
 

第７回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録  

 

日時：平成１６年４月９日（金）１０：００～１２：２０ 

場所：日本郵政公社本社２階共用会議室Ａ～Ｄ 

○生源寺部会長  ただいまから、食料・農業・農村政策審議会の第７回企画部会を開

催いたします。 

 本日は、江頭委員及び安土専門委員が所用によりご欠席となっておられます。 

 また、まだおいでになっておられない委員もございますが、間もなくご到着になるこ

とかと思います。 

 この企画部会は公開されており、一般公募によって 71名の方から傍聴の申し込みが

あり、本日、お見えになっております。 

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

点もよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 これまで４回にわたり企画部会を開催いたしまして、いわゆる主要３課題の議論が一

巡したところでございます。本日はフリートーキングということで、委員の皆様から大

いにご意見をちょうだいいたしたいと考えておりますが、その前に、事務局の方で意見

交換の参考となるように資料を若干用意して頂いておりますので、まずこれにつきまし

て簡潔にご説明を頂きたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。  



○皆川企画評価課長  それでは、私の方から資料について若干ご説明したいと思いま

す。 

 資料１と資料２がございまして、資料１は１～４までございます。まず、資料１―１

でございますが、これはこれまでの企画部会での議論につきまして、若干私どもの整理

がございましたので、頄目等については私どもでその場に位置づけさせて頂いたという

ことでございますので、生のものではございませんが、委員の先生方の発言をこういっ

た形で整理をさせて頂いております。 

 まず、基本的な考え方として、１ページにあるようなご意見が出たかと思います。 

 ２ページは品目横断的政策関係ということでその考え方なり、３ページには対象経営

についての考え方なりについてのご意見、４ページには対象営農類型、また考えられる

支援の要素ということ、５ページには導入の時期――特に米改革との関係等についての

ご発言、５ページの３では環境・資源保全政策についてのご意見、そして最後に、８ペ

ージ以降になりますが、担い手・農地制度ということで、それ以外にも最後の方に、３

本の大きな観点以外のご意見につきましても整理をさせて頂いております。議事録は既

に公開されておりますが、本日のフリートーキングの参考となりますような形で整理を

させて頂いたということでございます。 

 それから、これまでの資料ですが、これもお手元の間伐材ファイルの中に全部綴じ込

んでおりますけれど、今日の意見交換のために取り出しまして、それを資料１―２、１

―３、１―４として整理をさせて頂いております。 

 まず、資料１―２は、１月 30日の際にお示しさせて頂きました主要３課題について

の検討方向と留意点ということで、２ページ以降に、例えば品目横断的政策については

どういう検討方向なのか、その検討に当たっての留意点がどういう点にあるのかという

ことについて、さらに、４ページ以降には環境・資源保全政策、最後の紙には担い手・

農地制度につきまして、これまで私どもがご説明をさせて頂いたことについてのこれが

概要でございます。 



 さらに、資料１―３は、その際の参考資料ということでお配りさせて頂いたものでご

ざいまして、その背景事情なり現行の制度なりがどのようになっているかということに

ついての資料でございます。これも既にお目通し頂いていたものでございます。 

 資料１―４は、４回目から６回目までの間で、３課題を１回ずつ説明をさせて頂きま

した。まず、２月 12 日の際にお示ししたものが１ページの「品目横断的政策の検討方

向等について」で、それと「農業環境・資源保全政策の検討方向等について」と「担い

手・農地制度の見直しの検討方向等について」をそれぞれ１枚にしまして、４～６回の

会にお示ししたものでございます。 

 資料２につきましては、情報課長からご説明申し上げます。  

○涌野情報課長  資料２としまして、「農政改革に対する国民からの主な意見・提案」

ということでとりまとめさせて頂きました。 

 １ページをご覧頂きたいと思います。農林水産省におきましては、ホームページであ

りますとかメールマガジン、あるいは広報誌を通じまして、新たな食料・農業・農村基

本計画策定に関する情報を広くお流ししております。ホームページにつきましては、こ

の２月でございますが、ひと月に 41万件のアクセスがございました。メールマガジン

の読者は約３万名の登録がございます。そのようなルートを通じましてお流ししており

ます。特に、ホームページの中に基本計画の欄がございますが、これにつきましてはこ

の２月には１万 2,000件のアクセスがございました。 

 一方では、1にありますように、ホームページですとか地方農政局等を通じまして、

ご意見の募集をしております。 

 2としましては、本省と地方農政局に地方提案推進室という部屋を設けておりまして、

新たな基本計画の策定に関する提案の受け付けをさせて頂いております。 

 その結果につきましては、下の表でご覧頂きたいと思います。まず、1の意見件数で

ございますが、これは昨年の 11月からこの３月末までの意見件数でございまして、ト



ータルといたしまして 693 件、特に多いところは、食の安全・安心の確保、農業の競

争力強化、農業の自然循環機能の維持増進、農村の振興でございます。右の 2の提案件

数は、全体としては 52件でございますが、農業資源の整備・保全が 16件、農業の競争

力強化が 14件、新たな基本計画のあり方が７件となっております。 

 詳細につきましては２ページ以降にございますが、これについては省略させて頂きま

す。 

 今後とも、情報の発信・受信については努力してまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。  

○皆川企画評価課長  ご説明が漏れましたけれど、参考資料ということで、これまで

いろいろと資料の提示をさせて頂いておりますが、用語について、テクニカルタームが

多くて、一般にわかりにくいというご意見も多数頂いております。そういう意味で、今

回、まだ作成途上ということで最終的なものではありませんが、参考資料として「用語

集」というものをお配りさせて頂いております。 

 １ページをご覧頂きますと、品目横断的政策関係で、今まで私どもが説明の中で使っ

ておりました、例えば「共通農業政策」というのはヨーロッパの制度云々といったこと

も申し上げましたが、こういうものが何なのかとか、ウルグアイラウンドのときの取り

決めがどうだったかとか、そういうことにつきまして、極力わかりやすいように解説を

加えさせて頂いております。それをそれぞれ３課題ごとの整理、そしてそれ以外に特に

統計的に農家の概念等々につきまして最後のところにわかりやすいような資料をつけ

させて頂いております。これは今後とも改善はさせて頂きたいと思っておりますので、

参考までに配付させて頂いております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。「用語集」の「共通農業政策」のところ

の２行目でございますが、「1986年から本格的に実施されている」とありますけれど、



これは「1968 年」の間違いだと思います（笑声）。  

○企画評価課長  作成途上でございますので（笑声）。  

○生源寺部会長  今後とも改善の作業をよろしくお願いいたします。 

 それでは、意見交換に移りたいと思います。議論は、主要３課題の課題ごとに区切っ

て行いたいと思います。 

 まず、「品目横断的政策への転換」のテーマに関連するご意見を頂ければありがたい

と思います。次いで、「農業環境・資源保全政策」、「担い手・農地制度の見直し」の

項番に議論をし、最後に、こういう形では必ずしもくくれないようなご意見を頂く時間

帯も持つつもりでございますので、この点を念頭に置いてご発言頂ければありがたいと

思います。 

 それでは、「品目横断的政策への転換」に関連して、ご意見があればお願いいたしま

す。  

○安髙委員  特に発言というわけではございませんが、口火ということで。 

 「品目横断的な政策」ということですけれど、議論をみておりますと、経済的な支援

の仕方、お金の出し方という部分が中心のように感じるのですが、本来、品目を横断す

る政策、制度、仕組みというものがどうあるのか、それがまず前面に出るべきであろう

と思います。お金という部分は後からそれを埋めるべきものだろうと思います。私の考

え方がそうでありますし、また、そういう点について農林水産省は、この品目横断とい

うものをお金と切り離したところでどのように提案しようとなさっているのか、もう尐

し明確にして頂きたいと思います。  

○山田臨時委員  座長の進め方に異議があるというわけでは決してありませんが、私



は、一番最初の３課題が提起されたときにも冒頭申し上げたわけでありますけれど、我

が国の農業の将来像をどんなふうにイメージするのかということについて、自由な討議

を保証して頂けませんかということを部会長にお願いした経緯がございます。機会があ

ればということであったかと思います。 

 この３課題についてこれまで一当たり議論をした上で、本日こういう形で自由な議論

を展開されるというのは、それはそれで部会長が、一定の議論を深めるためにも自由な

議論をということで意見を聞いて頂く機会の設定かと思うわけでありますが、今ここで

改めて３課題を分けて議論するのは非常に難しいと思っております。 

 これまで、将来像のイメージを出すということは、担い手を一体どのように想定する

のかということであり、それは同時に、新大陸型の農業にならないわけで、プロ農業経

営というイメージではないはずだと言ってきた。それから、プロ農業経営をどのように

つくり上げるかということは、将来のイメージと関連するわけですが、それはひとえに

農地の問題をどのように扱うのかということでないと議論できないですよと申し上げ

てきた。 

 それから、そうした農家を育てるためには、それこそ品目ごとの横断として考えるよ

りも、全体としてそうした農家を育てるための品目ごとの対策はどうなのだということ

を申し上げてきた。 

 さらに、国際規律という議論をしてきていますが、国際規律に従った仕組みをといっ

た場合に、ＥＰＡも含めまして、事態が進もうとするときに、高関税の品目についての

対策が何としても必要になるわけです。高関税のまま現状ということであれば、ＥＰＡ

にしても何にしても何の身動きもできないまま、最後は周り中から「農業が悪い、農業

が邪魔をしている」と批判される事態がまたまた生じかねないわけですから、そうした

品目ごとの制度問題の見直しも関係してくるわけです。 

 要は、３課題は全部複雑に関係してくると思っております。論点整理はありましたし、

論点の議論はしてきましたが、具体的な課題ごとのイメージがはっきり提示されている



わけではない中で、座長の整理に全部水を差すわけではありませんので、全体を通じた

議論を、後半部分でも結構ですから、長時間保証して頂きたいということを申し上げた

いと思います。  

○生源寺部会長  ご要望に沿うような形で、特に最後の個々のテーマにあまりこだわ

らない議論の部分で、なるべく時間をとりたいと思います。 

 ということで、品目横断的政策の部分についてやや発言しにくいような状況かもしれ

ませんが（笑声）、テーマの間で、今、山田委員がご指摘のように、かなり関連性があ

ることは間違いないことでございますので、この第１のテーマを起点として、多尐他の

分野のものに絡むようなご発言を頂いてももちろん結構でございますので、どうぞご自

由にご意見を頂ければと思います。  

○西山臨時委員  今、山田臨時委員が言われてすぐですが、私の興味としては、品目

横断的な直接支払いというものについて、これまで述べてきたように、大規模畑作地域

では、これがどのように仕組まれるかということについて非常に興味を持っているわけ

です。従って、早く具体的な内容について議論を深めていってほしいと、私もそういう

思いでここに参加をさせて頂いております。 

 従いまして、環境問題とも関わってくるわけですが、担い手・農地制度との関わりで

はなくて、むしろ品目横断ということでちょっとお話をさせて頂きたいと思います。 

 １つは、特に北海道の畑作物――ビート、澱原馬鈴薯、小麦――の生産につきまして

は、今、山田臨時委員からもお話がありましたように、高関税作目でございます。これ

らについての仕組みをどのようにしていくかということが我々は非常に関心が高いわ

けでございます。これまでの議論の中に、需要に応じた生産が不可欠な品目ということ

で、これまでの資料の中にも打ち出されておりました。私は、この需要に応じた生産が

不可欠な品目という場合に、直接支払い制度の転換に伴ってどういう対応をしていけば



よいかということで、１つ、提案というか、考え方を申し上げたいと思います。 

 今、生産者団体が自主的に行っております畑作物の作付指標、つまりガイドラインな

るもの、これを着実に達成することを前提に、直接支払いという制度の支払いの仕組み

をしてはいかがかと。それも、クロスコンプライアンスという仕組みをそこに内蔵させ

てはいかがかなと思います。畑作物の持続可能な生産の取り組みということをインセン

ティブする場合に、地域の実態に沿った、いわゆる適切な輪作計画の遵守ができるルー

ルづくりというものが必要となってくるのではないかと思っております。 

 この適切な輪作計画というものをどのように定めるかという場合に、適切な輪作計画

というのは、北海道の畑作についてきちっとご説明しなければなりませんけれど、基本

的に輪作というのは原則４年輪作ということでございます。その中に、野菜あるいは休

閑緑肥といった畑作物以外の作物も含めて、それを１つの輪作計画と位置づけてはいか

がかと。 

 例えば、１つの輪作作物の作付上限率を３割以内に設定するといった、そういうルー

ルをつくってそれを遵守するという仕組みが必要ではないかなと思っております。その

場合に、中央政府と地方政府という位置づけの中で、地方自治体がその計画を樹立して

認定するという役割を果たすべきではないかなと思っております。需要に即した生産の

確保措置として、こういう仕組みを考えて頂ければなと思います。 

 もう１つ、モラルハザードを起こさない仕組みということで議論がされておりまし

た。このことについては、現行の品目別の価格に合わせて仕組まれております、いわゆ

る品質向上対策というものですが、品目別にもそういう制度がございます。新しい品目

横断の制度の中にプレミアムの部分のルールを改善して、その要件を充足する生産者に

支払うという方法がとれないのか。つまり、努力した生産者に報いる仕組みといった制

度がとれないのかということでございます。 

 それから、一番最初に質問いたしました、原料作物とそれを加工するという問題の、

特に加工に向けた制度の新たな取り組みをするという整理がされております。加工段階



も含めた政策体系の見直しをすると記載されている、この具体的なイメージをどうも私

ははっきりまだ捉えることができません。従って、次の機会が大きな議論になると思い

ますが、お持ちになっているイメージを明確にして頂きたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。最初に安髙委員からもう尐し見解を伺い

たいという点がございました。それから、今の西山委員の加工に関する施策の具体的な

イメージ、この２つの点について事務局からお答えを頂きたいと思います。  

○皆川企画評価課長  まず、品目横断に関しては、若干即物的な形でお金の観点とい

うのが前に立ち過ぎていて、農政理念としていかがなのかということのお問いかけだと

思います。そういう意味で、もう尐し農政理念・農政哲学との関係でどう整理するかと

いうことをご説明した方がいいのだと思います。 

 私どもとしましては、品目横断的政策というものが、品目ごとに乗せていたものから、

経営に関する相対的な支援策というものに切り替えるということなのですが、その背景

としては、今の食料・農業・農村基本法の中にも、長期にわたって様々な市場ニーズな

りを経営が捉えて、それに対して極力経営の自由度というものを上げていきながら、経

営判断というものを重視した形に転換していってもらうという、大きな方向性があるわ

けです。 

 それには、１つには、品目ごとにシグナルを尐しグラデーションをつけながらつけて

いく。品目ごとの支持の高さなり何なりというものがそれぞれごとの事情で決まってい

て、ということは経営判断に関する市場シグナルなりを歪めている面もあるのではない

か。それが品目の需給ミスマッチのような状況も一部ではあると。そういう意味では、

極力経営が市場のシグナルというものを直接みて判断するという方向への大きな転換

の一歩ではあると思います。価格ということではなくて。 

 ただ、その際にもう１つ大事な点は、とは言いながらも、日本の農業というのは非常



に狭小な土地条件の中で展開されてきているという意味で、国境をどのように保つの

か、さらには国境プラス政策でそういった土地利用型農業なりをどう維持していくのか

という観点もあるわけで、そういう意味で、国内的な価格支持というものを国境の観点

というものの見直しの中で、土地利用型農業をどのように政策で保っていくかという観

点も併せて、今回の品目横断的政策への転換ということをご提案しているということか

と思います。 

 そういう意味で、先ほど山田委員からも出ましたが、特に高関税品目に関する国境と

いうものをどのように考えるのかということと分かちがたく議論は結びついてくるも

のではないかと思います。 

 それから、西山委員から、品目横断的政策に関するモラルハザードの発生ですとか、

品目ごとにやっていた品質向上関係の施策というものがその中でどのようになってい

くのかということで、１つのご提案もあったわけですが、一方で考えなければいけない

ことは、国際規律自体も、ＷＴＯ交渉等々で国内支持に関する施策についてより制約を

加えていこうという方向が出ておりますので、その中で私どもの意図とすれば、極力国

際的な面で安定した制度、言ってみますと、ＷＴＯ協定上の今の整理でいえば、「緑の

政策」というものに極力転換していきたいということも申し上げているわけですが、そ

ういう中で、一方で、「緑の政策」というものの典型概念は、あまり当年産の生産とリ

ンクしていないということが大きなキーになっておりますので、その点、「緑の政策」

を追求していくということと、その中で何ができるのかということは、そこの部分はか

なりデリケートな問題もあるのではないかとも思っておりまして、ご提案はご提案とし

てまたいろいろと考えさせて頂きたいと思います。 

 また、４月下旬位からのこれからの議論として、もう尐し具体的なイメージが湧くも

のを出させて頂く中で、そういう点についてどう考えるかということもお示しさせて頂

きたいと思っております。  



○染生産局審議官  ビート・てん菜等の加工原料の問題ということでご提案があった

わけでございますが、市場の需要に即した生産を行うという意味では、加工原料という

のはなかなかその辺が反映されがたいという点があるので、それをどうしていくのかと

いう問題になるわけであります。ただ、一方で、麦や大豆などにつきましては、現在の

基本法ができた以降に、農家の支援というものと市場による価格形成を切り離すという

ことで、なるべく市場原理に基づいた生産が行われるような体制に変えてきたというと

ころにあるわけでありますが、まだまだご指摘のビート・てん菜についてはそうはなっ

ていないという状況にあるわけであります。 

 では、それをどのように市場原理に基づいた、あるいは需要に即した生産を行ってい

くようにしていくのかを考えますと、今回検討しております品目横断的政策の中に、そ

のような機能を持たせるようなことが可能なのかどうなのかということも、１つの考え

方として検討しなければいけない問題ではないかと考えております。 

 ただ、一方で、北海道辺りの大規模輪作体系をやっているという現状を考えますと、

それが現在におきましても、北海道あるいは農業団体の主導型で、いわゆる作付手法ガ

イドラインというものを設けながら、きちっとした輪作体系をやっていこうという流れ

もできているわけでございますので、その辺を場合によりますと新しい対策の中にうま

く組み込むことが可能ならば、そのようなアイデアもちょうだいしながら検討ができる

のかなとも考えておる次第でございます。  

○生源寺部会長  西山委員は必ずしもご満足頂いていないのではないかと思ってお

ります。今、加工に対する施策として具体的にどういうイメージがあるかということだ

ったかと思いますので、後日で結構でございますので、この点、よろしくお願いいたし

ます。 

 また、ご回答はなるべく簡潔にお願いできればありがたいと思います。  



○立花専門委員  安髙さんから、なぜ品目横断なのか、いきなり金というのは如何か

という問題提起がありました。それは恐らく、なぜ品目横断なのかという議論がそもそ

もこの論点からたまたま抜けてしまっているから、そういうご議論につながるのだと思

います。そうなると、この１枚目の基本的な考え方のところに恐らくさかのぼってくる

のだろうと思うのです。こういった大改革を進めるには、迂遠のようですけれど、惰性

に流れ、あるいは過去にとらわれがちな我々の意識をどう変えていくかということが非

常に大事だろうと私は思っています。 

 その意味では、ご案内のとおり、後継ぎが１人もいないという集落がもはや全国津々

浦々常態化しつつあるということを考えますと、事態をこのまま放置すれば国内農業は

全面的に崩壊しかねないという、ある意味ではそういう危機感を農業者のみならず国民

全体で共有していくという問題意識が必要でしょうし、幸いなことに、今、農業界の中

でも、改革をできればスピードアップしたいという動きもいろいろ出つつあるというこ

とだとすれば、そういった農業界の取り組みを国民全体で支援していく。そういう一環

としてこの問題を考えるという議論があれば、安髙さんのいきなり品目横断、金という

のは如何かという議論をつなぐことになるのではないかなという感じがいたしました。  

○森本専門委員  私はこの話ではなくて、今、皆川課長から品目横断のご説明があっ

たわけですが、「緑の政策」という言葉を使われますけれど、この中でどれだけの人が

その「緑の政策」という言葉を知っているのかということが疑問なんです。いつも言う

んですが。「黄色の政策」とか「緑の政策」とか言いますけれど、当然、農水省の方々

はわかっている。ただ、「緑の政策」というものがＷＴＯの国際規律の中でどういう意

味合いがあるのかということがわかっていないと思うのです。その辺をもう尐し丁寧に

説明して頂きたい。 

 最初の会議のときに私は、ＷＴＯの用語集なりを、全中の方にありましたので、全中

の方にあったら持ってこいと言ったのですが、それは農水省がやることなのでと言われ



ているわけですけれど、その辺の説明をもう尐しちゃんとしなければ、何が緑で何が黄

色なのか、色はわかっても内容はわからないんですよ（笑声）。僕達だって、今まで農

政をやってきて初めてわかっているので、普通にそのことがわかっている一般の国民な

んているわけありません。そこがわからないのに、品目横断の話がこの中でできるわけ

がないと僕は思っております。  

○生源寺部会長  今の点につきましては、役所の方にもいろいろ工夫して頂く、今日

の「用語集」もそうですが、同時に、これは私も含めてでございますけれども、非常に

重要な課題を検討し、とりまとめをしていくこの部会でございますので、委員の皆さん

にも相当勉強して頂きたい。この点も申し添えておきたいと思います。  

○坂本専門委員  品目横断的政策についてですが、私は今回、品目横断的政策に転換

せざるを得ないというこの提案は、時宜を得た方向として賛成です。私も 40年、農業

の現場で歩んできたわけですが、みんなに平等に政策が行き渡り、みんな喜んで「よか

ったね」となれば、農林省であろうと我々であろうと、それはみんなの気持ちだろうと

思います。そういうことで今日までずっとやってきたと思うんです。 

 品目や面積単位をもとに政策を打てば広く農業者に届くということですが、現実、こ

こまで農業情勢が数字的にも実態的にも問題を起こしてきたという事実を、我々国民は

真剣に受けとめなければならない。一方では税金の使い過ぎだよと言い、一方ではみん

なに平等に配れと言う。これをずっと続けていて本当に日本の農業はいいのだろうかと

いうのが、私達プロ農業者だけではないかもしれませんが、農業に関わった者として今

非常に危惧しているわけです。 

 例えば、村では多数決の中でこういう判断が働くんです。10ａ５万円の支援をしまし

ょうという政策単位にしますと、兹業農家もホビー農業も含めて、１haで 50 万円の支

援が頂けますね。ところが、プロ農業者として、 100ha はちょっとオーバーかもしれ



ませんが、50ha 経営をするとして 10ａ５万円支援を頂くとするならば、 2,500 万円の

お金がもらえると。「あいつら、大変いいことしてるな」という判断になるんですよ。

兹業農家の方は農外収入で 1,000万円とプラスアルファーの農地、それも支援がある

わけですし、この 50haで 2,500万円と１haで 50万円というのは全く平等の政策なん

ですよね。 

 ところが、あたかも 2,500 万円もらっているのは特別いいことをしているのではな

いかという判断が働いてきたわけです。これはここで真剣に受けとめた中で、品目とか

単位当たりの支援政策というものをこの辺で見直していかないといけない時代が来た

と思います。ただし、国民合意で、いくら農政にお金を使っても良い、食料安全保障だ

という発想になれば、それはどなたも助かることだろうと思いますがそうはいかないと

思います。従って、この品目横断は勇気を持って推進すべきです。最近、事務局からの

意見等、トーンがちょっと落ちたような気もしますので、これはきちっと見直しを進め

ないと、今後に禍根を残していくのではないかと思います。これは意見です。お答えは

要りません。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他に、品目横断的政策への転換についてのご意見はございますでしょうか。 

 もしなければ、後ほど何かアイデアが浮かんだということであればご発言頂いて結構

かと思います。これまでのところで事務局から何かございますか。特にございませんね。 

 それでは、引き続きまして、農業環境あるいは地域資源の保全というテーマについて

のご議論も頂ければありがたいと思います。  

○立花専門委員  私は説明が下手で誤解されたのかもしれませんけれど、論点の７ペ

ージのところに、「・」の５番目と６番目に私の問題提起とそれに対する反対の議論が

あったのですけれど、私の説明が不十分だったので誤解を正しておきたいと思います。 



 コストダウンあるいは生産性の向上を図る上で、日本農業の心臓部ともいうべき平場

地帯を中心に、できれば農地を団地化して大区画のほ場にする必要があると思います。

その場合に当然水管理が非常に大事になってくるわけで、かてて加えて、湿田の多い日

本の土地条件の中で、水はけの悪いところに麦なり大豆をつくれというのはしょせん無

理な話なので、その後の排水管理が非常に大事になってくるということを何回も聞かさ

れるわけです。 

 それで、先進の農業地帯でもそうですけれど、末端の用排水の施設を地下に埋めて、

縦方向・横方向の組み合わせ暗渠を使って、暗渠といっても穴の空いている数センチの

パイプですが、そういう地下かんがい、地下排水という先進技術も導入されているわけ

で、そうした技術を通じて水管理・用排水管理に関わる肉体労働から解放したいという

ことのために私は申し上げたので、これに対して、「農業用水を暗渠化するという話も

あったが、絶対反対」だという議論がその後ろに出ていますけれど、この暗渠化という

のは、都会のどぶ川的なものをコンクリート詰めにして地下に埋設するという意味では

なくて、まさに水を入れれば水田になるし、水を引けば畑になる、水陸両用の非常に高

水準の基盤整備に関連して申し上げているわけで、この用排水の地下化、パイプ化とい

うのは食料安全保障の面からも非常に大事な課題なので、この暗渠化というイメージ

を、ぜひ都会のどぶ川の暗渠とは同じイメージで捉えないで頂きたいということをご理

解頂きたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。今の点につきましては、農村振興局から

補足的にご説明を頂いた方がいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○中條農村振興局次長  ７ページの５番目の「・」ですか。今のお話でございますが、

実際に進んだ地域について申しますと、大区画のほ場を整備すると同時に、今、立花委

員がご指摘のように、用排水を地下化して、ほ場の１区画当たりの面積を大きくして効



率のいい営農をされているところがございます。そういう流れで近年やってきたわけで

ありますが、これは現在もその方向でやっている部分もございます。 

 他方で、こういうせっかく地域を潤す農業用水で、それは農業用の目的だけではなく、

地域の生活に密着して、例えば農産物をそこで洗うとか、そこで新たな生態系の調査を

されるとか、そういう多面的な役割を持っているわけでありますから、せっかくの用水

ですので、地下に埋設することも効率上有利ではありますけれど、他方で、地域の住民

にとってみて、せっかくある用水は表面に出して、みんながそれを享受できるようなこ

ともお願いしたいという、そういう要望も片方で非常に強い要望として上がってきてお

りまして、こういう流れを受けて、平成 13年でございますが、私どもの事業では土地

改良法の改正もいたしまして、環境への配慮ということをうたったわけであります。 

 ここは各地域々々の、環境への配慮をどれだけ行えるかということを地域の声として

受けとめてやっていくところではないかと思っておりまして、まさにそれは地域の意向

に沿った対策ということで私どもは考えております。ただ、全体の流れとしましては、

今ほど申しましたように、せっかくこれまでの長い歴史の中で守られてきた農業用水等

でありますので、ぜひそれは地域の用水としてこれからも維持してほしいという声がだ

んだん高まりつつございますので、こういった声も私どもは重視してやっていきたいと

思っております。 

 また、一番末端のほ場の中につきましては、まさに立花委員のおっしゃるとおり、こ

れは工夫の世界かと思います。  

○立花専門委員  ですから、その話は恐らく両立するのだろうと思います。決して矛

盾することを私は申し上げているのではないと思います。農業のイノベーションという

観点をぜひ大事にして頂きたいということを私は申し上げたいわけです。  

○中條農村振興局次長  私どもも全く同感でございます。  



○生源寺部会長  ほ場の中の暗渠、排水路とか、ここもなかなか難しい用語があって

恐縮でございますけれど。  

○坂本専門委員  今ご答弁がありましたけれど、立花委員のお気持ちはよくわかるの

ですが、我々は村で農地を管理し基盤整備されて、用水については地域合意の中で、地

下・暗渠化というのはいいのですが、排水については地下・暗渠化を絶対やったらいけ

ません。日本は台風が来ます。時間雤量 80ミリの雤が降るということが村でどれだけ

の問題を起こしているか。これは環境問題になりますけれど、私は我が国の中山間地域

は都市の里山と思っています。これは国土交通省の皆さんには異議があるかもしれませ

んが、排水については地下埋設は絶対に日本では危険です。土砂流出の元になってしま

う。膨大な雤が降りますから、その排水を地下に入れるというのはよほどの投資をして、

東京でやっていらっしゃるような工事しかない。そんなものを農村でやったところで経

営的に成り立ちません。時間雤量 80ミリというのを皆さん体験してください、大変な

ものですよ。排水は絶対に地下埋設はすべきではないと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。用水路・排水路の話が出ておりますが、

その他のことでも結構です。  

○永石臨時委員  この農業の環境問題につきましては、例えば我が福島県でも、猪苗

代湖あるいは裏磐梯の湖沼の条例をつくりまして、水の浄化を永年的に保とうというこ

とで進めているわけです。県全体でも環境条例をまたつくりましたけれど。その中の農

業部門だということで、例えば、猪苗代湖を湖岸とする猪苗代町、会津若松市、郡山市

が周りにあるわけですが、その中で、今、農水省でやっている持続型農業を水田は全部

定着させようと。その中に特に環境問題で問題になってきているのは、窒素・リンもあ

りますけれど、例えば、猪苗代湖は稲わらが排水に流れて湖岸に、特にあそこの水は酸



性なものですから、なかなか分解しないで堆積する。そういう問題も現実に起きている

わけです。 

 従って、環境問題で考えたときに、農業の部門で今環境に優しい農業・持続型農業を

進めておりますが、そういう生産部分でどう負荷をかけないかという１つの議論を積極

的に進める方向で何とかできないのかなと。水路の問題につきましては、現在、土地改

良区がありますので、これらをうまく使って、大規模農家だけでは水路管理はできませ

んので、土地改良区を含めた地域全体の水利や水路の維持管理をどう進めていくか。こ

ういう方向の支援の仕方があるのではないかなと考えております。 

 従いまして、もう１つは、最近できました環境三法の中の家畜排せつ物の適正処理に

関する法律で、今年度の 10月で期限が来ますけれど、そういう中で、今、生産と私は

申しましたけれど、バイオマスなどの資源循環型農業をどう進めるのかなと。畜産農家

が堆肥をつくるのはいいんですが、それが耕種農家に伝わって循環がうまくいかない

と、循環型農業につながらないわけですよね。そういう一連の仕組みを日本の農業とし

てつくり上げるのだという形での支援の仕方があるのではないかなと考えております。 

 特に堆肥の循環をするために今一番困っているのは、堆肥を運搬することと散布のシ

ステムがなかなかとれない。つまり、農家の構造が重複していますから、いろいろな形

ですから、ほ場へ堆肥を還元する仕組みをどうつくるのかなと。県では今それも助成を

してモデル的に進めようとはしていますが、全体として地域を捉えて日本農業をそうい

う資源型・循環型に利用していくのだと。そういう環境論というのを農業は持っている

のではないかなと思っております。 

 従いまして、先ほど稲わらを申しましたけれど、代かきのときには水を尐なくして代

をかくとか、できるだけ秋耕いをして稲わらをまず全部すき込むとか、そういういろい

ろな工夫でかなり環境負荷の軽減が技術的に可能なものですから、そういう仕組みをど

うつくり上げていくかなと。それに対して行政として何ができるのだと。こういう議論

も進めて頂きたいなと思っております。  



○豊田委員  今のご意見に関連いたしまして、今回の資料２の国民からの主な意見の

農業資源・環境政策に関わる 11ページに、これは福井県の 40代の方でございますけれ

ど、非常に興味深いご意見が出ておりますので、私はマーカーを引いて読んだのですが、

農業の多面的機能に対して応分の直接支払いをしていくのはどうかということで、今、

永石委員がご指摘のように、「環境に負荷を与える事象に課税し、環境を改善する事象

に補助を出す。例えば炭素税をとって……」と続いております。 

 この点に関して今回余り検討してこなかったのではないかなということで、この意見

を私どもはどう考えたらいいか。実は炭素税というのはフィンランドが最初に入れまし

て、オランダが入れまして、現在、イギリス、イタリア、ドイツと、ＥＵ主要国ではも

う既に環境税という形で導入しております。これを日本でどうしたらいいのかというの

は、私はこの間ずっと考えてきておりましたが、実はオランダの環境税には、環境税と

リンクしまして、環境自主協定（コベラント）というものを、政府と生産者やその団体

が結んでおります。 

 それは、環境評価協約、エネルギー評価協約、地域組織協約という３つの内容から成

っております。 

 環境評価協約というのは、農薬や肥料に関する削減目標を設定して、それが実現して

いるかどうかという報告も行うという協定でございます。 

 それから、エネルギー評価協約というのは、循環農業にとっては投入財と同時にエネ

ルギーの問題が非常に重要になっているということで、エネルギーの節約、代替エネル

ギー、再生可能エネルギー、バイオマスの利用、これも目標を定めてそれを報告する。 

 そして、地域組織協約というのは、土地の再整備ですとか流動化といった地域に関わ

る開発計画を取り扱う。 

 こういう３つの大まかな農業・環境資源に関わる包括的な協定を政府と生産者あるい

は団体が結びまして、その成果の実現度に応じて環境税の減免措置を行っていく。つま

り、先ほどコンプライアンスのお話が出ましたけれど、環境税を導入するに当たってそ



ういう特例措置を行うためには、法令遵守がどうなっているのかという保障が必要です

ので、これは 80年代に既に始まっていまして、89年の国家環境政策計画（ＮＥＰＰ）

で正式に政策のターゲットグループになっているわけでございます。つまり、環境税が

入る前に既に地域レベルで環境・資源保全に関わる協定を結んでいるんですね。それが

あって環境税というのは有効に機能していく。 

 オランダというのは、施設園芸等で、決して大規模な国ではなくて、国土としては日

本と似ている面がございますが、そういう経験というのを我が国でどうやって入れてい

くのか。その辺のバイオマス総合戦略にはまだ経済政策がどうも伴っていないと。つま

り、今ご指摘のように、バイオマスというのは非常に広く薄く存在して収集コストがか

かるわけですので、それを網をかけて地域全体としてそこにバイオマス振興に意識を転

換する、あるいはそこから得られる新エネルギーの開発と利用をどのように誘導してい

くか、それが既存の石油エネルギーに対して市場でどう評価されていくか、市場の中で

どう定着していくか。 

 そういったことについてのプログラムを用意しておきませんと、日本政府が農業の多

面的機能を幾ら主張しても、それを裏づけている国内政策として、環境税はどうなのか、

農業に環境負荷を与える点に関する政策はどうなのかということを、今、国際社会では

自由に論議し議論している状況ですので、そういう農業・環境政策の経済手法について、

もう尐しここで今のようなお話を生かせるようなものを考えていく必要があるのでは

ないかと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 第１ラウンドの議論の中で、事務局からいろいろな素材を提供して頂いているわけで

ございますが、農業環境政策についてはややボリュームも小さかったと皆さんご記憶か

と思います。その点もございますので、今の農業と環境の問題に関する政策についての

ご意見なりがあれば非常にありがたいと思います。もちろん、その他のことでも結構で



ございます。  

○八木会長  今日は時間がありそうですので、私も委員の１人として発言させて頂き

たいと思います。 

 地域資源保全の農業用水に関してでございますが、農業用水を地域の用水として維持

管理をする、そのための地域の共同活動が基本である、こういう方向が出されているわ

けですが、１つは地域のエリアをどう設定するかという問題があるのだと思います。従

来の集落ということでいいのか、あるいは旧村単位のようなものなのか、市町村か、あ

るいは土地改良区かと。それは地域によって違うと思いますが、その辺りをどう考える

かという論点があるのだろうと思います。 

 それから、方式についてですが、地域住民の方の参加というのは多分前提として考え

ていかざるを得ないと思いますけれど、その場合の参加の仕方が、ボランタリーな団体

のような参加の仕方もあると思いますし、また、集落なり地域でのある種の協定のよう

なものを前提としたものがあると思います。あるいは、土地改良区と地域住民との契約

といった類のものも多分あるのだろうと思います。 

 それから、もう１つ、これは日本の例ではありませんが、カリフォルニアに日本の土

地改良区のモデルになったかんがい区（イリゲーション・ディストリクト）というのが

ありますが、もう１つ、用水区（ウォーター・ディストリクト）というのがございまし

て、これは農地の所有者だけではなくて、エリア全体の地域住民も参加してそういう用

水区を設立して、そのエリア全体の用水を、農業用水の目的だけではない用水も維持管

理をするという、そういう仕組みもございます。 

 具体的には多様な方式があるのだろうと思いますが、そうしたことも含めて検討して

みたらいかがかと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 



 その他にいかがでございましょうか。  

○杉本臨時委員  今ほどのお話ですが、日本の国の市町村、とりわけ過疎といわれる

ような町、あるいは１万人以下の町村が、国土の大体７割の土地を自治体が持っている

んですね。しかし人口は約２割です。こういう状態で環境や水路などを守ろうとするこ

とは、誠に厳しいことなのです。そして、水を守ったり土をつくったりすることはそう

簡単にできるものではありませんし、かなりのコストが必要なのです。いろいろな意見

を聞いていますと、農村側は金を食っているみたいな、国政の場では地方が金を食って

いるみたいなことばかりおっしゃっておりますが、今このような状況下で、文化を守れ、

安全な食料を安価に提供しなさい、環境もきれいに守りなさいということは、私は、現

実は大変厳しい状態にあると思っております。 

 また、今、食料自給率は 40％だと言われております。その年間の農水産物生産量は

金額で大体 12兆 4,000億円だと私は聞いておりますが、台所から出てくる生ごみの

36％が食べ残しだそうです。それを金額に換算しますと 11兆 1,000 億円だそうでござ

います。このような状況下で食料をきちんとつくれだとか、安価で安心して食べられる

ものをつくれという消費者の皆さんも、何かおかしいのではないかと思っております。 

 かと思えば、反面、何万キロも離れたところからマグロやキャビアだなどを買い求め

て、グルメだとおっしゃったり、いろいろ高価なものを食べる消費者もいっぱいいるわ

けでありますから、ここらの考え方を日本の国民として今一度頭の中を改造しなければ

ならないと思います。農林水産省だけではございませんで、我々自治体も考えなければ

いけませんが、全国民が一緒になって考えることを始めないと、食料も、環境も、農業

も新しい方向に向かわないのではないかと思っております。 

 この審議会でもいろいろとお話が出ておりますけれど、何かしら大切なものを皆様方

の議論や心の中・頭の中で見失っていらっしゃるのではないかと思っております。この

ようなままでは農業も農村も崩壊の一途をたどるしかないと私は思います。この間も消



費者の皆さんがどういう活動をしていいのかということをおっしゃっていましたけれ

ど、国産を国消する活動を広げて頂きたい意味で農業者団体も消費者の皆さんもそうい

う動きをして頂かない限り、農村を守りましょう、あるいは農業者を守りましょうと言

っても、それはもう危機的な状況だということを皆さんにご理解を頂きたいと思いま

す。  

○大庭委員  資料１－１の５ページの上から３行目ですが、「食料はいくらでも輸入

できるが、環境は輸入できず」と書いてあります。確かに環境は輸入することはできま

せん。それでは、食料は幾らでも輸入できるのかと。私は、近い将来、必ず輸入ができ

ない時期が来ると思います。だから、農業というものが非常に大事なんですね。私は、

食は命だと。命、イコール農業だと思います。パソコンや環境では命は続けることはで

きません。どうかこの「食料はいくらでも輸入できる」という発想を変えてもらいたい。

輸入できないというときのことを考えて、真剣に農業に取り組んでほしいと思います。

これは私の個人的な意見です。  

○長谷川委員  今、杉本委員から、消費者は何を考えているのだというお話がありま

したけれど、確かにそうだなと私も思います。資料２の「農政改革に対する国民からの

主な意見・提案」にある皆さんのご意見を伺っておりますと、かなり両極に分かれてい

るなという印象を持ちました。安いものを提供するべきだというご意見と、高くても付

加価値のあるものが欲しいというご意見と両方あって、それをどうバランスするのかが

ここの審議会の腕の見せ所なのかなとも思わないではないのですが、非常に難しい問題

で、先ほどの地下水の問題にちょっと言及させて頂きますが、私もわかってはいますが、

でも、反対と言いたかった、というところがあります。 

 それから、ほ場内であればそういうこともあるのかなと思いますが、今、下水道の方

でも、「見える下水道」と言われているんですね。それはなぜかというと、排水口から



入って自分の見えない世界に行ってしまったら、人は無関心になってしまう。だから、

できるだけ見せていこう、いろいろなことを見せようという方向に来ております。そう

いう意味では、できるだけみんなで見て、用水路が汚れたとか、そういうことに関心を

持つことによって参加意識が出るということもありますので、その方向に持っていきた

いなというのが私の率直な意見です。 

 それにつきましては、あちこちでご意見が出ておりますように、農村の方だけでやれ

ないというお話もたくさん伺いました。もちろんそうであろうと。そういうときに、Ｎ

ＰＯ等を活用して頂くことが必要であろうと思います。 

 もう１つ、森本委員からテクニカルタームのお話がありましたが、ああ、私のために

言ってくださっているなと思ったのですけれど（笑声）、私も初めて「緑の政策」とい

うのを聞いて、「えっ、これは何だ」と思いまして、「ああ、こういうことか」と一応

思ったのですけれど、この審議会の中では、もちろん先生がおっしゃいますようにお勉

強をしてきちんとした意見を言わなければいけないと思いますが、やはりこれは一般国

民の方にお示しするものと理解すれば、技術用語を使って言ってしまえば３秒で済むの

かもしれませんが、３分かけてもやはり皆さんにわかって頂いて、そしてご支援を頂く

ような政策にしなければいけないと思いますので、その辺りのところはぜひ丁寧な解説

が必要であるという意見に私も賛成いたします。  

○杉本臨時委員  さっき言い忘れたので。ひがみっぽく聞こえて大変申し訳ないと思

いますが、農村は都会の下請でもありませんし、農業は企業の皆さんの下請ではないの

で、この間のＦＴＡのことなどをみましても、利益をこうむる側もあるわけですから、

そこで農林水産省にお願いしたいのは、食糧などの輸入関税は農林水産省の特定財源に

して頂いて、精いっぱいその財源を生産者と消費者に向けるというようなことを考えて

は頂けませんか。 

 それから、環境の問題は大切だという国民の認識があるなら、国民はやはり応分の負



担は農村側とか農業にすべきです。そういうことをしてあげないとやっていけないし、

日本を守ってはいけないと思いますので、よろしくお願いします。  

○森本専門委員  熊本は地下水が結構有名なんです。それで、ソニーが会社を建てま

して、水を使うと。だから、ソニーが、冬場上流部に水を張ることにお金を出すんです。

そして、自分達も水を使わせてもらっているという気持ちを持って、それは環境を守っ

ている面も当然ありますから、自分達も地下水の還元に対して協力していきたいという

ことで、お金を出しているんですね。そういう会社が今、２社か３社位あるんです。山

にお金を入れて、地下水保全に協力したいというのが事例的にあるんです。私は、そう

いうことがこれから先は必要になってくるのではないかと思います。 

 ある熊本の地域住民の方が、熊本は地下水がすごくおいしいのだから、逆に水道料金

に尐し環境税みたいなものをかけろと。そして、それを還元するような形をとったらど

うかという人もいたんです。それは受け入れられる、受け入れられないというのは別の

話として、なるほど、確かにおもしろいなと。水も空気もみんなただなんだという発想

ではなくて、そこには何らかの条件があって初めて発生しているのだということを考え

れば、言い方は悪いですけれど、これは行政だけがやらなければならない問題でもない

し、農業がやらなければならない問題でもない。 

 私達も、下流部の人達のことを考えて田んぼをつくっているわけではないんですよ

ね。自分が生活するためにお米をつくっているわけであって、その結果が治水にもなっ

ているし、地下水の保全にもつながっているというだけで、最初からそれを意識して、

私などもあぜ草なんて伐っていないんですよ。結局は自分のために伐っているんです。

その辺のところがごっちゃになってしまいますと、何となくわけのわからない世界にな

ってしまうので、仕事としてやっている部分と環境としてやっている部分の話は、これ

から先も切り離すべきところはちゃんと切り離さなければならないし、整合性のある部

分であればくっつけて考えなければならない話も当然出てくるのかなと思います。  



○平野委員  この「用語集」をつくって頂きまして、ありがとうございます。それぞ

れすべて資料は貴重だと思いますが、私達が一番欲しかったのはもしかしてこれではな

いかと思いました。実は私は今まで用語でわからないことがあると、勇気を持って恐る

恐るお役所の方にお聞きしたりしていたんです。きっと心の中で「こんなこともわから

ないのか」と思われているんじゃないかと、ビクビクしながらお聞きしたこともありま

したが、この「用語集」があることにより、事前の準備がもう尐しできるのではないか

と思ったりします。 

 「土地改良区」というのが、渋谷区、港区、千代田区というようなエリアのことじゃ

なくて（笑声）、組織のことを指すということは、農村地域の方は一般の方もよくご存

じなのですが、かつて私もそれを知らなくて、私だけが知らないのかと思っておりまし

たら、都市部に住む人はご存じない方が多かったんです。さらにそれに「水土里ネット」

という愛称がついたことも、これから多くの人に知って頂くためにも、この「用語集」

が役立つと思います。 

 そして、この「用語集」の解説はとても見やすくて、辞書としてもいいのではないか

と思いました。また、定義として客観的に書かれていることはすばらしいと思ったんで

す。その中で、例えば５ページのさ行の１番目の「集落」はとてもわかりやすく書いて

あると思いました。「冠婚葬祭その他生活面にまで及ぶ密接な結び付きのもと」と、こ

の１行が入っていることで、冠婚葬祭、あっ、そういえば集落というのはそういう結び

つきが強いなと。様々な慣習が形成されている具体例として出てきて、パッとイメージ

が浮かぶように書かれていると思い、これはとてもすばらしい解説だと思いました。 

 ただ、このずっと下のた行の１番目の「棚田」ですが、これは確かにこういう定義な

のでしょうけれど、私の記憶では、棚田というのは日本の美しい景観としてよく挙がる

場所になるのではないかと思うのですが、この解説を見ますと、「傾斜地に立地する水

田で多くは未整備で、不整形。田面が水平で棚状に見えることから、こう呼ばれる」と

あります。これだと、もしかしたら、知らない人が「棚田」を引いたときに、言葉だけ



で見ると、美しい場所であるというイメージが浮かばないのではないかという気がした

んです。そこで、これは損得勘定でいっても損ではないかなと思ったんです。 

 こういった解説として、もちろん客観的に定義を書くことは必要だと思いますが、例

えば、それぞれにかつてニュースになるなどしてみんながよく知っている話題があった

ら、しかも、それが意味やイメージに大きな影響の出ないものであれば、ちょっと補足

的につけた方がいいのではないかと思いました。 

 例えば、この「棚田」であれば、一番最後に「日本の美しい景観として挙げられるこ

とが多い」とか、そんなふうにつけたらいかがかと思います。いずれにしても、こうい

う「用語集」がついていることで、資料なども気持ちを中断せずに読んでいくことがで

きる良さがあって、大変うれしく思いました。 

 それから、先ほどから話題になっている、緑、青、黄色の政策の話ですけれど、黄色

と青については解説をみてすぐわかるし、もちろん緑も解説をみてわかるのですが、た

だ、言葉として、「緑の政策」として表に出ていったときに、緑というと樹木のことを

指す緑もあるものですから、もう１つ何か言葉をつけてみたらどうかなと思ったんで

す。一般に言葉が出回ったときに、人が思い込みで勝手に説明を加えて、伝言ゲームじ

ゃないですけれど、どんどん違う意味に伝わってしまうことがよくあると思います。そ

のうちがせネタみたいに回っていってしまって、「そうだよね。樹木は大切だよね」な

んていう限定された話になりかねないと思います。その辺り、誤解のないような言葉の

出方をするにはどうしたらいいかという意味で、私も何かいい案があったらと思いま

す。恐らく長谷川委員、森本委員がおっしゃったのはそういうことじゃないかと思いま

すが。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。この部会での資料はもちろん公開されて

いるわけでございます。従って、ある意味では国民の皆さんに共有して頂くことのでき

る資料ということで、この「用語集」もまさにそういう性格だと思いますので、その点



も踏まえて改善をお願いできればと思います。  

○横川専門委員  安全で良い食材を、買いやすい価格で安定供給するということが１

つ大もとにあって、いろいろ議論がされていると思います。私の経験では、農家の方に

こうやってほしい、ああやってほしいというお願いをしても、なかなかできなかったこ

とがあります。例えば消毒回数を減らしてくださいと。殺虫・殺菌、土壌改良剤もそう

ですし、抗生物質も使っていますね。これらをなくしてほしいと言ったときに、なくす

ことができないというのです。 

 これを専門の方にお話ししますと、土地に活力がなくなったということをおっしゃ

る。それは過去数十年間、窒素・リン酸カリという化学肥料によって侵された部分もあ

るという言い方をしていますし、あるいは有機肥料の不足から来るということをおっし

ゃる方もいます。熊本などでは天地替えをやっていると聞いたことがあります。地下２

メートル位引っ繰り返しまして、２～３年位休ませて、何万年前かという古い土を持っ

てきて、それに堆肥を入れて活力をつけてものをつくっていくということなんだそうで

す。そういうところに補助をしていくやり方が必要ではないでしょうか。面積の話では

なくて、土地そのものについての考え方を変えていかないと、日本の農業が外に負けて

しまうのだと思います。 

 価格で負けずに質で勝つためには、土の質を良くしない限り、土から産まれる食物は

良くならないんですね。地下にない栄養分は野菜には入ってこないわけです。そういう

意味で、もうちょっと原理原則論のところへ入って物を考えていかないといけない。環

境を良くするということは、ただ見た目の環境とか、ＢＳＥとか鳥インフルエンザとか

といった表面的に出てくる問題だけではないのです。 

 土が元気になると消毒回数は減ります。抗生物質は要りません。つくり方を変えれば

土壌改良剤は要りません。こういうことにどう取り組むかという姿勢が安全づくりにな

っていくわけですね。安全をつくるということは危険をなくすということなのに、実は



危険なことをいっぱいやりながら、口だけで「安全だ、安全だ」と言っているというの

は、どうも時代ずれしているかと思います。土地そのものを良くしていくという考えが

農林省にないとだめだと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 まだご意見はおありだと思いますが、この辺りで次のテーマにも範囲を広げてまいり

たいと思います。「担い手・農地制度」の関連でもご発言があれば、お受けしたいと思

います。これまでの２つのテーマに関連することでももちろん結構でございますので。  

○安髙委員  担い手の経営力を高めていくということが、担い手を育成する、育てる

ということではないかと私は思っています。そういう経営力、マネジメント能力のある

人を育成してくださいと私は言いましたけれど、よく考えたら、いるんじゃないのかと。

そして、経営力というものは、農家が 10人いたら、10人に求めてはいけないのではな

いかと思っています。基本的にマネジメントということにそぐわない人がいる。そうい

う人達にも全部経営力をつけさせようという政策であっていいのか、という疑問を持っ

ています。 

 農村というところも、意外と経営力のある人、マネジメント能力のある人がいらっし

ゃるなと思っています。ところが、その人が表に出れない。抜きん出る者を認めないと

いうか、出る杭を打つというか、そういうところがあって、これは稲作文化が持ってい

た部分かなと。狩猟農業なら、みんなが右へ行ったら私は左へ行くということですが、

農耕の中で特に稲作というと、みんなが水を引くときに一緒に水を引く、私だけ違うよ

というのはそぐわない。そういう文化・風習が千年以上にわたって続いてきた。そんな

みんなが横並びのところで、横並びでない、競争力のある農業をということで言い出し、

担い手という問題になってきているのかなと思います。 

 ですから、もしかしたら、法人化というか、担い手を育成するということは、農村の



持つメンタルな部分との闘いになるのかなと思っています。ということは、競争力のあ

る農業をつくるということは、もしかしたら農村が持っていた風習、表に出る部分では

教育的な機能とか文化的な機能とか、いろいろな部分の倫理観とか、そういうものを破

壊してしまうのかもしれない。そういう部分があるのではないかと思っています。 

 これをもっと皮肉に捉えるとすると、もう既にそういう機能が失われているなら、こ

れはしゃにむにでも競争力をつけないと農業の意味がなくなってくる。昨日の本審議会

で「15 秒で答えてください」と言ったときに、私は決して冗談で言ったつもりはない

んです。「日本の農業の役割が変わった」、これで私は一言で言えると思うんです。「日

本の社会の環境は変わったけれど、日本の農業の役割は変わっていない」、これも一言

だと思うんです。その最初の一言がどっちに振れるかによって、何をやるべきかが決ま

ってくると思います。 

 日本の農業の役割が変わったのだろうか、社会は変わったけれど変わっていないのだ

ろうか、今は変わっていないけれどこれから 10年後は変わるのだろうか。そこから入

っていかないと、先ほど山田委員がおっしゃったように、農業のイメージが描けないの

ではないか、政策が決まらないのではないか。担い手と農村の役割、そして農業の役割

と考えたときに、そういう感想を持っております。  

○増田委員  私は、これまで農業問題の専門ではなくて、生活情報系のマスコミで仕

事をしてまいりました。この座で議論を伺っていますと、農業の専門家でいらしたり、

農業問題の専門家でいらしたり、専門家による専門家の議論の場で、私はまるでお客様

状態で、ちょっとおしゃべりも控えていたのですが、考えますと、議論が煮詰まってあ

る段階になると、一般的なマスコミにきちんとお伝えをして、一般の消費者の方々にも

理解を深めてもらうことが大切になってくると思います。 

 そこで、先ほどのように勉強不足だと言われてしまえばそうなのですけれど、緑だと

か黄色だとかという一般には交通信号に例えたような印象しか持てず、そっちへ興味が



行ってしまって、意見とか議論の本質から離れたところに関心が浮上してしまうような

気がするのがちょっと気になります。 

 それはなぜかと言いますと、ＷＴＯの緑の政策に合致しておりますからとか、これは

青ですからとか、それでもう終わってしまうと、そこから先は私どもは理解が進めない

んですね。それでも私はいろいろな方に教えて頂いたりしました。ＡＭＳ実績で約束水

準の 19％までにいっていると伺いまして、ならば、この複雑とはいってもよくできて

いる助成、補給金の仕組みを、なぜいじらなければならないのか。 

 しかし、いろいろな制度も仕組みも見直さなければならない時期というのはあるわけ

で、これはやはり意味のある機会として捉えるべきだろうとは思います。他の部会で勉

強させて頂いております加工原料乳の補給金などは、支えていくための良き方策と単純

に私は理解しておりますが、これも担い手確保につながるものでなければならないこと

でしょう。担い手を希望している人々とか支えている人達に対して動揺を与えるもので

あってはいけない。 

 もう１つ、担い手と言った場合に、これはいつも私は申し上げることで恐縮ですが、

女性農業者を真剣に位置づけて、家族経営協定というものをきっちりとうたいたい、と

いうのが私の意見でございます。  

○中村委員  ３点ばかり、これはお願いになるかもわかりませんが、農地制度との関

連で、１つは、耕作者主義について、原則を堅持してほしいという意見を言った経過も

ありますが、これが論点整理のどこかに入っているのか、いないのか。 

 もう１つは、事前規制から事後規制へという問題提起もございまして、これについて

も一定の発言をしてきましたが、論点として入っているのか、落ちているのか。昨日、

農地の関係の会議がありまして、この議論が出ましたときに、ある県から、株式会社の

生産法人が認められてから、ものすごい相談を受けているが、その中身のほとんどは、

産廃業者がうまいことを言って相談に来る。それが今年になってさっぱり来なくなって



しまって、今度はＮＰＯを使って相談に来ているという発言がありまして、これなども

事前規制をやらないと、事後規制では非常に難しいという事例だと思います。従って、

そういうことも検証されてご検討頂きたいと思います。 

 ３つ目は、今、家族経営協定の話が出まして、私もこれについて申し上げましたけれ

ど、論点整理の９ページに農地の相続問題、均分相続の問題がありますが、これは家族

経営協定とも非常に結びつきますし、女性の財産権の問題もありますし、具体的には農

業者年金制度とも関連しております。担い手問題にとってはかなり重要な問題だと思い

ますので、これも改めて検討するべきものではなかろうかなと思います。 

 それから、これは今まで申し上げておりませんでしたが、昨日も会議で出ましたのが、

相続による不在村者の農地の把握が難しいということです。法務局へ行っても、あるい

は市町村の税務局へ行っても、プライバシーの問題もあって困っていますと。これを制

度的に把握できるような方法について検討頂ければと思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。今の論点整理、議論の概要について、事

務局から何かございますか。議論の概要では、耕作者主義云々、あるいは事前規制・事

後規制について、委員がご発言の部分が読み取りにくいということだったと思います

が。  

○企画評価課長  事務局の整理ということですので、議事録自体は公開の中には全部

入っておりますので。その点が不十分ということであれば、次回以降の整理の中ではそ

こをまた明示的に書いていくということかと思います。  

○中村委員  論点にならなければいいんですけれど。  

○生源寺部会長  ここはまず、いろいろ議論して頂いたことについてはなるべく網羅



的に記録するという性格のものだと思いますので。  

○森本専門委員  増田委員の専門的な話はよくわからないという話で、ＡＭＳの 19％

なんていうのは私達以上に詳しいなと（笑声）。ＡＭＳなんていう言葉も普通の人はわ

からないし、19％なんていう数字も私達農業者でも全然わからないような数字で、逆に

私の方が今感心しているような状況でございますが。 

 農地の問題も、私は前から言っているんですが、なぜ優良農地の 480万 ha というも

のが必要なのかということをちゃんと認識して議論をしないと、今、 480万 haという

のは基本的には米は全部は埋められないわけですね。畑作も当然あるわけですが。それ

でも、 480万 haということは、将来の食料安全保障ではないのかなという気がしてい

るんです。 

 今、私達が大豆をつくりますと、ここにおられる皆さんは驚かれるかもしれませんけ

れど、技術料で４万円、とも補償で２万 3,000円、６万 3,000円、それと大豆１俵当

たり 8,500 円というように、いろいろな形でのお金が来ます。しかし、はっきり言え

ば、それをやらないと基本的に農家も取り組めないというのも問題なんですね。それを

もらえないと大豆などに取り組めない。取り組まない人はお米をつくる。そうすると、

お米が過剰になって暴落する。そういう三段論法のようなものが成り立つんですけれ

ど、私達も本来は、お金をもらわなくても大豆をつくる必要があるし、麦をつくる必要

があるし、それで市場原理の中で生活ができれば本当はそれが一番いいというのはわか

っているんです。 

 しかし、実際に私達が農業者として農地を守っていくのに、トマトとかキュウリとか

施設園芸では何町歩というのはまず耕作できないんです。そうすると、大きな区画を守

るということになると、やはり米であり大豆であり麦なんです。そういったものをつく

っていかないと守っていけないんです。逆に言うと、なぜ「守る」という言葉が生まれ

てくるのかということを考えていかないといけない。難しいところはそこなんだろうな



と思います。ですから、優良農地として守っていく、第１次産業的に土地利用型農業と

して生活するためにやっていくのではなくて、「守る」という部分が実際にあるんです。

その辺が、私自身も農業をやっていて、大豆などを植えていますけれど、生産性だけで

物が言えない部分があって、私自身もその中にギャップがあるんです。 

 ですから、これから先は、国民の人達に理解してもらわないと政策というのはできな

いと思っているんです。恐らくお金もそこから発生しないのだろうなと思っています。

ということは、なぜそこにお金を使わなければならないのかなということを国民の方々

にわかって頂けなければならない。そのためには、なぜ食料自給率が 40％ではいけな

いのか、なぜ 480ha の農地を優良農地として確保していかなければならないのか。そ

こがわからないと議論が始まらないんじゃないかなという気が、昔からしているんで

す。 

 ですから、最初の会議の中で私は言ったように、補助金とかという言葉はあまり好き

じゃないんです。ですから、これは国民の将来に対する投資なのだということを１度言

ったことがあるんですが、そういう形で考え方を明確にして、国民の方々にもその辺を

わかって頂かないと、私達も農業をやっていて、「あなた達はいいね、お金をもらって

やれるし」と商売をやっている人達からよく言われることがあって、それを聞いて、な

るほど、ちょっと耳が痛いなとは思うんです。ですから、その辺はこれから本当に変え

ていかなければならないという気持ちは私達生産者も持ってはいます。持ってはいるけ

れども、競争力の中でできない部分も実際にありますので、時間はかかるかもしれませ

んが、国民の方々にその辺のところの理解をちゃんとしてもらう議論をこの場でやって

頂くことが大事ではないかなと思います。  

○坂本専門委員  私の場合は法人ということで、農業はしたいけれども農業の基盤の

ない青年をどう村の農業の担い手に育てていくかということを永遠のテーマとしてや

ってきたわけです。いろいろな経験をいたしました。多くの皆さんから農村の文化をつ



ぶすのではないかという意見があるわけですが、時代は前に動いていくわけですから、

農村地域も新しい文化、新しい村の創造をしていかなければいけない。人間がそこに住

む以上、古いことにこだわっても行き詰まってしまうわけです。 

 森本委員のようなすばらしい担い手が地域にどんどん出てくれれば、農業経営の法人

化なんか要らないんじゃないかと、法人経営をやっている私も思うわけで、法人ありき

ではないと思うのです。しかし、農村の子供達にももう個の確立という教育をしてしま

っているんですよ。だから、家という視点で子供達に跡を取れとか担い手になれと言っ

ても、これはなかなか難しい。農村の子供達に「私はこういう生き方をします」という

主張を我々は教育してきたわけですから、そうした中で担い手というもののあるべき姿

を考えなければならない。 

 また、農村には「掟」があって、文面化していないんです。鎮守様の掃除、水路の掃

除、農道掃除とかとあるんですけれど、その掟を彼ら若者は身勝手と受けとめてしまう

んですね。特に町から来た青年には「ルールを文面化していない、これは一体どういう

ことなのか」という追求を受けるんです。「文面化すれば我々は理解できる」と言うん

です。「文面化せずに今日は日曜日だから出てこいとは何事か」という意見があります。

それから、村の一番いいところで、町の人は「村は親切でいいね」という話になるわけ

です。ところが、村で生活すれば「干渉」と受けとめてしまいます。 

 また、今の高等教育を受けた青年でも、これは文部科学省の話で、今日の会議で言う

意見ではないかもしれませんけれど、３世代同居の家を管理する教育は農村の子供でも

しておりません。「鉛筆とはしを持たせ、勉強しろ、勉強しろ」と農村ほど言って、「町

へ行け」と言ってきたので、そのつけが出ているんですけれど、３世代の家を借家させ

ても管理できないんですよ。５年して家族を持つとできるようになるんですけれど。こ

うした視点を持って考えていくと、これからの農業の法人化は重要な課題と思います。

また、法人化は、増田委員の言われた女性の地位を明確にしてしまうんですね。取締役

なのか役員なのか出資者なのかということで、まさに女性の地位を明確にしてしまいま



す。 

 農村の家族協定というのは私も賛成なのですが、家族農業は長い歴史があって、家族

経営がなぜ農業でうまくいっているかというと、おやじが横暴だからうまくいっている

わけです（笑声）。法人化がなぜ難しいかというと、法の人になるからルールに縛られ

るんです。ここをみんな勘違いしているんです。家族経営ほどわがままな経営はないん

です。血ですから、親子ですから。ここをよく考えて、担い手問題もこれから勇気を持

って、新しい文化、新しい農業、新しい農村というものを創造していかないと、担い手

問題は延々と続くと思います。私が就農したときから担い手問題というものを議論して

おります。ここを真剣に考えて担い手の多様化と政策の明確化を図っていかなければい

けないと思います。これは私の意見です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 かなり幅広い議論になっていると思いますので、このテーマという限定は外して、む

しろ大所高所、あるいは違う視点、あるいは３つの政策の全体を貫くような議論につい

てもお願いしたいと思います。  

○村田専門委員  ここで議論している事柄は、農政の大転換を意味するということ

は、以前私も言った記憶があります。しかもそれが、スピード感を持って実施しなけれ

ばいけないという状況でもある。ところが、今、議論していても、話があっちへ飛んだ

りこっちへ飛んだりしていることからもわかるように、政策転換のイメージというのが

湧かないんです。皆さんの意見を幅広く聞いてこれから考えるというお話ですが、白紙

で議論するというのは民主的であるかのように思いますけれど、反面、言葉はきついで

すが、無責任というふうにも受け取られかねません。 

 行政当局として、複数の具体的な政策案を提示すべき時期にきていると思います。審

議会の議論なんて要らないんだ、行政が決めるのだというのはもちろん横暴です。複数



の具体的な政策案があると、それこそ農政に詳しくない我々委員でも、その案にはこう

いう問題が起きるのではないかとか、こうしたらいいんじゃないかといったアイデアが

出てくると思うのです。 

 例えば、品目横断的政策ということを言いますが、これについて大方の方は賛成とい

うか、異論は尐ないと思いますけれど、それは今まで説明されてきた資料をもとにして

での話でありまして、既に議論が出ている面もありますが、それではプロ農家というの

はどういう農家なのだと言っても、イメージが湧かない。認定農家なのか、そうでない

のか。それから、集落的経営というのをどうするのか。これは避けて通れない議論だと

思いますが、依然としてイメージが湧かない。 

 それから、水田営農とか北海道を中心とした大規模畑作というとイメージは湧きます

けれど、他の大方の農家というのは複数の品目を生産して、しかも家畜を飼っていると

か複合経営もあるわけですね。では、そういう農家は品目横断的政策が実施されたとき

にどういう支援を受けられるのか、受けられないのか。そういうこともイメージが湧か

ない。 

 ですから、品目横断的政策ということが新聞に出ても、農村や農業の現場では、「そ

れは俺のことか、俺のことではないのか」ということ自体もわからないので、議論も高

まらないという現状になっているのだと思います。 

 それから、環境問題ですけれど、これも総論として反対する人はいないと思いますが、

農業農村整備事業が環境に配慮するようにしたということについてご説明がありまし

た。それに異論はないと思いますが、一方で、環境を破壊するような大規模な農業土木

事業がまだ行われているんですね。それでなぜ環境配慮になるのかという素朴な疑問が

国民の間にあるので、それは嘘っぽく聞こえてしまう。 

 それから、環境保全型農業ということで言えば、例えば農薬の使用量を減らすことに

よって減収になるならば、それについて直接支払いをするなど、環境支払いということ

を私は問題提起しました。その採否を政策当局に言えと私は言っているわけではないん



ですけれど、環境支払いということを実施した場合にどういう問題点があるのか、ない

のか。その具体的な姿を見せることはできると思います。実際にもうＥＵでは実施され

ているわけですから。ＥＵと同じことをやれというわけではないし、やるべきでもない

と思いますが、ＥＵではこういう問題が起きているとか、起きていないとか、それを紹

介することは可能だと思います。 

 それから、担い手・農地政策です。参入規制の撤廃と農地転用の規制の強化、その両

方を組み合わせるべきだというのが私の個人的な意見ですが、現実に今、構造改革特区

というのが行われています。先ほど中村さんから産廃業者が押し寄せているという話が

ありましたが、実際はどうなのか。構造改革特区で企業がやっていることについて成功

か失敗か。その判断は、まだ早いかもしれないけれども、実際に今どういう苦労をして

いるのか。これはそう難しくなくこの委員会に資料を提供できると思います。参入規制

の撤廃についても、実施するとどういうふうになるのか。農地転用の規制強化はなぜで

きないのか。もう尐し具体的な、かみ砕いた資料の提出はそう難しい話ではないと思い

ます。 

 １回目の委員会で我々に提供されている「主要３課題についての検討方向と検討に当

たっての留意点」というものがあります。この中の「検討方向」は問題意識を示したも

のでしょうが、右側の「検討に当たっての留意点」というところが一番重要なわけです

ね。結論はこれから審議しながらなのでしょうけれど、選択肢としてああだこうだとい

うことをもう尐し議論の素材として提供して頂いてもいいのではないか。そうしない

と、それこそスピード感を持って実施するということはおぼつかないことになってしま

うのではないか心配をしております。  

○山田臨時委員  村田さんの意見に賛成です。私は今から６点ほど申し上げたいと思

いますが、これが村田さんのおっしゃる政策転換の柱になるのかどうかというのは甚だ

心配でありますが、ともかくこれまで４回の部会でそれぞれの頄目について意見を述べ



てきたことも含めて、繰り返しになりますけれど、申し上げたいと思います。 

 第１点は、先ほども申し上げましたが、我が国農業の将来像のイメージをきちっと一

致させる必要があると思っています。その場合、現行の基本計画で盛り込んでおります

農業構造の展望に基づく地域ごとの多様な営農類型がちゃんとあるわけでありますか

ら、その実現を目指して、その経営の中心的な担い手が他業態に务後しない水準の所得

を実現する、その仕組みなり、直接支払いの方法なり、補てんの水準を考えていくこと

が必要だとまず思います。 

 第２点は、現行は、米や中心的な畑作物は高関税を前提にした国内需給と価格の安定

制度がつくられているわけでありまして、今、議論になっておりますＥＰＡやＷＴＯの

市場アクセスの見直しの動きとこれはもう関係せざるを得ない、避けて通ることはでき

ないと思います。 

 私自身は何も関税引き下げや撤廃がやむを得ないと言っているわけでは決してない

んです。それが生じても対応できる仕組みや制度をつくり上げるのだときちっと言わな

ければならないと思います。 

 第３点は、担い手の高齢化から、何としても地域農業を支える担い手をつくらなけれ

ばならないというのは、もう論を待たない現実であると思います。そこで、今どうして

も担い手をつくるのが一番難しいのは、先ほども議論に出ていましたが、水田農業なん

です。ですから、今、地域ビジョンづくりが米政策改革の中で進んでいるわけで、曲が

りなりにも、複数の集落や旧村単位での営農組合づくりやその法人化、さらには手挙げ

による意欲ある担い手の確保について、そういう取り組みなり議論をしている最中であ

りますから、その実効が一体どのように出るのか、この秋が私は大変な画期だと思って

おります。しかし、そこへよくイメージのわからないプロ農業経営だというのでは、水

田農業ビジョンの取り組みに、混乱に輪をかけかねないと思っているわけです。要は、

地域水田農業ビジョンの担い手づくりの取り組みを踏まえて、まさにこれを支える方策

を担い手の議論の中でつくり上げていく必要があると思います。 



 第４点は、担い手をつくるためには、農地の利用を集積させることが基本です。これ

までもずっと打ち出されているわけですから、それでいいのですが、その前提になるの

は、農地を農地として利用する仕組みをつくることですし、さらに、大々的にその仕組

みをやるという話ですから、そうした担い手に農地の利用を提供する非農家の対策も含

めて、地域の環境や資源を守る農村地域をどう計画的に再編するのかということと表裏

一体です。そうすると、現行の農地制度のどこをどう見直すのか、その案を出すべきな

のだと思います。 

 それで、これは村田さんとちょっと意見が違いますが、農地利用について、出口を規

制すれば入口は緩和していいということでもないはずなんです。それは具体案を出し

て、そして議論をしなければいけないわけで、この議論をないがしろにしてはいけない

と思っております。 

 第５点は、自給率をどう向上させるのかという議論が出ていないということについ

て、地方からこの部会についての不満が大分出ています。要は、国内農業をどう振興す

るのかという視点がない議論を企画部会でやっているのではないかと、そう言われてい

る批判であります。自給率の議論は、どういう食生活をつくるのかとか、需要に応じた

生産をどう進めるかということと関係するので、まず力強い担い手や農地利用の仕組み

をつくることが先行するのですよという説明をやっているつもりでありますが、国内農

業生産の振興を前提にしていて、それがひいては自給率向上に結びつくのだという、こ

の検討方向をきちんと出して、国民的な理解、農業者の理解ももらっていくということ

をちゃんと出してもらいたいと思います。 

 最後の第６点は、自給率の問題や地域農業生産の振興とも関係しまして、結局は水田

をどう活用するのかということを考えることがものすごく大事だということです。米の

計画生産が必須です。そうすると、麦、大豆、飼料作物以外に、飼料米やホールクロッ

プサイレージ等の導入なり、場合によっては水田の牧草地化、そして水田地帯への大家

畜の導入、こういう部分に直接支払いを行いますよという、耕畜連携の戦略を政策転換



の方向として打ち出さないと、本当に問題は解決しないと思っております。 

 以上、抽象的な議論を申し上げましたけれど、こういう頄目についてやはり具体案が

欲しいと思います。その中で議論をさせて頂きたいと思います。  

○永石臨時委員  さっきしゃべったことを弁明しておきたいと思いますが、猪苗代湖

の水が汚れているように聞こえたと思いますけれど、15 年度の水質調査では全国ナン

バーワンですので、条例のおかげで、周りも、民宿とかスキー場とかいろいろ規制をか

けております。そういう面ですごくきれいに保たれていますので、それ以上に農業の負

荷をもっと軽減しようということを今進めているということでございますので、これだ

けは弁明させてください。 

 もう１つは、先ほど話がありましたように、環境と担い手とリンクしてくるだろうと

私自身は思っております。福島県でも今年度から有機栽培を検討して取り組むというこ

とで今進めていますが、米国のカリフォルニア州にアースバウンド農場という 3,400ha

位のどでかい有機栽培農場がありまして、そういうところを見させてきたんですが、私

は、有機農業は最終的には日本の将来農業の決め手かなと思ったんです。消費者に納得

させるのは究極はそこかなと考えていたのですが、うちで調査させたら、アメリカで輸

出してもいいと言っているんです。日本が欲しければ有機栽培の野菜でも輸出するよ

と。 

 そういう動きがあると聞いたものですから、日本のこれからの農業のあり方というの

は、消費者の方にとって一番安全で安心な作物というのは有機栽培だろうと思っている

んですが、そういう動きがある中で、今、環境問題も担い手の問題もしっかりやってい

かないと、私が言ったのは、品目横断で、北海道のビートはイメージできるんですが、

大豆・麦でも例えば九州の麦はイメージできますけれど、ただし、私達の福島とか関東

の一部などを見れば、どういう人達に品目横断的にやるのかと。そのイメージがなかな

か持てないんです。先ほどのように、いわゆる複合経営の中で、水稲と麦・大豆、ある



いはうちは麦は尐ないんですけれど、大豆などをやっている。 

 では、担い手ばかりが麦を担っているか、大豆を担っているか。そうすると、大豆の

場合はほ場のブロックローテーションというのが必然的に出てくる。そういう場合は地

域の合意形成がどうしても必要になってくる。地域水田農業ビジョンをつくっているじ

ゃないかと片方でそういう議論もありますが、そういうことも踏まえて、どういうこと

を品目横断的に考えているのか、もうちょっと具体的な提案が欲しいなと思っておりま

す。 

 それから、流動化の仕組みですが、これをもう尐し具体的な施策として打ち出せない

のかなと。片一方では生産調整で助成金を高くしますとなかなか担い手に土地が集積し

ないのも現実なんです。従いまして、担い手を育てる意味で、そういう政策が何か１つ

出てこないかなと思います。先ほど環境と担い手は関係あると言いましたが、有機栽培

をやるためには、石原技術事務局長が来ておられますが、例えば、私達で実験・実施を

やっている側条施肥を試しただけで、窒素の負荷はかなり軽減できるんです。ですから、

多分エコファーマー的にできるだろうと。 

 そういう技術改良のいろいろなデータを、前に出してほしいという要望があったもの

ですから、環境負荷軽減技術の中で農業がどの位、こういう技術を入れれば例えば硝酸

態窒素とかを含めて軽減できるとか、各試験場でデータがあるはずですので、それを整

理すれば、日本の農業に合った技術が出てくるんじゃないかなという気がしております

ので、そういうものを出してほしいと。品目横断の価格は、現在、価格保証をやってい

る交付金制度の大豆などがありますけれど、その金と、担い手に今の面積で補てんして

いく場合にどの位の違いがあるのか。その辺も、議論の素材として併せて出してほしい

と思います。  

○大木委員  先ほど大庭委員がおっしゃったご意見、そして、今日ご欠席の安土委員

がこれまでにおっしゃった意見と同じになりますけれど、私も、どうしても欠かすこと



のできないのは、やはり「安全な食料の安定供給の確保」と思っております。それには

大変お金もかかることですけれど、その目的に絞って考えることが現実的ではないかと

思っています。そのためにも、担い手の確保というものは必要ですし、プロの農業者だ

けではなくて、新規の就農者というのも必要だと思いますし、また、農村生活の格差是

正ということで、水洗トイレの話もこの前あったと思いますが、医師の不足というのが

大きな問題だと思っております。 

 それから、担い手を支える地域、コミュニティというものもやはり心配で、私の知っ

ている農村ではプロの農業者とか篤農家が必ずしもリーダーシップをとっているとい

うことでなくて、尐数派で孤立しているという例もあります。そこで、品目横断的政策

とともに、担い手を支えることに協力している地域、コミュニティを対象としたデカッ

プリングが考えられないかということなんです。 

 先ほど、品目横断的政策でできるだけモラルハザードが起きない工夫はないかという

ご意見がありましたけれど、これもやはり同じで、モラルハザードが起きないためにも、

実績を評価しまして、ランクづけをして、事後に加算・支給をするということを検討し

てはいかがかなと思います。 

 そういうことによって、地域も、自分達の環境を守ろう、こういうこともみんなでや

っていこう、支えていこうという意欲が出てくるという感じがします。私どもは消費者

ですからいろいろなことはわかりませんけれど、そういう方法によって地域を大事にし

ようということは、ひいては国民のために供給するのだということに結びついてくると

思います。ですから、その辺の政策があるといいのではないかと、今までの討論の中か

らそういうことを私は感じております。 

 それから、これだけいろいろなことを深くやっていらっしゃいますが、いつも思いま

すけれど、農水省の場合はとてもＰＲが上手ではないなという感じがしますので、この

辺のところをもう尐しＰＲを上手にして、例えば財務省にこういうものをやりますとか

と言っていくときにも、いつも理解をされないで蹴られてしまうということがあるんじ



ゃないかと思います（笑声）。ですから、これはお医者さんの問題とか環境の問題とか

といろいろな省が関わりがあると思いますので、それを連携して財務省に持っていくべ

きだと思います。それを日頃感じております。  

○長谷川委員  最初から申し上げていることですが、食べることとつくることが１つ

のパッケージに見えてこないんです。皆さんのご意見も同じかと思うのですけれど。決

定的に消費者政策のところが抜け落ちているなというイメージがします。そうすると、

私達に責任が生じないんですね。「農業政策をやってください。出た結果をみて批判し

ます」になってしまうので、一緒に考えていくという姿勢が見えるような政策提案をし

なければいけないなと思います。 

 それはどういうことかというと、先ほど、安いものが欲しいという方と、付加価値が

あれば高いものでも買うという方がいると申し上げましたけれど、私達は、適正な価格

で安心して食べられるものが欲しいのだと思います。それをつくるために何が必要かと

いうふうにならなければいけないし、この政策をすると私達はどういう食生活ができる

のかというふうに書いて頂くと、そのことがもう尐しわかるかなと思います。この政策

を実施すると、どんな方がどんなつくり方でどんなものができてくる、それは市場でこ

の位の価格で提供されるのだというイメージがされると、消費者にも比較的わかりやす

い。 

 そのために私達は何が必要か。例えば、税負担が必要であるとか、国産品を買うこと

が必要なのだとか、そういうことが具体的に結びついてくるので、そのような書き方の

転換が、すべてとは言いませんけれど、どこかで必要なのではないかと思います。 

 それから、具体的な施策がどこまで入るのかというのがわからないのですが、具体的

な施策もできるだけ例示しないと、成果や結果がイメージできないんですね。政策論で

言うとどこも否定することはできなくて、「そうよね」となるんですが、具体の施策に

入ると、「それは無理がある」とイメージできるのですけれど、ここまでの政策論では、



私には批判する術がないというのが現状です。もう尐し具体的な施策として、例示を幾

つかでも入れていきたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 予定の時間が参っております。今日は恐らくいつもほどは延長する必要はないかなと

いう気がしておりますが、多尐の延長をお許し頂きたいと思います。  

○森本専門委員  長谷川さんにご質問ですが、適正価格とはどのようにお考えです

か。私達生産者が思う適正価格というのは、生産費というのを計算して、人件費とかを

計算して、極端に言えば、キャベツが１個 200円が適正価格だと感じますよね。消費

者の考える適正価格とはどういうものですか。  

○長谷川委員  価格構成が明らかになっていれば、それで納得ができればいいと思う

のですが、今のところ私達には価格構成まで、瞬時にスーパーの価格を見てわからない

ですよね。やっと原産地表示が出てきて、これはどこでつくられたというのがわかると、

尐しはわかりつつあるんですけれど、価格構成がわかること、そこで納得できれば適正

価格と私は判断します。  

○森本専門委員  結局、今は市場などを通っていきますので、適正価格というのがな

いんです。簡単に言えば、もし 100 円欲しくても、市場で 80円でしか売れなければ、

20 円は生産者が損するわけです。そこが私も、逆に消費者の方々が適正価格というも

のをちゃんと適正に感じて頂ければ、極端に言えば、生産費が幾らかかっているからこ

の野菜は幾らですよというので本当にわかって買って頂ければ、それはすごくいいこと

だと思うんです。本来そうなって頂くと、農家サイドとしてもすごくありがたいです。  



○生源寺部会長  この点はここで収めたいと思います。  

○立花専門委員  全体の話の前に、これまでやってきた担い手なり農地の問題に関連

してですが、担い手の方は、１つは新規参入の問題であり、１つは既存の農業者の方の

取り組みの問題と、２つに分けることができるだろうと思いますが、新規参入の問題に

ついては、村田さんからもお話がありましたとおり、私どもは一定の条件のもとで基本

的には株式会社参入、あるいは既存の農業生産法人の要件を緩和していくというのが１

つの流れかなという感じがしますが、もう１つは、既存の農業者の方の対応にあまり触

れていないんですね。 

 もちろん、今、農業生産法人ということで坂本さん達は大変ご苦労されているのです

が、なかなか普及しないのはそれなりの理由があるのだろうと思います。私どもは日本

の会社法制、組織法制に欠陥があると思っていまして、具体的に言うと、今の法制では

事業の組織再編がなかなかやりにくいということで、アメリカの州法で有限責任組合

（ＬＬＰ＝リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ）というものがありまして、

これは会社形態のメリットと組合方式のメリットの両方の長所を併せ持つもので、ベン

チャーを起こしやすいとか、農業であれば農地の所有と経営を分離しなくていいという

ことで、農業者の方にとっても不安を感じなくて済む仕組みではないかと思います。現

にアメリカでも何百万というＬＬＰの仕組みがあるのです。私どもは数年前から、構造

改革の一環として商法の大改正の中でこの仕組みをぜひ取り入れてもらいたいという

ことをお願いしまして、やっと昨年、商法の改正要綱の中にこのＬＬＰ制度を入れると

いうことで、今、その議論が始まっています。 

 ですから、既存の農業に従事しておられる方々の法人化ということに関連して、今の

農業生産法人の改革の問題もありましょうけれど、この有限責任組合制度の活用という

ことも場合によってはぜひ真剣にお考えおき頂いたらいかがだろうかと思います。それ

が１点目です。 



 ２点目は、農地の担い手にいかにして農地を集約するかということで、これは山田さ

んからもお話があったわけですが、基本的には、農地を持つ者はそれを農地として有効

利用する責務と言いましょうか、これは、土地を持つ者は土地を有効利用するというの

が土地基本法に新しく入ったわけですが、それと同じように、農地についての理念の確

立というのは、これはこれで私も大事だと思いますけれど、願わくば、半永久農地的に

ここは農地以外には転用しないのだと、そういう仕組みができればいいのです。こうい

うことを言うと、そんなことは私有財産の絡みでなかなか難しいんだという話ですぐ反

論されてしまうわけです。しかし、農地であることによって税制上の恩恵を受けている

のだとすれば、農地を農地として利用していないのであれば、税制上の恩恵措置はサス

ペンドする、一時停止するとか、何かそういう仕組みがないと、せっかくの農地を、担

い手に集めようとしてもなかなか貸さないでそのままにしておくことになると思いま

す。 

 現に、営々として農地の賃貸借を進めてきて、60万 haになったというんですが、一

方では、作付しない農地と耕作放棄農地が同じように 60万 haになるという状況をみる

と、農地の有効利用についての何らかの仕組みを、税制面を含めて、考えていかないと、

このままではなかなか進まないということになるのかなと思います。 

 もう１つは、これは中村さん、あるいは農業をやっている方々にお願いですが、よく

農業サイドから、日本でやる場合には何をやるにしても、油や電気、資材等々、非常に

コストが高いと。これは農業の問題だけではなくて、産業、特に製造業なども同じ問題

を抱えているわけで、高コストをどうやって削減するかということで、これは物づくり

の生産現場でいろいろ知恵を出していくしかないわけです。 

 それと同じように農業についても、中村さんのところの稲作とか養豚とか経営者会議

でコストダウンを妨げている規制の実例を集めて、改善に取り組んでおられますが、農

業サイドにおいても、生産の現場から、農業をやっている現場の方々から自分達の仕事

をやる上で高コストになっている要因を、規制とか基準とか、あるいは輸入がなかなか



しにくいとか、人件費と土地の問題は別にしましていろいろな要因があると思いますの

で、その辺はぜひ材料を集めて問題提起をして頂くと、なるほど、そういうことで高コ

ストになっているのか、どう改善していくか、という具体の話につながると思います。  

○村田専門委員  自給率の話をさせて頂きたいと思います。山田さんがおっしゃった

ように、この審議会でこれまで自給率が大きなテーマになっていないということは事実

だと思います。それで、地方の農協の中には、国内農業の振興の視点がないというご不

満があるということですが、それは心配されることはないと思います。山田さんのおっ

しゃるように、力強い担い手がいて農地が確保されている、そのことが自給率の向上に

つながることは、ここにいる皆さんの共通した認識だろうと思います。自給率の向上を

議論して何％という水準を言ったから国内農業を大事にして、何％という数字を言わな

いからないがしろにしているということは全くないと思います。 

 日本の食料自給率はご存じのようにカロリーベースで 40％で、これを上げるという

ことが一応政策目標になっているわけです。私個人の意見を改めて言わせて頂けば、こ

れは政策目標にはなり得ないと思います。なぜかというと、それはカロリーベースの数

字だからです。野菜の生産というのを幾ら振興しても自給率の向上になりませんので、

野菜の生産の振興というのは農林省はやめなければいけなくなる。花なんていうのは食

べるわけではないですから、花の生産なんていうのはとんでもないことになる。畜産と

いっても、濃厚飼料の相当部分は輸入されているわけです。飼料の自給率はカロリーベ

ースの 40％の水準より低いですから、畜産を振興すればするほど日本のカロリーベー

スの自給率は下がってしまう。 

 農水省は食料自給率の向上を目指して 2010 年に 45％という数字を掲げるならば、今

言ったような畜産・野菜・花きの振興というのはやってはいけないことになってしまう

わけです。もちろんそんなばかなことは全くないわけです。私も山田さんと同じ、ない

しはそれ以上に食料自給率は向上すべきだと思いますし、ぜひしてもらいたいと思って



いるわけです。でも、カロリーベースの政策目標というのはそういう矛盾があるという

ことを言いたいわけでして、私は自給率向上否定論者では全くないわけです。 

 そのときに、私の思いつきですが、政策目標として考えられるのは金額ベースの自給

率です。国内の農業生産の金額に換算して自給率がどうだということですが、それは今

70％位ですね。これは今の日本の農業の実力だと思います。むしろ 40 ではなくて、70

位あると思います。金額ベース自給率にはさっき言った矛盾は起きないんですね。金額

ベースなら 100％を目標にできます。 100 を超えてもいいと思います。 

 例えば、日本の農家が丁寧につくる有機栽培の野菜を中国や台湾に輸出してもいい。

カロリーベースで上がらなくても、金額ベースでは自給率は上がります。それから、畜

産も、例えば日本に来た観光客にしゃぶしゃぶのうまさを体験させれば、アメリカやオ

ーストラリアの肉と違って、日本産の松坂牛ないしはそれ同等の和牛がいかにうまいか

ということをわからせれば、彼らに生産する能力はないんですから、日本の牛肉が輸出

できるかもしれない。これは夢のような話ではなくて、現実になる話だと思います。す

ぐなると思います。そうすると、金額ベースで自給率 100％という目標を掲げても全然

嘘っぽくなくて、むしろ現実的で、農水省は旗を振れるわけですね。カロリーベースの

自給率は旗が振れないということがあるわけです。これは論理のための論理のようです

けれど。 

 ですから、カロリーベースの自給率の向上とか、何％がいいのか悪いのかというのを、

この会合で議論されないからといって、それは決して悪いことではなくて、ここにいる

皆さん全員が食料自給率の向上を願っていて、そのために国内農業振興の気持ちが非常

に強いのだということを、山田さんは地方の皆さんに言ってくださったらいいと思いま

す。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。先ほどの山田委員のご発言の中にも、そ

ういう心配に対して、この部会で自給率を巡る問題をないがしろにしているわけではな



いという形でご説明を既にされているというお話があったかと思います。このことは、

この企画部会として共通のスタンスとして確認できるのではないかと思いますので、一

言つけ加えておきたいと思います。 

 その他にございますでしょうか。 

 なければ、本日のフリートーキングは一応ここで閉じさせて頂きます。 

 続きまして、中間論点整理までの企画部会のスケジュールについて、事務局からご説

明をお願いいたします。  

○企画評価課長  資料３で４月以降のスケジュールについてご説明をいたします。 

 今日は４月９日でございまして、次回は 21 日に有識者ヒアリング、そして７～９回

目まで、連休を挟む時期でございますが、４月 26日、５月 14日、５月 18日の間で、

今日も各委員からも、もう尐しイメージが具体的にわかる形でと、この示し方自体が予

算要求そのものみたいな形であるとか、制度改正の要綱・要領のようなレベルのものは

なかなか出にくいわけでございますが、議論の素材としてよりイメージが湧きやすいも

のを用意させて頂いて、ご議論頂きたいと思っております。そして、10回目は５月 24

日に議論の整理を行って頂くということで、当面、ここまでを予定させて頂いておりま

す。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。スケジュール案につきましてはただいま

のご説明のとおりでございますが、７月下旬までを目途に予定しております中間論点整

理に向けた作業の進め方に関しましては、今後の議論の状況などをみながら部会運営を

行っていく必要があると私自身考えております。 

 具体的には、今後の議論の進捗状況次第、その深さ次第という面もございますが、中

間論点整理に向けまして素案を作成するという作業を視野に入れるとすれば、そのため

の実務的な仕事にかなりの時間を要することが想定されるわけでございます。時間を要



するということと日にちを要するということは必ずしもイコールではないと思います

が、かなりの時間を要することは間違いないかと思います。 

 この点を考慮いたしますと、例えば６月以降の一定の期間はこういう形での部会を開

催せずに、素案づくりの作業に専念するといった状況も想定されますので、この点、あ

らかじめご了承頂きたいと思います。なお、その際には、必要に応じまして皆さんから

いろいろな形でご意見を伺うということもあるかと存じます。まだ具体的な形を現時点

ではお示しすることはできませんが、この点につきましてもご協力のほどをお願いいた

したいと思います。 

 また、今日、特に後半の全般的な議論の場で、委員の皆様方から、もっと具体的な形

での案を事務局から提出して頂きたいということがございました。この点につきまして

は、例えば、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、その中のどれをとるということではなく、いろいろ得

失があるということを浮き彫りにする意味でも、単一の案でなくても場合によっては構

わないということも含めて、関係方面との調整ということもあるとは思いますが、スピ

ード感を持って改革を進めていくということがこの部会の使命でございますので、今日

の委員の皆様方からのご指摘を重く受けとめて、今、課長からもご発言がございました

けれど、ぜひ深く突っ込んだ資料・素材の提供を第２ラウンドではお願いしたいと思っ

ております。その結果によってその後の素案づくりの作業のスタイルも変わってくる面

もあるかと思いますので、ここはぜひお願いいたしたいと思います。 

 それから、次回の会議でございますが、次回は有識者からのヒアリングを予定してお

ります。人選につきましては、第３回の企画部会でご了承頂いたとおり、事務局との間

で調整いたしまして、主要３課題に関する議論を深める観点から、まず今回は農業生産、

あるいは農村の現場でご活躍の皆さんにおいで頂き、ヒアリングを行いたいと考えてお

ります。 

 具体的には、畑作経営として北海道新得町の平和男さん、水田作経営として青森県七

戸町の三上一正さん、集落営農として島根県頓原町の有限会社ファーム木精代表取締役



社長の加瀬部一倫さん、株式会社形態の生産法人による経営として石川県野々市町の株

式会社ぶった農産代表取締役社長の佛田利弘さん、保全活動として福井県大野市のＮＰ

Ｏ法人田んぼの学校越前大野理事長の高津靖生さん、以上の５名の皆さんを予定してお

ります。 

 また、これも今後の議論の進捗状況次第という面もございますが、中間論点を整理す

る前に、食品産業、消費者グループ、女性グループなどの関係者を対象として２回目の

ヒアリングを行うことも考えております。 

 なお、次回の会議の日時は、４月 21日・水曜日の午前 10 時から、場所は今回と同じ

この場で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、ご連絡、お願い、確認をさせて頂く点を申し上げましたが、よろしゅうござい

ましょうか。 

 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―― 

 


