの(5) 「施策

の具体化に向けた手順等」のところで、男性の方も農業者年金制度にもリンクしており

ます。農業者年金制度も法律の目的は担い手の確保ということになっておりますから、

具体化するときにこの辺も配慮してやっていただければなと思います。  

○生源寺部会長  今の点は、側面から促す施策、あるいは経営資源の円滑な継承とい

ったところに関連するかなと思います。  

 そのほかにいかがでございましょうか。  

 もしないようであれば、本日の議論はこのあたりで閉めさせていただきたいと思いま

す。今日もいろいろ活発にご議論いただいたわけでございますが、委員の皆様からぜひ



修正をすべきだというご要請のあった点、あるいは議論のあった点は、大きく３つかと

思います。  

 第１点は、９ページの上から３番目のパラグラフで、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に関して、上から一方的にこういう途を開くというニュアン

スではなく、表現上、尐し変えてはどうかということでございます。  

 ２点目、３点目は、いずれも 16ページの一番上の部分の表現でありまして、順番で

申し上げますと、２点目は、投機目的の農地取得というところにつきまして、投機目的

にプラス不耕作目的の農地取得も防止するという形で、尐し広げた形で十分検討すると

いう形にしたいということでございます。  

 ３点目は、株式会社等云々の話でありまして、このままですと、現在の農業者、農業

生産法人以外はシャットアウトというように受け止められても仕方がない表現になっ

ておりますので、そこを改めるということでございます。  

 この３点だったと理解をしておりますが、私の方で今申し上げた方向での修文という

ことでご了解が得られていると今私自身は判断をしているわけでございますけれど、も

しそういう私の判断にご同意をいただけるとすれば、ここは私の責任において修正をさ

せていただくということで、お任せいただければありがたいと思いますが、いかがでご

ざいましょうか。  

   （「異議なし」の声あり）  

 よろしゅうございますか。ありがとうございました。  

 それでは、今申し上げました３点でございますが、私の方で責任を持ってとりまとめ

をさせていただきたいと思います。  

 そういたしますと、８月 10日に予定しておりました企画部会につきましては、これ

を開催しないということにいたしたいと思います。したがいまして、同じく 10 日の午

後３時半から予定されております食料・農業・農村政策審議会においては、私の方から

中間論点整理について報告を申し上げたいと思います。この報告の方法につきましても、

お任せいただけますでしょうか。  

   （「異議なし」の声あり）  



 よろしゅうございますでしょうか。それでは、そのようにさせていただきたいと思い

ます。  

 委員の皆様におかれましては、１月以降、大変濃密な日程の中、精力的にご議論をい

ただき、誠にありがとうございました。改めて厚く御礼を申し上げます。  

 秋以降の企画部会では、中間論点整理で整理いたしました論点に関する施策の具体像

を明確にするとともに、食料自給率などの政策展開の目標や、食の安全・安心の確保、

農産物や食品の輸出促進などの諸施策のあり方についても検討を行う予定でございま

す。引き続きよろしくお願いいたします。  

 秋以降の日程につきましては、事務局とよく相談の上、改めて皆様にお諮り申し上げ

たいと思いますが、とりあえず再開の初日だけをここで決めさせていただきたいと思い

ます。私、あるいはこちら側の都合を申し上げて恐縮でございますが、９月 16 日・木

曜日、午前 10時からを予定したいと考えております。正式には追って事務局からご案

内を差し上げますが、よろしくお願いいたします。  

 なお、既にご案内を申し上げております仙台と岡山の地方公聴会につきましては、委

員の皆様方によろしくご協力のほどをお願い申し上げたいと思います。  

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。  

   

   

   

――了――  

 


