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第 ２０ 回

食料・農業・農村政策審議会企画部会

日時：平成22年３月３日（水）10：00～12：12

会場：農林水産省 ７階 講 堂

議 事 次 第

１．開 会

２．多様な農業経営体の育成・確保について

３．意見交換①

４．新たな食料・農業・農村基本計画の策定に向けた主な論点

５．意見交換②

６．その他

７．閉 会
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午前１０時００分 開会

○鈴木部会長 それでは、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20回の企画部会を開催いたします。

皆様、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日の出席

委員は、私を含めまして10名でございます。森野委員は、少し遅れてお見えになります。

なお、本日の企画部会も公開されておりまして、一般公募や報道関係の傍聴の方々、80

名ほどお見えでございます。

本日の会議は12時までを予定しております。委員の皆様におかれましては、活発なご議

論をよろしくお願い申し上げます。

それでは、早速ですが、議事の方に移りたいと思いますが、本日の１つ目の議題は、多

様な農業経営体の育成・確保についてでございます。本日は、佐々木政務官にご出席いた

だいておりますので、まず、多様な農業経営体の育成・確保についての基本的な考え方に

つきまして、佐々木政務官の方からご説明をいただきたいと思います。

では、佐々木政務官、よろしくお願いいたします。

○佐々木政務官 皆さん、大変ご苦労様でございます。

今日、20回目になるわけでありますが、我々は政権交代をした13回目の時から我々は出

席をさせていただいてございまして、今日でそれから８回目になりますが、それぞれのテ

ーマで熱心なご議論をいただいておりますことに、心から感謝を申し上げます。

今日は今、座長からもご紹介がございましたが、多様な農業経営体の育成・確保という

ことで、我が国の農業を支えている人についてご論議をいただきたいと思っているところ

でございます。

我が国農業の持続的な発展を目指すためには、意欲ある多様な農業者による農業経営を

推進することが必要であります。我が国の農業は必ずしも恵まれた状況に今ないわけであ

りまして、そういった意味では、本年から戸別所得補償制度を導入して、意欲ある農業者

に農業を継承できる環境を整備したいと考えているところでありますが、併せて６次産業

などによる競争力のある経営体の育成ということも、今国会に法案を提案したいと考えて、

今準備をさせていただいているところであります。

こうした支援策もさることながら、農業全体を魅力あるものにするためには、農業と農

村の再生というものが何よりも必要でありまして、こうしたことが最終的には農業の持続

的な発展につながると考えているところでございます。
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委員の皆さん方には、忌憚のないご意見をいただきますように心からお願いを申し上げ、

そして、そのご意見を基本計画に反映をさせていただくことができますように、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。本日はありがとうございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。

カメラの方は、ここで退席をお願いいたします。

続きまして、この件につきましての、事務局の方からの資料の説明をお願いいたします。

○平岩経営政策課長 経営政策課長の平岩でございます。よろしくお願いいたします。

横長の資料１でございます。「多様な農業経営体の育成・確保について」と題名を付し

た資料でございます。

ページをお開きいただきまして、１ページは目次でございますが、２ページ目でござい

ますが、これは、この資料の中で書かれていることを概観をしております。全体的なとこ

ろを、これでご説明をしております。「多様な農業経営体の育成・確保に向けて」という

ことでございますが、我が国の農業が非常に厳しい状況にあるということを改めて認識を

いたしまして、我が国農業の持続的な発展を図るために、意欲ある農業者を幅広く対象と

した戸別所得補償制度を導入をいたしまして、農業者が農業を継続できる環境を整備する。

それとともに新規参入の促進ですとか、６次産業化による付加価値の向上等を経営に取り

込むことなどによりまして、地域の農業の担い手として競争力のある経営体を育成・確保

する。その地域農業の担い手として経営体が発展を遂げた立ち姿としては効率的かつ安定

的な農業経営体も出現をしていって、我が国全体として農業の持続的な発展が図られると

いう考え方でございます。

多様な経営体として、下にございますように家族経営、集落営農、法人経営というよう

なものを考えておるところでございます。

それから、３ページでございますが、ここは「戸別所得補償制度の導入について」とい

うことで、これまでも企画部会でお示しした資料そのものでございます。22年度にモデル

事業を実施して、23年度から本格実施に向けて検討していくということでございます。

４ページでございますが、「多様な農業経営体の育成・確保の考え方について」という

ことで、まず、家族農業経営の育成・確保という部分でございます。戸別所得補償制度で、

すべての販売農業者が交付金の対象となるわけでございますが、これと併せ地域農業の担

い手のやはり中心となっている家族農業経営について、経営規模の拡大や６次産業化の取

組による経営改善の後押しということが重要だというふうに考えております。このために、
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農業者が自主的に作成をする経営改善計画を市町村が認定をされて、これに基づいて、関

係機関が皆さん協力をして、地域農業の担い手を育成・確保する仕組みとして普及・定着

をしている。これは21年３月時点で24万6,000経営体ほどあるわけでございますけれども、

その認定農業者制度を活用していくということを考えております。

その際、一部その認定農業者制度について年齢制限があるとか、あるいは兼業農家では

なれないというようなことなど、誤解が一部あるということもございますので、制度内容

の丁寧な周知ですとか、あるいはその農業者の取組の事例の収集・提供等を行いまして、

各地域で効果的制度運用を図っていただくようにしたいと思っております。

それから５ページは「集落営農の育成・確保」ということでございます。集落営農は、

ご承知のとおり、規約に基づきまして、小規模な農家の方、あるいは高齢の農家の方もご

参加をいただいて、地域ぐるみで農作業の共同化等を進めるものでございます。農業の生

産性の向上もございますし、それから、担い手が不足している地域におきましては、農業

生産活動あるいは農地の維持を図る上でいうような形態というふうになっておるわけでご

ざいます。下の図にございますように、右側でございますけれども、生産性の向上を主に

図っていくような取組、あるいは地域の農地の維持・管理というようなことを中心に取り

組んでいかれるような取組など、地域の実情に応じまして様々な形があるかと思いますけ

れども、今後もそうした地域の実情に応じた集落営農の組織化ですとか、活動について支

援をしていきたいという考え方でございます。

それから、６ページが「法人経営の育成・確保」ということでございますが、農業生産

法人の数は、平成７年に4,000ほどでございましたけれども、21年には１万1,000と着実に

増加をしております。法人の中で、経営の多角化など６次産業化を推進しておられるもの

も多数見られるところでございまして、そうした法人においては、地域の雇用を創出した

り、あるいは地域の所得水準を向上させたり、あるいは地域を活性化するというような形

で貢献をされているところがございます。このような動きが一層促進されるように、今後

とも人材育成、設備・機械の整備、あるいは資金の調達の円滑化などの支援を行って、法

人化を進めようとする農業形態の取組を後押ししていくということについて書いてござい

ます。

それから７ページでございますが、「農業への参入の促進等について」ということでご

ざいます。多様な経営体の参入促進ということで、これは農地法が改正をされまして、12

月に施行されたところでございます。農地の貸借規制ですとか、生産法人の出資規制の見
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直しとが行われたわけでございまして、そうしたことを活用して、多様な経営体の参入を

促進していきたいということでございます。

それから８ページが、「新規就農者に対する支援」ということでございますが、新規就

農者につきましては、数字的には農家の子弟が主体となっていますけれども、近年は非農

家の出身の方が農業法人などに雇われる形で就農をされる形が増加する傾向がございます。

こうした雇用されるという形での就農は、農地ですとか、機械・施設の取得というよう

な意味での初期投資の必要がない上、技術とか経営上のリスクというものも非常に小さい

ということもございまして、雇用就農を新規就農の重要なルートとして、今後、より一層

位置付けていきたいというふうなことで考えております。そのために重点的な支援を行っ

ていきたいということでございます。このために、就農希望者を雇用して実践的な研修を

行うような法人などに対して研修費用を助成する「農の雇用事業」を実施するなどの支援

を行っていきたいということでございます。

それから９ページでございますが、女性の方や高齢者の方が活躍できる環境づくりとい

うことでございます。女性の方は、改めて申し上げるまでもなく、就業人口で過半を占め

ておられまして、地域農業経営の重要な担い手ということで活躍をしておられます。そう

いった現状も踏まえながら、女性の方々が社会参画というふうな意味で、組織の登用でよ

り一層今後とも登用されるなど、女性の方々が社会参画というようなこともされていくこ

とをより促していきたいというふうに考えております。

それから、農村部の場合は当然、都市部に比べまして高齢化も進展しているということ

でございますけれども、そういった意味で、高齢者の方が長い経験などで培われた知見を

農村社会の中で活用して、十分、活躍していただけるような環境を作るということで、健

康にも留意して活躍していただけるような環境づくりというものをしていきたいというこ

とでございます。

それから、10ページでございますが、「多様な経営体を育成・確保するための施策につ

いて」ということで、２つほど10ページから書いてございます。

１つは農地集積を進めるための施策ということでございます。地域農業の担い手として

競争力のある経営体を確保するためには、農地を使いやすいような形で、まとまった形で

利用・集積をすることが重要ということでございます。そういった意味で、担い手への農

地集積を促進する農地保有合理化事業、農用地利用改善事業に加えて、改正農地法により

まして、市町村段階に、農地の中間保有リスクを回避しながら、地域内の農地を一括して



- 6 -

引き受けて面的にまとまった形で担い手に利用集積する仕組み、農地利用集積円滑化事業

でございますけれども、これを創設したということがございます。農地の集積を仲介する

組織が行う調整活動を支援して、地域の実情に合ったやり方での農地の集積を一層推進し

て参りたいというふうに考えております。

それから、最後に、資金調達の円滑化の部分でございますけれども、下の図にございま

すように農業者のそれぞれの発展ステージといいますか、それぞれの態様に応じまして、

態様として様々な方々がいらっしゃられるわけでございますけれども、それぞれの段階で

必要な資金というものが、取組の内容に応じて、必要なものも様々にあろうかというふう

に思っております。戸別所得補償制度、あるいは独自産業化の推進など、農業政策の転換

の中で、経営体への支援も「補助から融資へ」というような形で大胆な見直しを行うこと

が必要かと思っております。それぞれの取組対象者に応じて、無利子の資金ですとか、低

利融資、一般金利資金など、それぞれの役割がございますので、いずれにしても、それぞ

れの特性に応じて使いやすいものとなるように、金融支援の内容の見直しを行いながら支

援をしていきたいということを書いております。

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。それでは、委員の皆様でご議論をいただ

きたいと思います。

審議の進め方につきましては、いつもどおり、大体、三、四人ぐらいの委員からご発言

いただきました後、政策に関する省の見解などにつきましては佐々木政務官からお答えい

ただきまして、事実関係などにつきましては事務局の方から説明させていただくという形

で進めていきたいと思います。

それでは、どなたからでも構いませんので、ご意見いただきたいと思いますが。

茂木委員、お願いします。

○茂木委員 それでは、多様な農業経営体の育成・確保につきまして、ご意見申し上げた

いと思います。

まず、申し上げたいのは、今回の基本計画によりまして、夢と希望が持てるような政策

として方向付けをいただくことが最も大事であると、こんなふうに思っております。何と

いたしましても農業者が誇りと自信を持てるようなものにしていただきたいという、そん

なことのお願いであります。そして、多様な農業経営体の育成と確保のためには、将来の

ビジョンや系類型毎の目標が必要だと、こんなふうに考えております。
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資料の中で、育成・確保すべき多様な農業経営体として、家族経営、集落営農が位置付

けられていることは評価をしたいと思いますが、農業構造や将来の目指すべき姿が全く示

されておらないと思います。新たな基本計画には、将来の日本農業のビジョンや、現場の

生産者の目標となる経営類型毎の姿を是非お示しをいただきたいなと、こんなふうに思い

ます。

このようなことを、まず要望させていただきまして、さらに多様な担い手を育成させる

という観点から、２点ほど意見を申し上げさせていただきます。

１点目でございますが、集落営農の取組など、これまでの担い手の確保・育成の取組を

継続しながら、さらに取組を進展させることが必要だという点でございます。戸別所得補

償制度によりまして、政策支援の対象が多様な農業者に広がることになりますが、その一

方で、認定農業者や集落営農など地域実態に応じた担い手づくりが求められております。

このような担い手づくりをさらに進めるためには、担い手へのメリット対策や経営を安定

させるセーフティーネット対策などの支援体制が必要ではないかと思います。

２点目でございますが、農業生産力を高め農業所得を増やすには、農地の面的利用の集

積を思い切って進める必要があるということであります。ＪＡグループといたしましては、

農地の面的集積の仲介を行う農地利用集積円滑化事業に取り組むとともに、担い手が不足

する場合には、ＪＡが農地の受け皿となって農業経営に取り組むなど、農地の出し手と受

け手に対する安心システムづくり、地域農業の振興をより一層強化したいと、こんなふう

に考えております。そのためには、地域での合意形成や調整が極めて重要でございます。

その役割を担う農地集積推進委員の配置など、体制整備を進めるための支援対策が必要で

あると思います。

最後になりますが、資料に関係機関という表現があるわけでございますが、水田協議会

などを初めといたしまして、実際に地域で中心的な役割を果たしているのは私どもＪＡだ

と、こういうふうに自負をいたしております。こうした現場の努力が報われるような書き

方に工夫もしていただきたいな、こんなふうに思います。

以上でございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

松本委員どうぞ。

○松本委員 ２点ばかりご意見申し上げたいと思います。

資料１に関係するところでありますけれども、これをご説明いただきまして、正直言っ
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て、これまで出た農政推進の大枠のイメージとはそんなに大きく変わっている感じじゃな

く、要するに安心感を持ったという感じが率直なところであります。

例えば、競争力というようなことも出てくる。あるいは、地域農業は担い手とか、かね

がねこの場でご意見申し上げてきていたのですが、そういうところについても一定の配慮

をいただいているのではないかなという感じがいたします。

その上で申し上げたいと思うのでありますけれども、経営体の育成とか、多様な経営体

の足腰を強く底辺を広げると、こういう趣旨の対応が重要だということだろうと思うので

ありますけれども、その場合に、この中にございますように、例えば補助金から融資へ大

転換をするとか、あるいは、かつて議論もされたわけでありますけれども、６次産業化へ

の後押しとか、こういうことが大きな農政キーワードになっておるんですね。

経営体とかそういうことを考えますと、特に経営の人づくり、こういうところに政策と

して大きな後押しが必要なのではないかというふうに思うのであります。融資の枠を制度

的に作るから融資がおのずとなるというものは、いささか夢物語でありまして、融資をち

ゃんと受けて立つような、そういうインセンティブをこの経営の内部にどうインプットす

るのかという、あるいは、そういう思いを、意欲をどう引き出すかと、成果を上げるため

には、こういう取組がどうしても必要だと思うのですね。

そういう面で、制度が整備されれば、おのずと自動的によい方向に行くというのは、い

ささか十分な感じではないので、それにさらに後押しをする人づくりの、それはイコール

経営づくりと言いましょうか、そういう観点の施策、あるいは関係団体も含めて、機関も

含めて、それを後押しするような枠組みを、やはり一方で整備しなきゃ、あるいは補強し

なきゃいかんのではないか。でなければ、補助から融資も、６次産業化も、期待する成果

を見ることはできないのではないかと、そういうふうに思うわけであります。

そういうことを考えますと、いささか古いことをほじくり出す話じゃありませんけれど

も、昨年の現政権での事業仕分けで、私どもが期待しておりました担い手協議会等との、

そうした観点での政策枠組みが全部、後退をしたと、こういうことになっております。そ

ういう姿が、これから、この政策を打ち出して上げていくという時に、本当に大丈夫なの

かと、片肺飛行になるのではないか、こういう思いがありまして、是非その点について、

これからの政策枠組みを作る時に、その点についても、是非ご検討を賜りたいという思い

であります。

他にもありますけれども、取りあえず２点申し上げたいと思います。
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○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

引き続き、荒蒔委員、お願いします。

○荒蒔委員 まず、今回の多様な農業経営体の育成・確保という、非常に今までよりはフ

レキシブルな制度というか、仕組みを作ろうという意欲は非常にいい試みだと思います。

そんな中で、ちょっと細かい話になるのですが、10ページで農地利用集積円滑化事業と

いうのが仕組みとしては出ておりますが、特に農地利用集積円滑化団体というようなとこ

ろに市町村、市町村公社、農業協同組合等と、こういうふうに書いてあります。実際にこ

れを具体的に動かすということが非常に重要なので、ガイドラインというのか、もう少し

具体的に、こういうところ、こういう方法、こういう機関ないしは方法としてやるという

ふうに、明示しておいたほうが実際に動くのではないかと思うんですね。ここが、こうい

うことをやる考え方を持っているよと、しかも、そういうことで進めるよというのはいい

のですけれども、やっぱり、ここのところが結構な調整点みたいになっちゃう可能性があ

るので、具体的明示が出るようなものに仕上げていったらいいのではないかというふうに

思います。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

岡本委員もお願いします。

○岡本委員 岡本です。この資料をいただいて、私が一番気になったところというか、一

番ひっかかったところは、実は４ページの「以下のような誤解も存在する」というところ

です。というのは、私も誤解していた一人だからです。これだけ教えていただいて、なお

かつ誤解していたというのは、とても失礼なことだなと思います。ただし、誤解にも訳が

あるような気がしてなりません。

つまり、ここにあるように、年齢とか若い人とか経営規模が大きい人だったら税金を出

しても納得できるなとか、兼業農家じゃなくて一生懸命やっているのに、なおかつ食べて

いけない人たちに税金を出すのは納得できるし、文句を言いたくないという感覚があるか

らこそ、この誤解が活き続けたのではないかなと思います。

逆に、こういう誤解がしたくなるようなというのは変な言い方ですが、こういう、例え

ば若い人とか規模が大きい人には、より助けてあげたいなという意見が多いのではないか

なと私は感じます。ですから、認定農業者という制度自体ではその枠がないにしても、何

か若い人とか規模が大きい人とか専業の人とかを、より助ける仕組みがあったらいいなと

思いながら、読ませてもらいました。
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それから、２番目なのですが、私たち納税者ではなく税金を受ける方たちは、そういう

税金の投入に対して、どういう感覚でいるのかなというのが、最近、思うところです。と

いうのは、何かもらえるものはもらっておこうと思われていると、何となく納得しがたい

なと、納税者としては思います。

例えば、国がこういう政策があって、こういうふうにしてもらいたいから、飴と鞭では

ないですけれど、こういうところに税金を入れます。だから、これに対して、この税金の

裏にはこんなことが期待されていますというようなことを納得してもらっていないと、何

か納税者としては納得しがたいと感じます。ですから今、薄く広く、今度の戸別所得制度

を導入し、それによって何を期待されているのか、例えば、地域を維持するためにこのお

金をもらって私は農業をしているという様な意識付けというか、意義を分かった上でやっ

て欲しいなと感じます。すみません、変な言い方ばかりです。

以上です。

○鈴木部会長 いろいろ貴重なご指摘をいただきました。

合瀬委員も、続けてお願いします。

○合瀬委員 今回の資料では「多様な農業経営体の育成・確保」というのが大きな主題に

なっています。その中で家族農業経営、集落営農、それから法人経営は、全く同列に扱っ

てあります。お金が幾らでもある時はいいのでしょうけれども、現在のように財政が非常

に逼迫している中では、ある程度やっぱり優先順位を付けて考えなきゃいけないだろうと

いうふうに思っております。

当然、農業には様々な形態があって、それに合わせたきめ細かな対応をしていこうとい

うのは分かるのですけれども、財政状況を考えると、最優先すべきは法人経営にせざるを

得ないと思うのですね。というのは、農業が活性化して雇用確保するとか、これだけ農業

従事者も高齢化していますから、新しい外からの人材を呼び込まなきゃいけない。その受

け皿としては、やはり法人の中に雇用として雇ってもらって、そこで農業を勉強してもら

って、新しい農業の形態を作るというふうなことから考えると、法人を中心に考えざるを

得ないと思うのです。

農業を取り巻く情勢が苦しいということで、家族経営も一緒に対応するということであ

れば、多分ここの書き方は違ってきて、「家族経営の育成・確保」ではなく、ここは少な

くとも「家族経営の改善」とか、「高度化」とか、現在の家族経営をそのまま受け入れま

すみたいな書き方は、ちょっといかがなものかという気がします。集落営農の育成・確保
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にしても、この辺も、少なくとも改善すべき点はあると思いますので、育成・確保、この

ままずっとやり続けていこうみたいな書き方よりは、少し改善とか高度化とかというふう

な視点で書いていただけたらと思います。

以上です。

○鈴木部会長 いろいろ重要な論点が出ておりますが、なかなか区切りづらいので、どう

ぞ平田委員も。

○平田委員 今回の資料で、全体的にうまく整理されてきたなという感じはいたします。

その中で、特に今回の多様な担い手という中で、一般の家族経営も入れていただいたと

いうのは、すばらしいことだなというように私どもは思っております。私どもも、小さな

集落に住んでいますけれども、先般も、いろいろ役員を決めていく上で、６つか７つの役

職があります。町内会だとか、神社だとか、お寺だとか、育成会だとか、もろもろの会が

ございまして、その役員を決めるにも人数が足りない状況です。地域を守っていくために

は、多様な人に住んでいていただかないと、地域のコミュニティーというのは守っていけ

ないわけです。ですから、日本の国を健全な国として発展させるためには、やっぱりこう

いった多様な人々が住んでいることが、私はとても大切だなというように思っています。

一方で、農業を支えるのは、意欲のある人ないしは若い人が中心です。ここに書いてご

ざいますように、就農しやすい政策を打っていくことが最も大切です。次に、今迄の農政

の問題点は、生産が主体となった政策が行われていたということです。持続可能な農業を

行うためには、農業経営ということに主体を置いた政策が不可欠です。いわゆる再生産可

能な農業経営に視点を置いた政策でなくては若い担い手は育ちません。

次に、人材確保のことですが、１つには教育の問題があって、今、農業者大学校だとか

農業高校だとか、いろいろございますが、これからの日本の農業を担うためには、何とい

っても４年制大学の教育を担い手を見据えた教育内容にしていく必要があるのではないか

なと思っています。

例えば、以前優秀な教員を確保したいということで、卒業後何年間か教員生活をやれば

奨学金は返さなくてもよいという制度がございました。農業においても就農すればその奨

学金を返さなくてもいいとか、そういった政策を打つことも必要なのではないでしょうか。

こういった非常に厳しい時代ですし、また、農業に夢が持てるような政策が出てくるなら

ば、優秀で、意欲のある人材が農業に就くような時代が来るのではないかなというように

思っております。
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そういうことと、もう一点は、昨年も実施されましたけれども、法人なり、いろいろな

経営体で就農なり研修を受けられて、そして、就農するという方が、結構、今は増えてい

ます。私どものところでも今20人程度の若者が独立して農業を目指しています。去年ＯＪ

Ｔという形で就農をサポートしていただきましたが、やっぱりこういった政策も今後とも

必要ではないかなというように思っています。

それと、農村に優秀な人材を入れていくということになりますと、ある面、多様な就業

機会を農村に作っていくということが必要ではないかなというように思っております。以

前は結構、学校だとか、役場だとか、農協だとか、いろいろな支店とか、郵便局だとか、

いろいろなものがたくさんあって、就業機会は多くありました。今は、ほとんどそういう

ものがなくなったか、ないしは以前の何分の一かに減少していますので、就業機会すらな

くなってきているという状況でございます。そういった就業機会を作るということにおい

て、１つには、環境政策で森林バイオマスだとか環境政策を導入していただくこと。それ

から、私どもがやってますグリーンツーリズムなどの政策で、農村に若者が就労できる観

光事業といったものも入れていくべきだと思います。

それから、今、政府が進めています６次産業化、こういったものを入れていきますと、

加工・販売が主体となりますので、先ほど、政策にも出てきていましたが、加工・販売と

いうことになりますと、女性の能力を発揮する分野でございますので、就業機会が増えて

参ります。私どもも最近、雇用している半分以上が女性の方でございまして、そういう面

で６次産業化というのは、農村の活力を増す非常に大きな施策ではないかなというように

思っています。

それと、その他、教育だとか健康だとかというようなことも農村が非常に得意とする分

野です。皆さんご存じのように、秋田県とか福井県は、学力の高い県がございます。また、

このように、田舎というのは、教育を進める上でも非常に良い環境を保っていますので、

そういった面で、いろいろと施策を打っていけば、若い方も帰ってこられる部門があるの

ではないかなというように思っています。

それと、もう一点、事務手続きの簡素化ということで、今、高齢化になっていまして、

事務手続きが非常に苦手な方が多いわけです。事業導入の事務手続きを簡単にし、また、

農家の手取り分が実質多くなるような、システムにすべきだと思います。一方、補助金を

もらいたいのだけれど半額助成の、補助金をもらってももらわなくても必要金額はあまり

変わらないというような、規制が厳しくて、補助金の意味があまりないというようなとこ
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ろもございますので、そういった点も改善していただく必要があるのではないかなという

ように思っています。

それと、最近、高齢化が進んでいることで、農作業事故死が大変増えています。これは、

一般の建設作業の死者は年々減ってきていて、以前の何分の１かになっていると思います

が、農業者の事故は増えています。これは私は人災だと思っていますが、高齢者の方が、

大型機械を使用されるのが最大の原因です。普通の車であれば高齢者講習があって、運転

の規制が厳しくなってきていますけれども、農機具はそういった安全対策のない形の中で

使用されています。農作業機械は操作が非常に複雑ですし、また、農業機械のパワーも大

きく、能力も高くなっており、人災につながっていると思います。事故防止の面から見て

も、若い方が就農していただくということは大切なことではないかなというように思って

います。

以上です。

○鈴木部会長 いろいろ論点をお出しいただきました。

それではちょっと、ここで一度、区切らせていただきまして、かなりいろいろなポイン

トが出ておるかと思いますので、一度、佐々木政務官の方からコメントをいただければと

思いますが。

○佐々木政務官 ちょっと数字的なところで補足が必要であれば、後ほど事務方にお願い

したいと思います。

今の話の大部分が人といいますか、何をもって担い手というのか、あるいは多様な担い

手とは何だというところの話が非常に多かったと思うのですが、この人づくりという政策

は各分野にわたって必ず出てくる政策で、これほど実効性を上げるのに難しい政策もない

と私は思っています。前回でしたでしょうか、岡本委員からだったと思うのですが、地域

を分かる人を育てることが一番だというようなお話をいただいた気がして、あれは非常に

分かりやすい論点だと僕も思っていたのですが、我々がこれを言っている時に、必ず多様

な担い手という言い方をすると同時に、意欲のある農業者という言い方も必ずさせていた

だいているのです。だれでも彼でもいいと思っているわけでは、もちろんありません。た

だ、その時に、今も論議の中で両面あったかと思うのですが、産業としての農業をどうや

って育てるのだということと、地域の担い手としてどうするのだという、この２つを抱え

ているというのは、実は１次産業の宿命ですね。これは、いかんともしがたい宿命だと思

うのです。１次産業の場合、これを切り離すことはできないと思うのですね。
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産業としてだけ育てようとすれば、少数精鋭がいいに決まっている。じゃ、それをやる

と、今度は地域はつぶれていく、限界集落がどんどん増えていくというようなことになっ

ていく。その両面をやらなければいけないという宿命を、僕は背負っているのではないか

と思っているのですね。

それで、我々は多様な担い手という言い方をしているわけで、ヨーロッパが家族農業に

かじを切ったのも、そこに大きな理由があるのだと思うのですね。地域がどんどん壊れて

いっては困るという。

だから、ある意味では、それは政策として切り分けろという話もあります。それは例え

ば、我々で言うと、戸別所得みたいなものは産業としてやれと。そして、中山間だとか、

農地・水・環境のようなものは地域対策だろうと。でも、そう簡単に割り切れもできない。

というのは、例えば環境を守るというところで考えた時にも、農業という生業を通じな

ければ環境は守られないというところもあって、農業というものがちゃんと営まれていな

ければ、そこの地域の環境も守られないというところもあって、ここもまた、そう簡単に

切り離せるものでもない。この両面を抱えているというのが、やっぱり僕は１次産業の宿

命なのだろうと。そんな中でどうやって育てるかということになるのですが、１つには学

校という手法がありますが、もう一つはやっぱりより実践的なところで育ててもらうとい

うことが、農の雇用というような言い方をさせていただいていますが、例えば法人のとこ

ろに就業していただいて、そこで勤めるか、あるいは、そこから独立をするというような

仕組みもできるだけ取り入れていきたいと思っております。

確かに、ご指摘いただいたように、育成・確保という言葉が適当かどうかというのは、

それはそれで少し検討させていただきたいと思います。

それから、農地の集積のところにかかわってですが、動かす手法も、もう少し書き込ん

だらいいのではないかというお話もいただきましたが、その図を見ていただいても分かる

ように、多様な、10ページですか、一時保有するということではなくて、仲介をするとい

うようなものまで、今は全部担っているのです。ですから、そういう意味で言うと、ここ

の仕組みというものを、確かに今はＪＡさん中心にやっていただいているのですが、実は

今回、戸別所得を論議するに当たって我々も論議をしたことの一つに、ＪＡさんがそれは

確かに中心になってやっていただいていることは大変感謝をしているのですが、実は自給

率を上げていこうと考えて我々が政策を組んだ時に、あまりにも今、行政がＪＡに頼りす

ぎてはいないかというところもあって、特に米の地域協議会なんかはほとんど農協にお任
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せみたいになっていたところもあって、むしろ僕らもこれから畑も含めてそれぞれの自給

率というものの目標を立てていこうと思っていますが、やっぱり行政も、もう少し責任を、

もう少しとはあまり適当でない言葉かもしれませんが、行政の皆さんも一緒に責任を持っ

て進めていただくという仕組みにしていかないと、結果として、自給率はこれまでいくら

やってきても高まってこなかったのですね。だとしたら、何か手法を変えない限り自給率

を上げていくことはできない。そういう意味では、そういう手法もとらせていただかなけ

ればならないのではないかなと思っているところでございます。

数字的なものを含めてあれば、少し補足して下さい。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

では、事務局の方からお願いします。

○経営局 事実関係を何点か補足して説明をさせていただきます。

今、政務官からもお話がありました10ページの農地利用集積円滑化事業に関してですけ

れども、先ほど荒蒔委員の方から、団体として市町村、公社、農協等と書いてあるところ

につきまして、ガイドラインのようなものを示したらいいのではないのかというようなご

指摘をいただきました。資料には、ここに３つの団体等が並列的に書いてありますけれど

も、昨年の暮れ、12月15日に施行されました改正農地法で新しく措置された仕組みにおき

ましては、この円滑化団体になれる主体はここに書いてあるとおり市町村、市町村公社あ

るいは農業協同組合ですが、このうちから、地域で農地の権利の利用調整をするのに最も

適当であるものを市町村長さんに指名してもらう仕組みにしております。すなわち、どれ

かを一律的に国としてここにやって下さいという仕組みではなくて、地域で農地の権利調

整の斡旋等をやっていただくのに最も適当なものを指名していただくという仕組みという

ことでございます。

昨年の12月15日に法律施行されたものですから、今は、その市町村長に、自分のまちで

はどこにしてもらうのがいいかについて、法律上は、基本構想というものがあるのですけ

れども、その基本構想の中に位置付けてもらう手続きをやってもらっている段階でござい

ます。法律制定の趣旨は以上説明しましたようなものであるということは施行通知の中で

も示しておりますし、法律の施行の説明会等でも、我々の方から説明をしているというこ

とをご理解いただきたいと思います。

もう一点、平田委員の方から農の雇用の話がございました。資料で行きますと８ページ

になろうかと思います。これは、資料の書きぶりがあまり適当ではなかったのかもしれま
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せんけれども、上の四角のところの３つ目の丸のところに農の雇用事業を実施と書いてあ

ります。平田委員からは、昨年はそういう事業をしてもらいましたけれども、引き続きや

ってもらえるとありがたいというようなお話でございました。

確かに、この事業は補正予算で事業を始めた経緯がございますけれども、今、予算審議

を国会でしていただいておりますけれども、平成22年度本予算の中には、これを補正では

なくて本体の当初予算の中に入れた事業にしたいということで、22年度当初予算の中に入

れて、今、審議をしていただいているということでございます。

以上、補足させていただきます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。他にはございますか。

生産局長、お願いします。

○生産局 今日の本題とは必ずしもあれかもしれませんが、今、平田委員から農作業の安

全についてご発言がございました。

せっかく傍聴人の方もたくさんおられますし、こういう場所でございますので。今年３

月１日から農作業の事故防止のキャンペーンを始めております。３カ月間、いろいろな場

面で皆さん方に確認をしていただいたり、いろんなところにポスターを張っていただいた

りして、痛ましい事故を防ぐというキャンペーンを始めております。是非この場を借りて

ご承知いただくとともに、ご協力いただければと思います。400人程度の死亡者の方々が

年々発生をしております。非常に痛ましい事態でございます。

ただ、これは高齢者の方々が、やはりブレーキの片踏みであるとか、あるいはフゾクブ

ツを上げたまま圃場に乗り入れする、そういうことで転倒するという事故が非常に多くご

ざいます。今年はそういう転倒防止というものに重点を当ててキャンペーンをやっていき

たいと思っております。是非、皆さん方でも、ポスターの掲示だとか、いろいろとご支援

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、引き続きまして、藤岡委員、三村委員、順番にお願いします。

○藤岡委員 ようやく、この審議会も、ここにきて、担い手の形態の論に入ってきました

ので、ちょっと遅かったのかなという感じがしないでもないのですが、２ページ目に今の

現状をいろいろ深刻な状況を書いてありますが、一方で、この中をずっと見ていますと、

例えば、法人経営体が増えてきている、あるいは法人に雇用として入って就農する、そう

いう人も着実に増えてきている。あるいは、もう一方で、ここにデータとしては出ていな
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いのですが、農家の女性が起業する、いわゆる加工所だとか直売所とか、こういう女性起

業の数も、私は着実に増えていると思うのです。

ということは、前回の基本法の見直しからこの５年間の中で農業の流れがどう変わって

きたのかというのが、その辺に私は出ているのではないかと思っております。法人経営が

増えている、そこに就農して農業をやるという、あるいは女性起業数が増えている。です

から、世の中の農業の流れがどうなっているかということを捉えてみますと、その辺のと

ころに施策を向けていかないと、逆ねじを巻くような、これはカンバン対策として農村維

持をしていくという多様な経営体というのは、これは当然必要なのですが、今これから伸

びていこうとしているところにきちっとスポットを当て、それをさらに伸ばしていく、そ

れによってその周りの多様な経営体も、それに牽引されて底上げになっていく、そういう

ふうな政策に持っていって欲しいなというのが１つの私の考え方であります。

この中には随所に意欲ある農業者という言葉が出ていますので、その意欲ある農業経営

者がさらに発展していく、そういうスキームが描ければいいかなというふうに考えており

ます。先ほど来、何人からも人材育成の言葉が出ていますが、まさに農業というのは、確

かに農地も大事、環境も様々な要素が絡んでいるのですが、突き詰めてやっぱり最終的に

は人ではないかと思っております。きちっとした人が育たないことには、いくら農地を整

備しても、補助事業で金を出して融資で無利子にしても、きちっとした経営感覚がある人

が育っていかないことには、私はなかなか日本の農業の将来はないなと思っていますので、

そういう意味では、そういう人材育成のところには、今回の民主党さんもコンクリートか

ら人へと言っていますので、人対策には、私は惜しみなく税金を使ってもいいのではない

かと思っています。

先ほど、岡本委員から税金を納める立場という話がありましたけれども、私たちも税金

を納めているのですよね。農業者が一方的に使っているわけじゃなくて、農業者も税金を

納めながら、その一部をまた利用させてもらっているということだけはご理解していただ

きたい。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

では、三村委員、お願いします。

○三村委員 多様な経営体という概念そのものについては、私は全く異論ございませんし、

日本の農業はまさに多様性の中で成長していくものだと考えております。ただ、その経営

体という言葉を使った時には、やはり、いわゆる企業という言い方をする必要もありませ
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んし、主体とか組織あるいは個人でも結構だと思うのですが、まさに自立性、それから自

らのいわゆるマネジメント能力、コスト管理能力、それからリスクへ対応する力というの

が、やはり経営体としての基本的な力であろうというふうに思っております。

先ほどの、藤岡委員のお話ともちょっと関係するのですが、やはり日本においても法人

経営といったものが少しずつ浸透してきている。農業法人という流れが恐らく生まれてき

ているということについては、私も評価したいと思っております。

ただ、一緒に拝見しておりますと、実はこれが１次産業の持つ宿命かもしれないのです

が、総じてハイリスクである。そんなに簡単な分野ではないというふうに感じております。

恐らく、少しずつ育ってきていると思うのですが、それをきちんと育てていくためには、

もう一段階やっぱりきっちりした仕組みとかマネジメント能力とか、それに対していろん

な形での、これはお金の支援というだけではなくて、恐らく社会的支援とかというものが

必要だろうという感じがしていますので、やはりこの流れをとどめてはいけないと、その

ための制度と政策の仕組みというのを、しっかり見せていく必要があると思います。

そのためは、やはり経営体という概念と、それからもう一つは政策としてそれを支える

仕組みとか制度というところの、この２段階構築が基本的に大事であって、先ほどご議論

ありました農地集積をどういうふうに円滑に進めていくか、あるいは人材育成、教育とい

うことでありますが、それをどういう場を通してやっていくのか。もちろん学校教育もあ

れば、現場教育もあるし、先ほど農業法人が、ある意味でそこが学習と経験の場になって

いるというのがございまして、それをどのように生かしていくか、それからやはり融資と

いうことが出てきますので、その組み合わせを見せていくことなのだと思います。

それは、決して、先ほど政務官がおっしゃったように地域社会とか、農業が支えてきた

地域文化とか、それから自然環境というものをまさに破壊するとか、それをある意味でマ

イナスの影響を与えるものではなくて、むしろ、そういったような地域社会とか伝統とか

人のつながりというのは、農業を支える、むしろ、これもまた基盤構造であるというふう

に考えていくならば、恐らく、私はたとえ小規模であったとしても、なかなかおもしろい

経営をしていく農業というのは、当然のことながら持続的にやっていけるのではないかと

思います。

特に日本の農業において、今一番弱いのは何かとなりますと、壊れているところについ

てはもちろんきちんとして守っていく必要がございます。しかし、もう一つは、何かまだ

なかなか育ち切っていないところに対して、これで力を弱めてしまうと、結局そこで中途
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半端に終わってしまうのではないか。農業法人にしても農業経営にしても、決して容易な

分野ではないというように思いますので、それをやはりもう一押しするということを、こ

この中でメッセージとして出していくのが適当ではないかというのが、私の意見でござい

ます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

平田委員どうぞ。

○平田委員 今、日本航空の経営問題が取りざたされています。農業においても今、環境

的に非常に厳しい状況下にあって、農業経営を続けられないというような形態のものが多

くなっています。新しく法人もできていますけれども、倒産する農業経営も増えています。

そういった中で企業の場合は会社更生法というようなことで整理されて、また新しくよみ

がえるという手法がございますが、農業の場合は必ずそういったものがうまく定着してい

ないように思います。

私も倒産した農園を引き受けましたが、すべて自分が前の会社の負債を引き継いで経営

しましたので、非常に厳しい状況でした。果樹や畜産の場合、生き物ですので、即、引き

継がなくてはいけないというような場面がございます。そういった場合に、遅滞なく次の

担い手に引き渡すという国の政策が、必要ではないかと思っています。それを引き継ぎた

いけれども、現実的には自分の経営そのものが厳しい状況下にあって、さらに他人のもの

まで引き受けられないというようなことが、多いと思います。そういった状況下で、国な

り市町なり、農協さんもいらっしゃいますが、そういったところが仲介をして、うまくそ

れを継承できるようなシステムというのが私は必要ではないかなというように思っていま

す。

それと、今、我々は農業をやっていますけれども、特に中山間地域では、今後戸別所得

補償とか、モデル事業だとかいろいろありますけれども、それ以外にも中山間の所得支払

いだとか、環境政策だとかというものがあって、かろうじて農業的に成り立っているかな

という感じがいたします。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

岡本委員どうぞ。

○岡本委員 言い方が悪かったようで、すみません。農業をやっている方も納税なさって

いるというのは重々分かっております。失礼いたしました。

ただし、きっと都市に住む人たちは、他人の芝が青いような感じでうらやましく思って
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いる部分があるのではないかと思ってしまいました。農業をやっていない自分とか、でき

ない自分に対して、負い目とか羨ましさとか、相反するものを持ち合わせたのが私たちか

なと思っています。要するに、税金を気持ちよく納めたいなと思っています。変な言い方

かもしれませんが、自分の趣味プラスアルファぐらいの方には何か出すのには抵抗がある

けれども、頑張っていてなおかつ生活できない人には応援したいなと思うのは当然ではな

いかなと思いますので、さっきの言葉になりました。失礼しました。

それから、最近いろんなお話をお聞きしていて思うのは、こういうところで議論される

人たちというのは、農業経営者とか経営体というのは、とてもマルチでいろいろなことに

才能を持って、スーパーマンみたいな人が議論の対象になっているのかなと思います。で

も、物を作るには、そういう方も必要ですけれども、現場で実際、働かなきゃいけない、

そういう方もたくさん必要になると思うので、両方の視点も必要なのではないかなと思い

ながら、最近、聞いています。そんなに何でもできる方ばかりではないと思いますし、や

っぱり適応しやすい人とかいろいろあると思いますので、そういう点もちょっと入れたら

いいなと思います。

それから、今、経営として成り立つか成り立たないかという話がとても出ています。も

ちろん、経営として成り立つところは頑張ってやってもらって、自立してもらうというと

変な言い方ですけれども、どんどん進めてもらっていくというのはとても自然なことだと

思うのですけれども、そうではない部分ってあると思うのですね。それが、きっと耕作放

棄地になったり限界集落になったりすると思うのですけれども、行政とか、こういう公な

立場のところは、そういうところに手を差し伸べる必要があるのではと思います。自分た

ちではどうにもならない、個人ではどうにもならないところを支えていくのが行政とかだ

と思うので、その辺を何かちょっとすくい上げるようなところもあったらいいなと思いな

がら聞いていました。すみません、うまく言えません。

以上です。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。他の委員はいかがでしょうか。

では、関連しまして深川委員からもコメントを書面でいただいていますので、これを事

務局の方からご紹介いただきますでしょうか。

○大浦参事官 深川委員からコメントをいただいております。本日の１番目の議題、この

農業経営体の議論と、それからこの次の主な論点に共通するコメントとしていただいてご

ざいます。
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本日は所用のため出席できませんが、今回の議題である「多様な農業経営体の育成・確

保について」、「主な論点」に関して、以下のとおりコメントさせていただきます。

多様な農業体を認めて進むことは現実的にあり得る選択肢だろうが、様態を固定するの

ではなく、どれについても生産性を上げる方向性が明確に意識されるべき。

例えば、後継者がなく、結果的に集落農業として「持たせている」だけの農業に将来性

があるとは思えない。こうした農家の生計はむしろ社会的安全網の次元で考えられるべき。

でないと都市部高齢者その他とのバランスがとれない。

個人的には農村の「多様な機能」といった、限りなく曖昧で様々な政治利権が入り込む

名目は透明性の観点から排除して正確な意義も議論すべき。

もちろん、集落農業でも発展の方向性があるのであればきちんと支援すべきだが、本来

は家族農業もしくは法人農業が生産性の上で主導しているものと思われるので、集落農業

の一部は「過渡期的形態」として時間軸を持たせた考え方をすべき。

家族農業や法人農業は６次産業化、「生産性・競争力向上を伴った結果の」自給率向上

に向けて、産業政策の次元で支援されるべき。特に法人企業は改革のリーダーとして新し

い形の農業にどんどん挑戦するインセンティブを与えられるべきで、補助金漬けにしては

ならない。また法人農業は農業経験のない者に経験の場、効率のよい研修の機会を与える

など、家族農業や集落農業との橋渡しとなる機能も持ち得るであろう。いずれにせよ、多

様な経営体を固定せず、発展する方向に有機的に連携させる工夫は欠かせない。

以上でございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

それでは、今までのところで、もう一度、佐々木政務官、コメントございましたらお願

いします。

○佐々木政務官 そんなにたくさんはないのですけれども、人を担うべき経営体というと

ころをどうするのかというのは、本当に我々自身も非常に難しいテーマだと思っています。

逆に言うと、私は今までの補助金を中心にした農政というのは、どちらかと言うと引っ張

り上げるというところが多かったのかもしれない。同じ補助金の枠の中にほとんどの農業

経営体が入ってしまうような仕組みになってしまっていて、伸びようとする人もなかなか

伸びられない、その代わり落とさないというような仕組みだったのを、できるだけ融資と

いう形に変えることによって、それは少し変わっていくのではないか。

それから、戸別所得という制度も、私どもは、これは緩やかな構造政策だと、何度も申
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し上げているように、そのように思っておりますので、これは米は全国一律ですけれども、

一律のラインより努力をした人、努力をしない人は当然そこから落ちていくことになるわ

けで、そういう意味では緩やかな構造政策にもなっていると思っておりますので、引っ張

るのか押し上げるのかと言われると、これはなかなか難しいところはありますが、基本的

には多様な農業経営体というものがどうやって共存できるのかというためには、一本の政

策ではなかなかいかないだろうと思っていますので、いろいろなジャンルで皆さん方にも

ご論議いただいて参りましたけれども、そういったものを少し仕分けをしながら、これか

ら整理をしていきたいと思ってございます。

確かに農業というのは、農業ばかりではないですけれども、常に進歩はしてきているの

ですが、やっぱり我々が今一番気にしているのは、結果として限界集落が増えてきたとか、

結果として自給率が上がっていないという、この事実があるわけで、ここをやっぱり何か

新しい政策で転換をしていかなければならないというのは、これも間違いのない事実だと

思うのですね。そこに我々が６次産業化とか、あるいは戸別所得補償とか、そういう政策

を入れて、少しでもそこのところを変えていきたいと思っております。

先ほど税金の話もいくつか論議になっておりましたけれども、農業というところでいう

と、私は食・環境というばかりではなくて、昨日、漁業の審議会にお邪魔をさせていただ

きましたけれども、農地や林地は私は国土であり、海岸は国境だと思っているのですが、

国がそういう仕分けで税金を投入したことが、まだないのです。だから、そういう視点も

もう少し持たなければいけない。国土ですから、全部、国が面倒を見るという意味ではあ

りません。もちろん、そこで生業をしているわけですから。しかし、１割か２割は国がち

ゃんと責任を持ってあげなければいけないところが本当はあってもいいのではないか。だ

から、何度もヨーロッパを出して申しわけございませんが、ヨーロッパがそういう直接支

払いに踏み切ったのは、まさに国土、国境という意識がかなりあるから、そういうものも

プラスアルファとしてあそこに踏み切ったと私は思っております。

そういった中で今回、農業ばかりではありませんが、我々が踏み切っている政策は、直

接、生活者を支援する、直接、生産者を支援するという仕組みにこの国の税金の流れを変

えることによって、強いて言えば、個人のところを助けることがこの国の下支え、あるい

は雇用や景気対策にもつながっていくという大きな流れの中で政策を踏み切ったというと

ころが、もう一つの大きな理由としてあるということも付け加えさせていただければと思

います。
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○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

松本委員、お願いします。

○松本委員 思いつきみたいなことを言っては恐縮なのですけれども、この審議会で最初

に申し上げたことをちょっと思い出しましてね。この資料を見ましても、何となく経営体

と言っても意欲ということがあるのですけれども、今、政務官が国境とか国土とかいうお

話があったのでふと思い出したのですけれども、やっぱり畜産とかそういうものは、もう

主要農家がほとんど、ぱっとそれを見てもほとんどを占めていて、そこから経営が脱落す

るか、あるいは生き残るかと、そういう攻防になっているのです。水稲とか、畑も少しあ

れですけれども、土地に関するところは、かなりその主要というのは相当もう撤退しちゃ

って、これをどうするかというのは焦点になっておるのだと思うのですね。農業経営とい

う観点からしますとですね。

そういう大きな課題を背負っているのですけれども、その場合、どうもベターに考える

のではなくて中山間とか、これは中山間は本当に経営一本やりで追求して、そもそもの制

度設計ができるのかというような問題に行き着くんだろうと思うんですね。ヒダバはヒダ

バであるんだと思いますし。

また、もう一つ、生産額とか、それから立ち位置といいますか、ポジションでも３分の

１を占める都市農業といいますか、こういうところは税金の関係等と、これもなかなか同

じ経営を考えた時に、同じ制度設計では追求しても解決策が見出せないと、こういうこと

があるので、要望なのですが、もしこういうペーパーをもう一回整理する時は、例えば地

勢を加味した形でどういう戦略をとるかとか、そういう形を織り込められたら、もっと現

場の農業者とか消費者とかの方々にも訴える訴求力があるのではないかと、こういう印象

を持ちました。すみません。

○鈴木部会長 岡本委員どうぞ。

○岡本委員 すみません、質問したかったのですが、どこでお聞きしていいのか分からな

くて今まで持ち持ちになってきたのですけれども、私たち一般消費者が一番関心を持つた

めに教えてもらいたいなと思うことが１つあります。

例えば、お米ならお米で、これは何が費用に乗っかっているかということが知りたいな

と思います。例えば、今まででしたら農薬とか苗のお金とか、そういうのは分かったので

すけれども、今までいろいろお話を教えてもらっていると、例えばそれを土地の基盤整備

にかかったお金とか、用水を作る時のお金とか、何かそういうのも全部税金として含まれ
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た上でお米ができているというのが、最近感じてきています。もちろん場所によってすご

く違うので一概には出ないと思うのですけれども、それがどういう構成で例えば10キロの

お米ができ上がっているのか、10キロのお米、例えば4,000円とか5,000円とかだったら、

その何割がどういうふうに入っているのか知りたいなと思うのですけれども、不可能でし

ょうか。今日すぐというわけではないのですけれども、いつか教えていただけたらなと思

うのですけれども。

○佐々木政務官 ちょっと後で補足して下さい。ラインだけ少しお話します。生産費とい

うものですけれども、物財費といって、直接かかった種とか肥料とか油代というのは、こ

れは物財費と言って直接費用ですから、これは全部費用です。家族労賃という、これが実

質的に農家のもうけです。農家は労働報酬ですから、そこを戸別所得では、この８割だけ

見ましょうということになっています。その上に地代といった農家の財産としてある部分

は見ないのです。これを入れると全参入方式というのですが、この２つは農家の財産です

から、これは見ないということになっています。

ただ、支払い利息というのは、これは毎年起きる費用ですから、土地を買った時に、あ

るいは基盤整備をした時に借金をしますから、その借金で毎年払うお金、この支払い利息

は費用の方に入ると。大まかに言うと、財産として農家に帰属するものは入れない。しか

し、毎年経費として起きていく支払い利息みたいなものは経費として見るというような仕

組み、大まかに言うとそんな仕組みになっているということで、全部が費用の中に入って

いるわけではないということです。

もう一つ、都市農業の話が出ましたが、この頃、この質問が結構国会の中でもありまし

て、私も何度か答弁させていただいているのですが、実は我々としては、政権をとる前で

すけれども、その時代にこの農地問題を考えた時に、ゾーニングという考え方をとりまし

た。要するに農地法と都市計画法と２つばらばらにあるのを、将来的には１つにしていこ

うと。全体の国土計画みたいなものは、やっぱり作っていくべきではないかと。特に、そ

の中間にある都市農業なんていうのは、その中間にあって市街化区域に参入、税金で出さ

れるという仕組みになっていますから、そういったものを本当にどうしていったらいいの

かというのは、ヨーロッパなんかではそうですがゾーニング方式で、ここからこの地、一

筆方式じゃなくてゾーニングで規制をかぶせていくというようなやり方をやっているので、

そんなことも将来的には考えるべきではないかというようなことも実は提言させていただ

いたことがありまして、結構、今そこのところは、とりわけ税金との関係で大きな課題に
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なっているということは承知しております。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

では、事務局の方からございますでしょうか。

○総合食料局 お米のコストと考えていいと思うのですけれども、今、政務官からお話が

ございましたけれども、物を作るといった場合に、工業品の製造原価と農産物はちょっと

違うのですけれども、ご承知のとおり物を作るためにはお金が要ります、資本が要ります。

それから、作るための人間、労働ですよね。労働が要ります。それからもう一つは、農業

の場合には土地が要ります。

これは、それぞれ毎にその帰属するコストって何かというと、労賃と、それから土地の

場合には借りる場合に地代ですよね。あとは、お金。これについては、本来は利子がつき

ます。

こういったものの３つの要素をどのように組み合わせて、そのコストとして概念するか

ということなのですけれども、幅広い概念ではこれらトータルを全部コスト計算しますけ

れども、通常では現金収支のところをよく我々としては基本的に把握します。例えば農薬

に幾ら払ったとか、肥料に幾ら払ったとか、苗代に幾ら払ったとかというのが、まず物財

費として出てきます。

それから、今度は機械を使った場合には、固定資産ですから、償却が要りますよね。そ

れは当初のお金、例えば農業機械を買った時に何百万円というのをいきなり乗せるわけじ

ゃありませんので、それは毎年使っていくわけですから、償却という概念でコストとして

入れていくということがあります。

それから、人を雇った場合、それは当然のことながら雇用労賃としてコストにかかって

参ります。あとは、ただ働きというわけにはいきませんから、当然、自分が働いた部分に

ついてはコストに上乗せする。大体、この辺が基本です。

通常入れていないと言った時には何かと言うと、自分の土地で作った場合には、お金を

払いませんよね。借りてやる場合には地代を払いますけれども、自分の土地の場合には、

実際には通常、お金は当然払わないのです。だけど、本来ならば、ここもコストとして幅

広い概念では見るべき、自己資本地代、土地の地代として見る。

それから、お金をそこにやった場合に、資本投入していった場合、借り入れて例えば農

薬を払って、後で農協からお金を借りて農薬代を払って、肥料代を払って、お米の売買代

金からそれを払いますみたいな時には、当然、利子がつきます。だけど、自分がもし現金
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を持っていたら、それをやらないのです。これも機会費用では本当ならば預ければ利子が

入ってくるので、そういった部分も概念として見るのですが、通常ここまでは全体の幅広

い生産面で見ますけれども、私どもが経営計算する時には、そこまでは見ていないという

のは、先ほど政務官がおっしゃった概念です。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

藤岡委員どうぞ。

○藤岡委員 今回のこの基本計画の見直しも、あれは平成11年でしたかに制定されたその

基本法、これに沿った形でやられると思っておりますが、例えば基本法の中に、21条に国

は効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う

農業構造を確立するとか、あるいはその他にもっとありますが、この基本計画の見直しを

やるにあたって、基本法とそぐわない部分が出てきた場合には、この基本法の見直しもあ

り得るのかどうかということを、ちょっとお伺いしたい。

○鈴木部会長 では、政務官、これについてお願いします。

○佐々木政務官 基本計画は基本法に基づいていますから、それは基本計画がこうなった

から基本法を見直すということはない。そうなれば基本法は基本法で見直さなければなり

ませんので、基本法に基づいた計画、基本法に位置付けられた計画ですから、僕はむしろ、

99年にできた今の新しい基本法は結構よくできていると思っておりまして、ただ、その後

の政権が結局、古い基本法に戻っていったという感じがしているのです。選択的拡大の、

あの方向に戻っていってしまったのではないかという気がしていて、今の基本法は僕は結

構うまくできているのではないかと感じております。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

今日の資料でも、２ページのところに、その21条で言う効率的かつ安定的な農業経営体

が出てくるのだというような形で、21条との関係が整理されているかと思います。

それから、先ほど来、議論がありましたように、いろんな多様な経営体がどういう形で、

その農村地域においての役割を果たして地域が発展するのかというようなことについては、

先ほどお話があったように中山間とか、そういう地帯の考え方も必要だと思いますが、そ

ういうことも含めて数字的な面で構造展望といいますか、その数字を含めた資料が是非、

一緒に出てくることが望まれるかと思います。それは、同時に進めていただいているとい

うか、近くここで出していただけるということでよろしいですね。

はい、どうぞ。
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○藤岡委員 ５年後、10年後は、こういう姿になるという数字が出るということですか。

○鈴木部会長 はい、そういう意味で私は理解しております。

では、この問題につきましてはまだまだ議論がつきませんが、次の論点の中でもまたご

議論いただければと思いますので、時間が押していますので２つ目の議題に進みまして、

主な論点ですね。これも佐々木政務官の方から、考え方についてご説明をまずお願いしま

す。

○佐々木政務官 先ほどもご挨拶の中で触れさせていただきましたが、政権が替わってか

らですけれども、８回にわたってこの企画部会を開催させていただいておりますが、各論

については、先ほどの多様な経営体というところまで論議をしていただいて、各論につい

ては一巡をさせていただいたと思っているところでありまして、３月中に基本計画を取り

まとめるということになってございますので、論点をそろそろ整理をさせていただかなけ

ればならないなと思っているところでございます。

皆様のところに、その論点整理、主な論点というのを配付をさせていただいていると思

いますが、これも委員の皆さん方のご意見、それから１月末から２月28日まで全国９カ所

で、私も広島とそれから札幌を行かせていただきましたが、シンポジウムを開催をさせて

いただいて、委員の皆さん方にもそれぞれ参加をしていただいてございますが、そうした

ご意見、それから議員の皆さん方からも意見をいただいております。あるいはシンポジウ

ムで会場の皆さん方からいただいた意見などなど、ある程度まとめさせていただいて、主

な論点として今日、皆さん方のところに配付をさせていただいてございますが、この資料

に基づきながら、また、取りまとめに向けて、最終文書化に向けた作業に向けて是非ご論

議をいただければと思ってございますので、よろしくお願いを申し上げます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、この資料の中身につきましては、もうお読みいただいているということを前

提に、早速、議論の方に入りたいと思います。では、どなたからでも。

茂木委員、お願いします。

○茂木委員 それでは、新たな基本計画の策定に向けた主な論点ということで、ご意見申

し上げます。

今、政務官の方から、全国９カ所でと、こういうご意見をお聞きしてきたと、こういう

ことでございますが、私どもは47都道府県津々浦々からの意見を申し上げますので、ひと

つよろしくお願い申し上げます。
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今回の新たな基本計画は、現行の基本計画が作成された時に比べまして、地球的な規模

で食糧需給が構造的に逼迫に転換したことや、農業所得が大きく減少していると。そうい

うことを考えますと、食料、農業、農村をめぐる情勢が大きく転換していることを前提に

策定されるべきものだと考えております。

要するに、国家戦略としての新たな基本計画の策定が必要だと、こんなふうに思ってお

ります。従いまして、国民からは食料の増産と自給率の向上による食料安全保障政策の確

立が求められまして、現場の生産者からは農業所得の増大が期待されていることが前提と

なるわけでございます。

新たな基本計画は、我が国の関税など適切な国境措置を堅持することも含めまして、こ

のような大きな情勢変化に対応できる我が国の、先ほど申し上げました国家戦略として総

論の中でしっかりと位置付け、国の総力を上げて実践していく必要があると考えておりま

す。

その上で、とりわけ次のことについて意見を申し上げさせていただきます。これまでも

何度も申し上げてきたわけでございますが、農業生産額と農業所得が大幅に減少している

現況を踏まえますれば、食料自給率目標と併せまして、新たに農業所得の増大目標を設定

することが不可欠であると思います。また、農業所得の増大目標の設定に当たりましては、

水田農業を初めとしました地域、品目、経営類型毎に目標を設定することが必要であり、

その目標達成に向けた必要な取組と具体的な政策を明らかにしていただければ、農業者が

元気を出して営農を継続できるものと、こんなふうに考えております。

戸別所得補償制度のモデル事業につきましては、ほとんどの生産者が生産費と販売価格

の差を補填する制度として理解をいたしております。農業者は農業に誇りとプライドを持

っており、単なる差額や補填ということよりも、農業の多面的機能や農村コミュニティー

の維持などに着目した制度として位置付け、充実していく必要があると考えております。

また、主な論点で示されております、効率的・効果的で分かりやすい政策は、基本的に

賛成でございます。しかし、地域や品目には様々な実態がございまして、より効果的な政

策とするためには、全国一律、画一的な政策のみではなく、地域の裁量を認め、地域実態

を踏まえた政策が必要ではないかと思います。

戸別所得補償制度に対しましては、例えば畜産や酪農、そして果樹や野菜などについて、

生産数量目標の設定や一律に所得補償を行うことが適切なのかどうか、現場の農家から

様々な意見がございます。この制度の本格実施に当たりましては生産現場の声を十分に聞
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いた上で、品目実態に応じた政策として検討を行っていただきたいなと、このように思い

ます。

以上でございます。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

では、森野委員、お願いします。

○森野委員 資料１のところよりも資料２の方に書いてあるので、２点ほど申し上げたい

と思います。

資料２の５ページに、輸入国としての国際交渉への対応という話が書いてあります。そ

もそも、様々な対策というのはＷＴＯから始まってＥＰＡとかＦＴＡと、そういう形での

国際規律が決まった場合に、そこで打撃をこうむらないようにどう措置するかというとこ

ろでそもそもの出発点があったのだろうと思うのですが、今そこだけが逆に先行してやっ

ているということは、ここのところの条件が整備されれば、国際的な様々な新しいルール

にもう備えることができるというふうに考えていいのかどうか、そこのところを１点お伺

いします。

それに加えてもう一点、これは意見なので付け加えさせていただくと、資料１、それか

ら資料２も含めて、ちょっと日本の農業あるいは農産物の国際競争力という部分での切り

口が、どうも物足りないなという感じがいたします。その辺りをもう少しきちっと書き込

んでいただければなと思います。

以上、２点です。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

その他、いかがでしょうか。

三村委員、お願いいたします。

○三村委員 まず２点だけ、今日、申し上げたいと思います。

１つは、食料自給率目標ということについてということなのですが、そこにおいて50％

目標とか、それをどういうふうに上回るかと。これは数値目標を設定するということにつ

いては、私も異論ございません。ただ、なぜ食料自給率が低いのかということについて、

もう少し、分かりやすく国民に伝える必要があるだろう。それから何よりも、やはり小麦、

大豆といったものについての、まさに依存が高いとか、家畜飼料の問題であるとかという

ような具体的な構造的要因については、もう少し説明をしていく必要があるのではないか

という感じがいたします。
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そのことを踏まえてということなのですが、恐らく今回これから先というアクションプ

ランということになってきますと、相当に広報活動が効いてくるだろうというふうに思っ

ております。その広報活動の中におきましても、例えば米粉のいわゆる需要促進の問題と

か、新しい商品開発とか、それに対して試食する、させるとか、いろんな形で消費者参加

型のイベントをさらに強化していくというような形をしていくと、私はかなりこれは効果

が出てくるというふうに思いますし、その時には恐らくメディアとの連携、食品メーカー、

あるいは食品スーパー、百貨店、レストラン、その他外食産業とかといったものの力をも

っと使えるのではないかということがございますので、この食料自給率向上に向けた取組

というところは大きな方向性を書いていただいた上で、それがいわゆる具体的活動につな

がるように、そういうふうにここのところを設計していただければいいのではないかと思

います。

私はもう一つ、今、森野委員がおっしゃったこととも関係いたしますが、やはり日本の

農業をこれから育成し守っていくためには、国際競争あるいは国際競争力をどう高めるか

という視点は大変、重要だというふうに思います。その過程の中におきましたら、特に12

ページのところに知的財産の保護・活用とブランド新技術という議論が出てくるのですが、

これは非常に重要な要素でございますので、中にすぽっと隠れてしまうというのではなく

て、かなりこれを重点的に出していく必要があるのではないかというふうに感じておりま

す。

また、農地をどのように集積させていくかということについても、ＧＰＳとか地理情報

システムといったものをもっと活用するという話も出たりしておりますので、その辺りは

かなり積極的に、前向きに出していっていいのではないかという印象を持っております。

以上です。

○鈴木部会長 どうもありがとうございます。

では、引き続きどうぞ。じゃ、平田委員、松本委員の順でお願いします。

○平田委員 茂木委員の言われたこととちょっとダブる面がございますけれども、やはり

前段として国民的な総意として農林水産業が国の安全保障のかなめであり、自国で大半の

安心・安全な食料を自給できる体制を維持することが何より大切であるという国民的なコ

ンセンサスを得ることが、一番大切ではないかと思っています。特に、国際的に逼迫した

食糧問題とか、日本における農業の特殊性、そういったものも十分理解していただく必要

があるのではないかなと思っています。



- 31 -

それで、国民全体の食に関する関心を高めていただき、食に対する感謝と自らの問題と

して捉える国民的運動を展開していただきたい。その結果として、国産の愛用だとか、小

中学生の食料の無料化だとか、米粉、飼料米、ＷＳとか、いろいろな手法についても、理

解していただきたいと思っています。

それから、日本の環境に適した食生活の復活というのがまず大切で、食生活によって幸

せな生活を実現するライフスタイルというのはどういうものかということについても、明

示する必要があると思っています。それと、リスク分散を図り、バランスのとれた健全な

国土の発展をさせていくためには、農漁村地域を発展させる政策が結果として非常に重要

であるということです。

それと、もう一点、先ほどもお話がございましたけれども、日本独特の農業というもの

を発展させていくためには、研究の重要性というのは当然だと思いますけれども、最近そ

の研究部門の脆弱性というのが特に顕著であります。そういった中で、日本に適した品種

の育種だとか、新技術だとか、植物由来の新製品の開発だとか、脱化石燃料型の農林漁業

の技術開発だとか、それと外国に頼らない種子の確保だとか、それから循環型有機農業の

推進だとか、耕蓄、連携だとか、そういったようなことですね。それから耕作放棄地の活

用方法とか、集落営農組合の健全な経営手法だとか、６次産業化の技術改善等、もろもろ

のものがあります。そういった研究部門が、今のところ非常にないがしろにされているの

ではないかなという気がいたします。

それと、国は総枠を決るだけで、細部に当たっては個々の経営体が自分の経営に見合っ

たベストミックスでできる経営者主体の政策にしていただきたいと思います。今は地産地

消というのが進められていますが、複合的に多品目少量生産といいますか、そういった経

営が今後、多くなってくると思いますので、そういった経営体も受け入れる施策にしてい

ただきたいということであります。

それから、もう一点、佐々木政務官からもおっしゃいましたけれども、これから融資と

かリースだとかということが主体になって、それもまたいい制度だと思います。国が保証

で借りるということですが、当然、普通の銀行であれば儲からない農業には貸しづらい環

境であるということも、よく理解できます。いずれ返済しなければならないということも

ございますので、それを返済できる農業構造にする農政なり施策を進めていかなければな

らないと思います。

それと、一番の問題は価格が安定しないというところにあると思います。そのためには
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自分で価格が決められるような販売体制というか、経営体制に持っていかなければならな

いというように思っています。その面で、販売面でのサポートはこれから大切であると思

っております。

以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

では、松本委員、お願いいたします。

○松本委員 ３点ばかり。今日提出いただいているのは、まさに論点の項目、柱みたいな

感じなので、これからいろんな議論があるのだろうというように承知しているのですけれ

ども、その中で３つですね。

１つは、優良農地の確保ということで、自給率の50％かどうか分かりませんけれども、

これを目指す最大眼目は、要するに基礎資源の国内農地をどうするかということは最大の

へそだと思っておりまして、先般の土地法制の改正でも農林大臣がまさに責任を持って国

内農地を確保するという、そういう位置付けにもなっているわけですね。ために、都道府

県知事に対しても指揮権を発動すると、こういう法制になっているのだろうと思うのであ

りますが、是非そういうことの観点から、きちんとここのところは表記する必要があるの

ではないかと。量と質と両面からですね。思い出しますと、昨年、土地改良長期計画の改

定を国がされておられますけれども、政権も替わりまして、コンクリートから人というこ

とで、土地改良についてあのように、農地については半減にその対策経費はなっておるの

でありますが、その辺りの国の規定計画と実効性の財政との関係というのは、やはりやっ

ておられるのだと思いますけれども、普通に考えれば、いささかどうなっているのかなと、

こういうような疑問もあるわけでありますから、是非その辺りは精緻に点検して、この基

本計画で織り込まないといかんのではないかというのが１つであります。

それから、いささか小さくなるのでありますが、２ページ目に施策対象者が主体性と創

意工夫を発揮する施策の展開という、かなり斬新な、ある意味では大変前向きな思想を出

しておられると思うのでありますが、現在あるのですかね、あの政策、生きているのです

かね。例えば補助事業、補助から融資と言うにしても、補助事業の対象にかつて３戸、農

家で３戸でないと補助対象にならないキカイ補助とかあったような気がするのですが、今

はそういう仕組みは残されておるのでしょうかね。多分、戸別でも、戸別経営体に対して

も、融資は戸別なのでしょうけれども、補助対象等についても投資的な意味合いで、この

際、意欲あるとか、そういう観点からすると、そういう条件を外したっていいのではない
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かということも一つの発想の転換ではないかというようなことで、是非そういうことはお

願いしたいというのが２つ目。

それから、３つ目は、いわゆる眼目の農業の６次産業化でありますが、その時この基本

計画で、このファクターを前面に押し出すというような意味合いからすると、むしろ大胆

に、これは国内農業の総所得、10年前か何かと比べて今は半減しちゃったと、そういう危

機意識もあるわけでありますが、そういう裏腹の関係で、例えばビジョンとして、この６

次産業化でどのぐらいの農村での市場規模を目指すのだとか、あるいは雇用規模をどのぐ

らい目指すのだとか、そういう数値目標みたいなものを織り込めれば、かなりインセンテ

ィブはあるのではないか、勇気も持てるのではないかと。その項目に、たしか見ましたら、

輸出に１兆円というような数字は載っておるようでありますが、そういう数字もあるのな

ら、６次産業化でも果敢にそういうものを打ち出したほうが現場の力になるのではないか

ということで、ご意見を申し上げます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

合瀬委員、お願いします。

○合瀬委員 主な論点、13ページにわたって細かく書いてあるのですが、めり張りに欠け

ているのではないでしょうか。全体をまんべんなく網羅されているのですが、逆に言うと

やっぱりめり張りがないという印象を受けます。そうした印象を避けるためには、方法論

を書き連ねるのではなくて、まずどういう農業を作っていくのだという明確なビジョンを

一番最初に書くべきだと思うのです。総論のところに、10年後、20年後の目指すべき農業

の姿というのがまずないと、そうした展望に向かってどういうことをやっていくのだとい

うことが頭の中に入ってこないと思うのです。

確かに書かれていることは、一々もっともなのですが、これはすべてやれるわけではな

いですよね。当然これに順位を付けて、これから先にやるとか、これは後回しにしてとか

というのが出てくると思います。最初にビジョンを明確に書くことによって、次に何をや

らなければならないのか、何を議論しなければならないのか分かってくると思います。

それから、農業という視点だけで見ていいのかなというのがあります。農業の背景には、

日本の将来ビジョンがあります。例えば国際関係ですが、５ページにＥＰＡのことが書い

てあります。「国内農業の振興などを損なうことは行わないことを基本に取り組むべき」

という部分ですが、もちろんこれはそうなのでしょうけれども、でも、10年後、20年後の

日本を考えた時に、これを第一にしたスタンスで海外との交渉がやっていけますかという
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ことを考えた時に、これを書くことがすごくやっぱり恥ずかしいことではないかという気

もするのです。

この辺はきちんと考えて、これに対応できるような基本計画にしなきゃいけない。せっ

かく所得補償を今回位置付け、それは広く考えれば、こういう関税の引き下げに対しても

十分機能する役割を持っているわけですから、そういうものを踏まえて、農業だけの視点

じゃなくて、今後の日本の将来ということも含めて考えて議論していただきたいと思いま

す。

以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

では、荒蒔委員、どうぞ。

○荒蒔委員 既に出されているご意見とオーバーラップしているのですが、やっぱり、私

も何度か申し上げたけれども、これから新しい仕組みでいくということについて、目指す

べき姿というのを５年とか10年のスパンではっきり描きながら、それに向かって、今回、

第一歩、第二歩なのだということをしっかり書いていくことが一番大きなポイントだと思

います。

それから、こういうことを踏まえてやるべきであるとか、やるべきではないか、検討す

べきではないかという表現がいっぱい出てくるのですけれども、これは特にそういうこと

などを踏まえとかいう話なのですけれども、大事なことについては、例えばこういうもの

を順次やることによってというところまでは絶対書くべきかなというふうに思います。こ

れは漠然とした言い方で申しわけないですけれども、いくつかそういうふうに感じたとこ

ろがあります。

以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

では、岡本委員、それから藤岡委員の順番でお願いします。

○岡本委員 岡本です。この資料を見せていただいて、一番気になったところは２ページ

の真ん中辺にある人々の価値観、ライフスタイルの多様化というところの国民全体が農業、

農村を応援する関係を構築というところです。

これはとても大事なことだと思います。農業に関心があるとは言っても、こんな基本計

画が立てられていることは、ほとんどの人はまだ知らないまま毎日生活していると思いま

す。いろいろな意味で応援団になってもらう必要があると思います。
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そのためには、シンプルで分かりやすくというものもありますし、分かりやすい発信と

いうのもとても大事だと思います。それを発信したものをうまく受け取ってもらうために

は、やっぱり関心を持ってもらうことだと思います。そのためには、例えば食育なんかも

その入口になると思います。例えば食事バランスガイドのように栄養を見てとか、食生活

を見てという食育だけじゃなくて、私がやりたいと思っている例えば環境の視点からとか、

食と農の連携みたいなところからのアプローチも、もっと強く押し出してもいのではない

かなと思います。それを関心を持つことを小さい時から始めるという意味では、小学生に

農業体験をさせるという子どもプロジェクトは、やっぱり外せないなと思います。

また、特に都市に住んでいる子どもたちが生産現場を知らないということにおいては、

やはり都市農業というのは、割と身近で農業をしている現場が見られるということで大事

ですし、例えば市民農園みたいなことも大事ではないかなと思っています。

これ以外に、この中でポイント的に気になったところとしては、国際的なものの動きが

多くなって、やっぱり検疫が大切だとか思うのですけれども、認識している人がとても少

ないので、もっとそれを知ってもらいたいなと思います。

それから、海外の話でも出ましたが、海外の農業の農産物に頼っている以上、海外の持

続可能な農業を働きかけるような国際貢献の在り方というのも欲しいなと思います。先ほ

ども出ていましたけれども、知財とかというのもとても大事なポイントだと思いますし、

研究もとても大事なポイントだと思いますので、何か隠れてしまうような書き方ではない

書き方をしていただけるとうれしいと思います。

それから、もう一つの視点なのですが、国内の財産というか、資産を十分に生かすとい

うような視点があってもいのではないかなと思います。それは農地であったり、用水であ

ったりです。例えば田んぼでお米が作りやすい日本の風土を生かしてもっと田んぼを活用

しましょう、例えば米粉として活用しましょう、それによって耕作放棄地を減らしましょ

うみたいなアプローチがあってもいいと思います。あと、私が問題意識を大きく持ってい

るものとしては食品ロスの問題です。せっかく作っても片っ端から捨てているような状態

はよくないと思いますので、その状態をもう少しみんなが認識して、どうしたら食品ロス

を減らせるかとか、ライフスタイルの問題とありますが、その辺もちょっと入れていただ

けるとうれしいなと思いました。

以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。
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では、藤岡委員、お願いします。

○藤岡委員 様々なことが網羅されておりますので、これを見ますと、欠けているものが

ないくらい全部網羅されています。ただ、やっぱり論点と言った時には、何かもうちょっ

とこう絞った形で重点項目なりを表に書き出したほうが分かりやすいのかなという感じは

しています。

それと、もう一つは、景気が悪くなって経済不況になると農業が注目されるような感が

ありますけれども、そうじゃなくて、やっぱり農業というのは、もちろん食料という面か

らも、あるいは健康だとか環境、教育だとか、様々な点を網羅しているのが私は農業だと

思いますので、景気のいい悪いとか、そういうのに関係なく、常日頃からやっぱり農業と

いうものは国民にとって非常に大事な産業だということをもうちょっと国民に常時アピー

ルするような、そういう仕組みづくりがやっぱり大事ではないかなと思っています。

その中でも特に、これは文章見れば我々農業に関係している人はどういうものかという

のは分かるのですが、一般国民が見た場合、とてもではないが専門用語が多過ぎて、何が

どうなのかというのは半分ぐらいしか分からないと思いますので、もっと国民にアピール

する場合は、簡単、明瞭なリーフが必要ではないかなと思っております。我々が見ても特

に、例えば２ページなんかも、政策体系は見直してシンプルで分かりやすいものに改善す

ると、これは毎年こういうことを言っているのです。でも、最終的に末端の農家に下りて

くる時になると、いかにも複雑怪奇になってくるのですよ。ここでは最初はみんなシンプ

ルでやると言っているのだけれども、末端に来るとみんなそういうことになってしまいま

すので、農家自身もなかなか理解できていない。理解できないうちに政策がまた変わって

いくという、その繰り返しで、まさに猫の目行政と言われたりしていますが、そこなのだ

と思いますよね。もうちょっとやっぱり、きちっと分かりやすい、現場にも分かりやすい

ようなことにもしてもらいたいと。

それからもう一点は、12ページの一番下に団体の再編整備に関する施策と書いて、２行

ほどしか書いていなくて、申しわけ程度に書いていますが、この中身はどういうものなの

かちょっと教えていただきたい。

○鈴木部会長 平田委員どうぞ。

○平田委員 総体的なことを先ほどお話し申し上げましたので、ちょっと各論で申しわけ

ないのですが、何点かお話ししたいと思います。

８ページのところ、一番上段のところに７ページから「多様な就農形態・経路に則した
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情報提供や、農業高校・農業大学校等における人材育成」と書いてございますけれども、

私どもで今年４年制大学を出た学生を３名採用しますけれども、４年制大学を出られた学

生さんにも優秀な方が非常に多いので、是非ここの４年制大学というのがこれからやっぱ

り中心になるのではないかと思いますので、そういった文面も入れていただければありが

たいなというように思っています。

それと、この農業政策というか、地方政策、農村政策、農漁村政策というか、そういう

ものは当然、他の省庁と関連した形で事業というのは行われますので、そういった他省庁

との関連がどのようになってこういった施策がされるのかという横断的な形のものが、何

かどこかに出ていないと、地方としては、我々としては分かりにくいなというように思っ

てございます。特に６次産業辺りはいろいろな省庁との絡みが非常に強いので、その辺の

ところも明快とは言いませんが、はっきりしたものが出ているといいなというように思っ

ています。

それから、④のところに経営体の資金調達の円滑化ということが書いてございますが、

資金調達を円滑化していただくことは非常に大切なことですけれども、やはり資金調達を

すると同時に、資金調達をしたところに対するサポート体制というのを十分にやっていか

ないとなかなか、とりわけ農業でございますので難しいかなという感じがしますので、た

だ貸しただけということでなくて、十分その使い方だとか、細かいことを文句を言うとい

うことじゃなくて、順調な経営ができているかどうかということのチェック機能というの

は大切ではないかなというように思ってございます。

それから（５）の農業災害による損失の補填のところなのですけれども、私も台風で

5,000万円ぐらいの被害を受けましたが、低利の融資はいただきましたけれども、やっぱ

りこういった気象災害というのは非常に経営に及ぼす影響というのは大きなものがござい

ます。ボディブローのように効いてきます。いわゆるハウス辺りが全壊して、それをまた

もう一度建て直すということですから大きな支障になってくるわけで、こういったものは

限りなく国がサポートするという形でないと、なかなか農業はうまく回生できないのでは

ないかなというように思っております。

それと、先ほどもちょっと申し上げましたが、９ページの（６）の②のところに「地域

の裁量を生かした制度」と、これは非常に大切なことで、是非そうしていただきたいなと

いうように思っていますけれども、そうかとは言いながら、やっぱり総体的なことについ

ては国がある程度ガイドラインというものは決めていく必要があるのではないかなという、
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丸投げということではいけないのではないかなという気がします。

以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

大体、皆さん、意見を言っていただいたでしょうか。

時間も押していますが、私からも皆さんのご意見も踏まえて申し上げておきたいのは、

皆さんがおっしゃるように、これは10年後、20年後を見通して、どういう方向性を出すか

という明確なメッセージを出さなきゃいけないわけで、それを総論でしっかり書いた後で、

各論でもやはり、そのために何をやるのかということはかなりはっきりと示していただか

ないと、結局、現場の経営者も国民の皆さんも何か方向性が見えないというか、何をやる

のか分からない状態で不安になると思うのですよね。

そういう意味で言うと、当面の予算が付くかどうか分からないという問題を超えて、10

年後にはこういう姿にするためにこれをやるのだということをはっきり示していただく必

要があると。そういう点では、例えば検討すべきという事項が多いというのも、やっぱり

私は問題ではないかと。例えば、環境直接支払いについて検討しますじゃなくて、それを

どういう形で整理してやるのかとか、中山間地直接支払いもそうですけれども、戸別所得

補償も、米だけじゃなくて他のものについては検討しますじゃなくて、それをどういう方

向性でやるのかということをかなり明確に示していただかないと、結局、何も分からない

みたいなことになりかねないのではないかと思いますので、当面の話じゃなくて、これは

10年後、20年後を見据えたメッセージですから、それが届くようにしていただきたいと思

います。

そういう意味で言うと、総論の最初に書いてある生産を抑制することから生産を拡大し

ていく政策にするのだという、このメッセージもかなり大きな点ではないかと思っており

ます。生産調整ではなくて販売用途を確立して、その販売、出口で調整していくことをあ

る意味で表明していただいていると思いますので、これは非常に重要なメッセージだと思

いますので、これについて具体的に米でどういう方向性が出てくるのか、他の作物、酪農、

畜産ではどういうことを、果樹や野菜ではどういうことを考えているのかということも各

論でつながるようにしていただきたいと思いますので、その辺りも是非さらにご検討いた

だければと思います。

他にはよろしいでしょうか。

では、大分長くなりましたが、まとめて政務官の方から少しコメントをいただければと
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思います。

○佐々木政務官 大変ありがとうございます。今、部会長の方でもまとめていただいたの

ではないかと思いますが、私どもも全く同じ論議をしてございまして、この論点の、これ

はあくまでも皆さん方のご意見、こんなのがありましたということをまとめただけであり

まして、こういうふうに書きますというものではまだないわけです。だから、検討します

とか、何々を踏まえてというのはそういう意味でなっているのだと、言いわけでは決して

なくですね。我々も一番最初にどうするんだということを書くべきだということは、この

間も論議をいたしました。

もっと分かりやすく言うと、政権が代わったのに何だ、同じだと言われないような、何

が違うのだというところもはっきり分かるような書き方をすべきではないかということも

論議をさせていただいたところでありますので、それは今、会長の方でまとめていただき

ましたが、そのとおりだと思います。我々もそのようにしていかなければならないと思っ

ております。

もう一つ、ちょっと誤解をされたら困るかもしれませんが、国際競争力の話が出ました。

もちろん、成長戦略でも１兆円ということを言っていて、成長戦略で言っているのにこっ

ちに何もないのかと言われれば、それはそのとおりで、それは整合性のあるものにしてい

かなければならないと思いますが、そのことと国際競争力で日本の農業を守っていくとい

うことは、私は整合する話だと思っておりますので、それはまた別の話だと思うのですね。

ＷＴＯを認めたから国内農業が縮んでいくなんていうことではいけないわけですから、そ

れはそれで両立をさせていくためにどうするかということを、やっぱり我々は考えなけれ

ばいけないと思っております。

もう一つは、全体に人材、あるいは補助事業、それから資金のサポートというお話があ

ったのですが、我々が人材を育ててあげるみたいな政策を組んでいたのでは人材はやっぱ

り育たないので、育ってこいというような政策に少しは切り替えていかないと、過保護な

ような話をしていても、これはなかなか人材は育たないわけですから、もう少し実践的な、

そして、そういう本当にやる気のあるという人たちをどうやって助けるかという仕組みに

していかなければならないと思います。

消費者の立場で言っていただきましたが、この間トヨタの社長が、我々が従業員を支え

ていると思ったら、従業員に私が支えられていたと。あれはまさに名文句だと私も思うの

ですが、お互いにそういう関係というのは、もう一度やっぱり確認していく必要があると
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思います。

子どもというか、担い手というよりは国民という視点で言うと、北欧の国に、グリーン

サンデーという仕組みがあって、日曜日には必ず田舎に、農村に行きなさいという仕組み

がある国があったり、あと、アメリカだったと思うのですが、ジョブカフェの農業版みた

いなのがあって、必ず農村で親子で一緒に過ごすというのを月に何回かやりなさいという

仕組みがあったり、もう少しそういう意味では、ちょっと誤解をされると困りますが、強

いてやっていただくようなところもあってもいいのではないかと。あまりお任せではなく

て、勉強という字は「強いる」と書くのですから、多少強いてもいいのではないかという

気がいたしております。数値目標はできるだけ書くように配慮したいと思ってございます。

ありがとうございます。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

質問で、事務局の方から答えていただくような部分が……では、お願いします。総括審

議官。

○総括審議官 補助要件のご質問がございました。これは農業政策というよりも、補助金

と融資、あるいはその他の政策手法の区分の財政的な観点からの補助金という一番直接的

な支援策については少し制限すべきではないかという流れがあって、共同利用施設という

ことになっているのですが、最近では、例えば林野の世界もそうなのですが、企業に補助

金を出すというのが始まっております。

これは、川下の例えば木材乾燥施設は、生産システムの中の企業の持ち物であっても、

地域の共同利用と同じなのだという観点で個人補助している、企業補助している。それと

似たような例は、例えば担い手は地域の財産ですから、担い手がお持ちの機械、施設、こ

れは集落営農の施設と同じなのだという観点で、融資残補助制度を３年前から作っており

ます。ですから、公庫から７割、８割をお借りして、それで、その残りを補助金でやると

いう、そういう担い手が地域の共同の財産だという観点で、少しこれは間口が広がってい

るということで、まさに戸別所得補償は、そういう意味では個人補助を主体とする大きな

政策転換ではないかと思っております。ですから、実態に応じて、秩序はあるのですが、

それをどのように国民の皆様が納得していただいた上で、有効な政策手法を考えていくと

いうことを努力していきたいと思っております。

○鈴木部会長 ありがとうございます。

それでは、時間も押しております、すみません。残りの資料につきまして、事務局の方
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から簡単に説明をお願いします。

○大浦参事官 資料３、４、５につきまして、ご説明申し上げます。

資料３でございます。「国民からのご意見・ご要望について」ということで、ここに書

いてございます２月の２週間ぐらいの期間にわたりまして、139件のご意見をいただいて

ございます。ありがとうございます。ご参考にしていただければと思います。

資料４につきましては「国民的議論の実施状況」ということで、これまでの回数が下の

方に書いてございます。本省が参加したものが30件、それから地方農政局が開催したもの

が51件、計81件に上る回数を重ねてきてございまして、今回はそのうちの、ここに書いて

ございます期間の12件について報告させていただいたということでございます。こちらも

ご参考にしていただければと思います。

そして、この30件の中に含まれますけれども、資料５につきましては、先ほど佐々木政

務官からお話がございましたけれども、公開討論会、１カ月かけて全国９カ所で開催して

参りました「公開討論会の概要」につきましてまとめたものでございます。そのうち、最

初の１回の長崎は前回の企画部会でご報告させていただきましたので、残りの８回につき

まして報告させていただきまして、こちらも農水省のホームページに掲げたいということ

でございます。こちらのシンポジウムにも、たくさんの委員の方にご出席いただきました

し、このシンポジウム以外にも、その他の意見交換会にもご出席いただいた委員の方もお

られます。ご出席いただきましたすべての委員の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上

げます。

私からは以上です。

○鈴木部会長 どうもありがとございます。

シンポジウムへの参加、ありがとうございました。特にここでご発言いただくことがあ

れば。よろしいでしょうか。あとは、資料の方を皆さん見ていただくということで。

なお、本日欠席されています玉沖委員からは高知県での公開討論会の議論について書面

で報告いただいていますので、これも配付させていただいていますので、後でご参照下さ

い。

それでは、予定の時間を大分過ぎてしまいました。不手際で申しわけございません。

最後に事務局から連絡があったらお願いいたします。

○大浦参事官 このたび、吉川委員から辞任の届けが出されまして、２月24日付を持ちま

してご退任されましたので、この場をお借りいたしまして報告させていただきます。
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次回の企画部会につきましてでございますが、事務局としては来週の終わりの方に開催

する方向で調整してございます。また委員の皆様には後日、文書でご案内申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。

以上です。

○鈴木部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。

どうもありがとうございました。

午後０時１２分 閉会


