
  

  

  

  

    

    

    

  

 

 

     

     

      

       

      

     

       

     

    

     

         

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

平成 21 年第３回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時：2009 年２月３日(火） 17:30～18:46 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 麻 生 太 郎 内閣総理大臣 

議員 河 村 建 夫 内閣官房長官 

同 与謝野 馨 内閣府特命担当大臣(経済財政政策） 

同 鳩 山 
 夫 総務大臣 

同 中 川 昭 一 財務大臣 

同 二 階 俊 博 経済産業大臣 

同 白 川 方 明 日本銀行総裁 

同 岩 田 一 政 内閣府経済社会総合研究所長 

同  張 富士夫 トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同 三 村 明 夫 新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同 吉 川 洋  東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 石 破 茂 農林水産大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）今後の諮問会議の進め方について 

（２）農業改革の論点について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○今年前半の諮問会議について（与謝野議員提出資料）

○農業・農村の潜在力の発揮のために

～ 国民に安心を、農業者に希望を、農村に雇用とにぎわいをもたらす農政改革の推進 ～

（石破臨時議員提出資料）

○農政抜本改革に向けて（有識者議員提出資料）

○農業改革に向けた課題（二階議員提出資料） 

(配布資料) 
○農業・農村の潜在力の発揮のために（参考資料）

～ 国民に安心を、農業者に希望を、農村に雇用とにぎわいをもたらす農政改革の推進 ～

（石破臨時議員提出資料）

○農業改革に向けた課題＜参考資料＞（二階議員提出資料）

（概要）

○今後の諮問会議の進め方について

（与謝野議員）	 今年前半の諮問会議の進め方について、麻生議長とも相談の上、資料
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のとおり、まとめているので、山崎内閣府政策統括官から説明する。 

（山崎内閣府政策統括官） 資料「今年前半の諮問会議について」のとおり、まず、大

きなアジェンダの一つは、経済危機への対応。この関係で言えば、政府一体となっ

た対応の促進ということで、特に雇用、金融問題を重点に毎月レビューを行ってい

く。そして、経済対策の効果最大化ということで、特に地方自治体等へのソフト面

での支援を行う。 

   次に、２つ目のアジェンダは「『基本方針 2009』に向けた検討」。これについては、

４本の柱に沿って検討していく。 

一つ目が、社会保障・雇用。新戦略の推進である。社会保障国民会議の報告も踏

まえて、安心社会の実現に向け、社会保障・雇用・税制を横断的に検討し、政策の

道筋・基本骨格を明らかにする。具体的には、①社会保障サービスの機能強化の具

体的展開、②持続可能で総合的なセーフティーネットの再構築、③利用者目線のサ

ービスの実現、④雇用システムの再構築。 

二つ目が、成長政策。将来の成長に向けた「シナリオ」づくりである。低炭素革

命、健康長寿、底力発揮という３つの柱に関して、分野別に数値目標型政策群を提

示する。また、アジアワイドでの成長力強化と内需拡大もテーマとなる。 

三つ目が、税制・財政政策。「税制抜本改革」の具体的論点、更に 22 年度予算に

向けての検討である。税制抜本改革に関しては、政府税調と諮問会議で「少人数合

同会合」の開催する、財政健全化に関しては、健全化目標のフォローアップ等を行

う。 

四つ目が、農政改革。農政抜本改革の大枠である。諮問会議が食料・農業・農村

政策推進本部、農政改革６大臣会合と連携して、全体構想と大まかな枠組みの提示

を行う。 

（与謝野議員） 御質問、御意見があれば、お願いする。 

では、よろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（与謝野議員） 次の議題に入る前に、白川議員から御発言があれば。 

（白川議員） 本日、金融機関が保有している株式の買入を再開することを決定した。

所要の手続を経て、極力早期に買入を開始したい。買入総額は１兆円、買入期間は

来年４月末までである。 

今回の措置のねらいは、国際金融資本市場で強い緊張状態が続いていること、我

が国の金融システム面でも、株価の下落や景気の急速な減速が、金融機関の資金仲

介機能と経営の両面で大きな影響を及ぼしてきていることを背景としている。 

金融機関が株式の保有リスクを抱えており、大手金融機関にとってはこのリスク

が今一番大きなリスクになっている。日本銀行としては、そうした状況をできるだ

け是正し、その際には受け皿があった方がいいということで、今回、中央銀行とし

ては異例ではあるが、株式の買入の再開を決定した。これからも金融機関の経営動

向を注意深くみて参りたい。 

（中川議員） 政府としても、今の経済金融情勢は白川議員の発言と全く同じ認識を持

っており、議員立法で銀行等保有株式取得機構の復活の作業を今やっているところ

だ。日本銀行の決定を心から歓迎したい。 

（石破臨時議員入室） 

○農業改革の論点について

（石破臨時議員） 資料「農業・農村の潜在力の発揮のために」について説明する。 
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農政改革をやらねばならない。１ページ目で何故かを３つの図で示しているが、

１つは農業所得が大変に落ちているということ。純生産とは、総生産から固定資本

減耗、間接税を控除し、経常補助金を加算したものであり、所得して受け取った額

に相当するが、この農業所得が平成２年の 6.1 兆円から最近は 3.4 兆円と、わずか

15 年の間に半減している。これが事実である。 

次に農業集落数。平成２年から平成 12 年の 10 年間で約５千集落が農業集落機能

を喪失したということ。所得にしても集落にしても、加速度的に減少している。 

何故か。様々な理由がある。１ページ目右側に、基幹的農業従事者の年齢構成の

図がある。基幹的農業従事者とは、あなたの仕事は何かと聞かれて農業と答える人

と考えてよいと思う。主に仕事が農業である者だ。例えば、銀行に月曜日から金曜

日まで勤めており、土曜日と日曜日だけ畑や田に出る人は、仕事は何かと聞かれて、

銀行員とは答えるが、農業とは答えない。農業と答えるのは、平日に農業に従事し

ている人である。 

この基幹的農業従事者の年齢構成を、平成 2 年、平成 7 年、平成 12 年及び平成

17 年についてグラフに落としている。山の頂点は、常に昭和一桁世代の方々であっ

た。この基幹的農業従事者の６割が 65 歳以上になっているが、10 年前は６割が 55

歳以上、20 年前は６割が 45 歳以上だった。つまり、同じグラフがスライドしてい

るということ。このまま行けば、あと 10 年経つと６割が 75 歳以上、さらに 20 年

経つと６割が 85 歳以上になる。考えられないことだ。 

この問題は 10 年前も 20 年前も指摘されていた。しかし、全くと言っていいほど

変化がない。抜本的に構造改革を行わなければ、日本から農業をやる人がいなくな

る。 

このまま行けば消えてしまう。これをどうするのか。年齢構成は先進国の中で特

異なことだ。フランス、ドイツ、イギリスでは、日本の概念で言えば基幹的農業従

事者は 50 歳以下であり、先進国の中には見られないことだ。 

２ページ目。今、述べたところを踏まえて、農政改革はなぜ必要かということ。

国内的な話をしたが、世界の栄養不足人口は９億人、すなわち地球では９億人が飢

餓状態、栄養不良状態にある。１日に２万 4,000 人が餓死、５秒に１人の子どもが

死んでいる。世界の栄養不足人口が急増している。 

その中で我が国は、つくることができる食料を自分でつくらないということ、国

土を荒廃させるということ、それは世界の中で我が国の立場がどうなのかというこ

とになる。フードマイレージという言葉をご存じかと思うが、世界中から物を買っ

ていることにおいても、我が国は世界最大の食料純輸入国であり、その間に排出す

るＣＯ2 などを足し合わせると、ものすごい量になる。世界の人は飢えている。地

球が温暖化をしている。そのような中で、我が国は国土を荒廃させ、世界中の温暖

化に変な言い方ではあるが寄与しているというのは、本当にそれでいいのかという

問題意識だ。 

国の基盤となる農業の持続可能、これがキーワードだ。５年先、10 年先、20 年

先、50 年先に農業は続いているか。一番大事なのはそこであると思っている。農地

はますます減少し、農業者はますます高齢化する。持続可能性そのものが損なわれ

ている認識がある。持続可能なものにしなければならない。そして、国民の安心、

農業者の希望、雇用と賑わい、これらを取り戻さなければならない。それを図にし

たのが２ページ目だ。 

   右側「検討の視点」とあるが、その１つは自給力の向上。国民においしく安全な

農産物を安定供給する農業経営の育成確保を通じ、農業を魅力あるものとし、自給
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力を向上させる。しかし、もう一つ考えなければいけないことは、地域を支える農

業ということである。 

最初に説明したように、集落そのものがなくなってしまっている。ということは、

水源涵養機能等を始めとする国土保全機能も失うということであり、地域を支えて

いる農業というものをどうやって維持していくかということだ。 

２番目に農地法等についてである。自作農主義、耕作者主義という農地制度とな

っているが、実態と相当に乖離が出ているので、所有から利用という概念に転換し

たいと考えている。それによって、農地の最大限活用を図りたいと考えている。 

３番目は、農業・農村の有する潜在的な可能性の開拓である。「売れるものをど

うつくるか」、「できたものをどう売るか」、その両方とも相当に欠如していると認

識している。それにどのようにして付加価値を付けて高く売るかということ。売れ

るものをどうつくるかということ。 

そして、農山漁村は、多様な地域資源を持っているので、循環型産業あるいは資

源総合産業化により、雇用と活力を生み出さなければならないと考えている。 

説明資料の３ページ目であるが、我が国の農業・農村の潜在力を最大限に引き出

す必要があるのではないか。すなわち、農業・農村の社会的価値は、食料を生産す

るということ以外にも、国土保全というものがある。右側に農業の有する多面的な

機能の貨幣価値を記している。洪水防水機能は３兆 4,988 億円。土砂崩壊防止機能

は 4,782 億円。ダムをつくるとしたらどうなるか。ここに記載されている金額はす

べて１年に置き換えたもので、減価償却あるいは 60 年の国債償還で割り、また、

それにランニングコストを足したものであるが、それだけの大きな貨幣価値を持っ

ている。そのようなものを維持していかねばならないということ。あるいは美しい

環境の提供、これはなかなかお金には変えられないものであるが、生態系、生物多

様系の保全などが該当する。あるいは経済情勢の変化に耐え得る雇用機会をどう提

供していくか。 

２次産業、３次産業がダメになったので、「あとは農村で頼みます」という考え

方もある。世の中で景気が悪くなった時に、それをバッファーとして受け入れるの

は農村だということは歴史的な事実でもあるが、農業・農村は経済情勢の変化には

強いものであるので、やはり経済情勢の変化にも耐え得る、それにマッチした雇用

機会を提供したいと考えている。農商工連携や雇用のマッチング等を考えている。

そして国内で食料を供給する。 

もう一点、バイオマスは日本ではほとんど利用されていない。北欧の国々に比べ

て何十分の１というレベル、あるいは何分の１というレベルであるので、バイオマ

ス、風力、水力といった新エネルギーの供給が重要ではないか。 

今から百年前は、「おじいさんは山に柴刈りに、おばあさんは川に洗濯に」とい

う世界であったが、そこにはエネルギーがあったわけである。これから先、エネル

ギーがこの国において持続的に活用していけるようにと考えた時、農村の役割は極

めて重要である。 

   文化・教育の場の提供として、現在、グリーンツーリズムというものを実施して

いる。今の子どもたちは、どういうふうにしてお米ができるのかということをほと

んど知らない。どういうふうにして大根ができるのかも知らなければ、どのように

して果物ができるのかも知らない。それで生きる力というものは養えないと思うの

で、そのような潜在力を発現させていきたい。 

次に、参考資料について説明したい。 

１ページ目には「戦後農政の歩み」を総括している。終戦後、農地解放が大きな
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転換点となった。小作から自作農に変わるということで、自分の持っている土地の

生産性を最大限に引き出そうということを導き出したので、食料が絶対的に不足し、

食料増産が大命題であった時代、これには正しく適合していたものであった。 

その次の大きな転換点は、昭和 36 年の農業基本法である。この時のキーワード

は選択的拡大であった。すなわち、これから先、米に頼るのではなく、畜産、野菜、

果樹等の需要が拡大する作物への生産転換すべきという問題認識と、そしてまた工

業、商業に人たちは移っていく中で、規模拡大を図って競争力を強めよう、生産性

を高めようという問題認識である。これは基本法農政であり、そこにおいて選択的

拡大というのがキーワードであった。そこは社会政策的な意味もあるが、農村と都

市部の所得格差が相当にあったので、それをどうするかという問題認識もあったわ

けである。 

結果として、現在、一番豊かなのは二種兼業農家である。その次はサラリーマン

家庭であり、差はございますが、専業農家が一番豊かではないという傾向にある。

これは断定できないが、大体そういうような傾向である。 

農工間の格差は確かになくなったが、それは農業の生産性が上がったのではなく

て、兼業機会が得られたことによって、農商工間の所得の格差がなくなったのであ

り、農業が強くなったからそうなったわけではない。 

その後、新農政ということになった。市場原理を一層導入したい、担い手の育成

確保を図りたいということである。また、背景には、平成５年の不作あるいはウル

グアイラウンド合意、ミニマムアクセス米の輸入開始、米の関税化、食管制度をや

めて新たな米政策大綱を決定した、というようなことがあった。 

その後、新基本法農政に移り、現在に至っている。 

２ページ目には、今、申し上げたことが記してある。農業基本法制定当時は、高

度成長により、過剰就業人口が他産業に吸収され、農家戸数が減少すると予想され

たが、必ずしもそうはならず、兼業が進んだ。 

もう一つよく考えておかねばならないのは、これは他国では余り見られない現象

であるが、農地が資産であると考える傾向が高まった。列島改造等、色々なことが

あったが、農地が農産物生産の手段ではなくて、資産として保有される傾向が強ま

った。これをどう考えるか。 

さらにもう一つは、農業基本法を考えた時、経営規模が拡大すると、生産性も向

上する。離農が進むのだということであった。日本国のほとんどの部分において、

農地価格が上がり、資産的な保有傾向は高まったので、他人に貸したらば、返って

こないということで、それでは自分でつくっていましょうということになり、規模

拡大が進んでいない。 

また、時間当たり、面積当たりの生産性は向上したが、規模拡大が進んでいない

ので、比較生産性は製造業と比べた場合、昭和 35 年の 20.7％、平成 18 年の 20.0％

とかえって下がる傾向にある。 

そして、畜産物、果実、野菜等への選択的拡大が進んだが、米の消費が想定以上

に大きく減少し、半分になっている。 

基本法を制定した際には、価格政策に大きく頼らなくても、農業と他産業との間

の生活水準の格差の解消は図られるということであったが、そうはならず、高度経

済成長の中で農工間への所得格差への配慮もあり、米価を中心とした価格政策に大

きなウェイトが置かれ、それが米の過剰や小規模経営の継続の誘因となった。 

しかし、努力をしなかったわけではない。３ページをご覧いただきたい。実は、

日本の場合に 10ａ当たりのカロリー生産は、フランス、ドイツ、イギリス、アメリ
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カに比べれば土地生産性は極めて高いということは強調しておかねばならない。 

また、労働時間 100 時間当たりの水稲収量は飛躍的に拡大している。都府県の５

ha 以上の農家数と平均経営規模も着実に増加をしているが、平均を取ると依然とし

て小規模である。新品種も一生懸命開発をしていることは御案内のとおりである。

４ページ目をご覧いただきたい。これから先どうなるのか、色々な説があり、や

はり今のまま推移すると、栄養不足人口は増えると予想される、世界の栄養不足人

口は過去 10 年あまりで８億 3,000 万人から９億 6,000 万人に増加している。96 年

の世界食料サミットでは、栄養不足人口は 4.1 億人にしたいという目標を掲げてい

る。 

穀物及び大豆の国際価格であるが、これは乱高下するが、これから先はやや上が

る傾向にあるのではないかと考えている。 

５ページ目をご覧頂きたい。今の水田の中で、６割しか主食用の米はつくってい

ない。それ以外で自給率が低い麦、大豆等をつくってください、とお願いをしてわ

けであるが、やはり水田というのは米をつくるのに一番向いていることは間違いな

いので、当面政府としては、自給率向上作物として麦、大豆も大事であるが、米粉、

飼料用米も挙げたいと考えている。 

６ページ目は農地改革についてである。やはり規模拡大ということを考えていき

たいということであり、ここは色々な御議論があるかと思うが、やはり農地は農地

として利用されるべきであると考えており、安易に転用がなされるというのはあま

り良いことではないと考えている。これが病院や学校等、公的施設で転用されてい

る例もあるが、これらは、現在、転用許可対象に入っていないので、今後、転用許

可対象に加えたいと考えている。また、違反転用は罰則を強化したいと考えている。

次に、農用地区域からの除外の厳格化を図ることによって、区域内農地を確保し

たいと考えており、さらに、荒れ地をどうするかということについては、耕作放棄

地の有効利用は徹底したいと考えている。現在、実態把握を鋭意行っているところ

である。 

７ページであるが、それによって、農地の有効利用を図りたいと考えている。所

有から利用への転換を行いたい、面的に集積したいということであり、株式会社が

入ることについて、それが安易に転用されることがないようにきちんと担保した上

で、意欲ある若い方々、経営体の参入は促進したいと考えている。 

そして、また、農地の権利を有する者、それは責務があるはずなので、さればこ

そ色々な優遇措置があるので、その責務は明確化したいと考えている。 

８ページには、昭和 40 年から平成 19 年までの我が国の食料供給の変化を示して

いる。自給率が下がったと言われるが、それはみんながパンやパスタを食べるよう

になったからということも理由ではある。確かに米の消費は半分に落ちているわけ

であるが、それ以上に畜産物というものを摂るようになった、あるいは油脂を摂る

ようになったということが大きな理由である。 

畜産物というのは、例えば鶏卵等をカロリーベースで考えた時に、自給率は何％

になるかと言うと、たった 10％である。「卵は、みんな日本のものを食べているで

はないか」と言うと、確かにそれはそうなのだが、餌は、ほとんど外国から輸入し

ているので、卵でも自給率は 10％となるわけであり、どうやって餌を国内生産する

かということは、循環型という観点から言っても大事なことである。 

すなわち外国から餌を大量に輸入して、牛や豚や鶏を育てるが、その排泄物は穀

物を輸出した国に送り返すわけではないので、それは国内で何とかするということ

になるわけである。循環社会ということを考えると、かなりいびつなことになるわ
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けであり、その辺りもどう考えるかということである。したがって、米粉用米、餌

米の利用による自給率の向上を図りたいと考えている。 

９ページには、我が国の農業生産の現状を記している。 

冒頭にお話ししたように、農家戸数、農業就業人口とも一貫して減少しており、

これで元気のある農業も何もあったものではない。これに歯止めをかけなければい

けないし、農地の減少に歯止めをかけなければならない。そして生産者の若返りは

図っていかないと、この国から農業をやる人はいなくなる。 

（吉川議員） 説明資料「農政抜本改革に向けて」をご覧いただきたい。 

   総理が施政方針演説で表明された農政改革を是非実行していただきたいと考え

ている。ただいま、石破臨時議員から、詳しく数字を挙げながら御説明があったが、

農業従事者の高齢化を考えると、今が日本の農業にとって改革実行のラストチャン

スといっても過言ではない。これは、石破臨時議員が強調されたが、私どもも全く

同じ認識を持っている。政策メニューは、改革について長いこと議論されてきてい

るので、かなり出そろっている。あとは実行あるのみという状況ではないかと考え

ている。経済財政諮問会議としても、６大臣会合等と連携しつつ、将来の日本の農

業のために、聖域なく議論を行っていきたい。産業としての農業、食料安全保障、

地域政策、この３つの観点をパッケージにして、まさに農政抜本改革とも言える大

きな姿を描くべきである。 

まず「１ 農政改革の三つの大きな目的」。 

「（１）産業としての持続性の回復」、農地の減少、農業従事者の高齢化等、現在

の農業は持続可能でない。この点も石破臨時議員からお話があった。どのような統

計を見ても、先細りは明らかである。何よりも１つの産業としての持続性を回復す

ることが急務である。 

「（２）安定的な食料供給力の回復」、中長期的に世界の食糧需給が逼迫する中、

国内農業が安定的に食料を供給する力を回復することが必要である。私どもは、産

業としての持続性を農業が回復すれば、その結果として自給率も上がるであろうと

考えている。これは、農業に限らないが、いわゆる保護主義というものは、むしろ

これを避けなければいけないわけで、無理に自給率を上げることは、正しいことで

はない。繰り返しになるが、日本の農業が産業としての持続性を回復する。農業が

再生することによって、結果として自給率が 50％ぐらいまで上がるというのが望ま

しい姿だと考えている。 

「（３）農村地域の活力の回復」、都市部への人口流出と高齢化の進展により、農

村地域の中には、集落が無人化、消滅する地域もある。これも、先ほど石破臨時議

員から数字のご紹介があった。急速にそうした地域が衰退しており、地域の個性を

活かした活性化が必要であるという認識を持っている。 

「２ 改革によって期待される効果」。 

（１）農業は今後の成長分野、地域産業の中核としての可能性を持っている。も

のづくり技術やマーケティング力も活かせば、今後、地域の成長産業、輸出産業と

して農業が伸びていく可能性もひらける。しばしばブランド力というようなことも

言われる。 

（２）農業の体質強化は国際的にも重要で、世界金融危機により高まっている保

護主義圧力を跳ね返すため、ＷＴＯドーハラウンド妥結の重要性が再認識されつつ

ある。国際化の進展にも対応し得る農業構造を確立する必要がある。 

（３）農業分野における雇用吸収という観点から世界的な金融危機による景気後

退により、内需の厚みを増すことの重要性に対する再認識が改めて広がっている。
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農業の中には、野菜、果樹、畜産等労働集約型の分野や加工等、雇用を吸収する力

のあるものもある。つまり、農業が雇用の吸収の受け皿になるという考え方も必要

ということである。そのためには、原点に戻るが、農業が１つの産業として立派に

再生していないと、雇用を吸収するといってもそういうことはできないので、先ほ

ど申し上げたようなことが大切である。 

「３ 具体的な論点」。 

（１）「農業経営体（農場、農園）」の支援の総合化が必要。農業が産業として持

続し、成長していくためには、政策もこれまでの農家を対象にする対策ではなく、

農業経営体、ここでは具体的に農場や農園を想定しているが、農業経営体が伸びて

いけるような環境をつくる必要がある。農業経営体とは、必ずしも規模の大小では

なく、農地、労働力、資本（農業金融）、技術（農業技術、経営技術）、ノウハウ（販

売ネットワーク、マーケティング）等の総合力を駆使し、自らの経営感覚と創意工

夫を持って、高い付加価値、収益力のある農業経営を行おうとする主体である。 

必ずしも規模の大小ではないと申し上げたのは、例えば他の産業でも、予約の取

れないレストランを例に挙げると、レストランということであれば、恐らく中小企

業だろう。要は高い付加価値を生み出すような優れた経営がなされていれば良いと

いうこと。農業についても、その意味で必ずしも規模の大小ではない。こうした農

業経営体が力を発揮できる環境を整備する政策を実行すべきである。 

そのためには、例えば以下２つの取組みが必要である。１つ目は、農業経営に関

する施策の体系化である。現行の各種施策は、農業経営体の創意工夫や自由な経営

展開と両立し、促進するものとなっているんだろうか。このように自問して、こう

した観点から、すべての施策を抜本的に見直し、体系化すべきである。２つ目は「法

人化の推進」である。農家の法人化は、事業リスクを家計から遮断することを可能

とする点で、農業経営上メリットがある。経営の意欲と能力のある農家の法人化と

企業の参入により、消費者ニーズを踏まえた農産物を低コストかつ安定的に供給で

きる体制にすべき。特に米作など、土地利用型農業については、これにより大規模

化を推進すべきである。 

（２）農地改革の早期かつ着実な実行。これについても石破臨時議員から御説明

があったが、所有から利用への転換、農地情報の集積・開示による農地の徹底活用

により農業の生産力を増大するとともに、米作に代表される土地利用型農業につい

ては面的集積の促進により大規模化の実現が必要である。先ほど農業経営体との関

連で、必ずしも規模の大小ではないということを申し上げた。農業すべてが 100％

大規模化すべきでは必ずしもないという趣旨であるが、しかし、日本の農業の中心

である米作は、やはり土地利用型の農業であって、そうした分野では面的集積の促

進により大規模化の実現が必要だ。 

面的集積の促進により、大規模化を実現するため、今通常国会に提出予定の「平

成の農地改革」法案は、所有から利用へ転換し、利用については原則自由化するな

ど、昨年 12 月の経済財政諮問会議に提出された石破プランを実現するものである

べきである。本法案を早期に成立させ、できるだけ早く施行すべきである。 

同時に、離農を希望する高齢農家や、不在村地主等が、規模拡大意欲のある「農

業経営体」に積極的に農地を賃貸するよう、貸し手にもメリットが感じられる仕組

みを工夫し、農地の徹底活用と農地の集積を進めるべきである。 

   （３）「総合的な穀物政策」の構築。昨今の国際的な穀物需給の動向、我が国の

特に低い穀物自給率の実態を踏まえ、国産・輸入を通じた総合的な穀物政策を構築

すべき。特に水田は、連作障害のない優れた生産装置である。食料の自給力の回復、

8


平成 21 年第３回経済財政諮問会議 



 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

食料安全保障のための農地確保、環境保全の観点からも、米粉用米、飼料用米の増

産をはじめ水田を十分に活用する必要がある。これも先ほど石破臨時議員からお話

があった。私どもも同様に考えている。ちなみに、現状では、主食用米を生産して

いる水田は６割に過ぎない。こうしたことも、石破臨時議員から御説明の通りであ

る。 

このため「総合的な穀物政策」を構築する中で、例えば次の点に取り組むべき。

１つ目、現在は、主食用米、転作作物、米粉用米、飼料用米等に複雑な補助が行

われているけれども、総合的な穀物政策実施のため、これらを整理・集中化するこ

とが必要ではないか。 

２つ目、現状では、主食用米の価格安定が優先されているが、米の消費者価格と

生産者の収入を切り離して、前者については原則として市場に任せる一方、農業経

営体の水田経営による所得は安定化させる仕組みを考えるべきではないか。 

３つ目、生産調整の在り方についても、根本から議論する必要がある。 

（４）農業成長戦略の策定。今後の成長分野として農業を伸ばし、地域の雇用機

会を創出するため、農商工連携の強化、農産物の輸出促進、農業分野の研究開発と

先端技術の導入を戦略的、効率的に進めていくべきである。 

また、集落の維持が困難となっている地域等については、省庁間の縦割りにとら

われず、地域資源を活用した産業の育成等所得機会の創出や生活環境の維持・整備

により、活力を取り戻す方策を講ずるべきである。 

最後に（５）重点プロジェクトへの着手・実行（先駆的モデルづくり）。現在、

各省で検討している成長戦略の「重点プロジェクト」について、以下のようなモデ

ルを参考に、農林水産省でも具体的なタマ出しを検討し、特区的な考え方を含めて

迅速に推進していく必要がある。 

具体的には２つ挙げている。１つ目は「耕作放棄地再生プロジェクト」である。

農地法等改正に当たって、石破プランをしっかり実現した上で、農地リースの促進

と農商工連携の拡充等を、大胆かつ迅速に進めるような、耕作放棄地再生の先駆的

モデルを推進する。２つ目は「植物工場推進プロジェクト」である。自治体が策定

する計画に基づいて設置する植物工場（農産物を生産する工場）については、耐震

基準、防火基準等の立地に関する規制を緩和し、農業用施設と同様の取扱いとする

ことで、その設置を促進する。 

全体として、私どもが申し上げていることと石破臨時議員の御説明は同じ方向を

向いていると考えている。石破臨時議員のお話にもあったが、農地改革は待ったな

しだと考えているので、是非とも大胆な改革を進めていっていただければと考えて

いる。 

（二階議員） 説明資料「農業改革に向けた課題」をご覧いただきたい。 

１ページ目。本日の議題が農業改革となっているため、まずは農業に焦点を当て

る。農業の抱える問題とそれに対する処方せんを考えていくことは極めて大事であ

るが、林業と水産業とも共通する部分もたくさんあると思う。林業と水産業の構造

改革に向けた積極的な取組も期待したい。ちなみに、農林水産省と私どもが進めて

いる農商工連携は、農業のみならず林業や水産業も対象に取り組んでいる。 

私は、本来、農業は将来性のある魅力的な産業であると思うが、今のままでは、

沈滞の域を脱し得ない。新規参入等によってイノベーションを促し、それによって

新しい発想の農林水産業や新たな雇用を創出することを期待したい。農業改革にお

いては、この状況を変えて成長産業への脱皮を目指すべきである。農業が高収益産

業、雇用創出産業、地域活性化産業となることが必要である。 
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これらについてどういう方策でアプローチしていくかを今後検討すべきである。

経済財政諮問会議と農政改革関係閣僚会合とが連携し、農業を成長戦略の重要な部

分として位置づけて議論すべきである。今回、石破大臣から御提案のあった「所有

から利用への転換」に向けた農地制度の見直しは、その第一歩だと理解している。

実際の事業参入に障害がないよう、最適な農地を速やかに見つけ、地権者と長期安

定的な関係を構築できる環境整備もお願いしたい。 

次に２ページ目。農業の成長産業化を象徴する事例として、先ほど吉川議員から

お話があった植物工場を取り上げたい。先月、経済産業省内にモデル施設を設置し、

毎週、説明会を開催している。石破大臣にも鳩山大臣にもお越しいただいた関係も

あり、マスコミも大変注目している。民間議員の先生方にも是非御見学をいただき、

経済界での新規参入の検討を広げていただきたい。本格的な拡大には課題もある。

農林水産省と連携し、支援策を充実させていきたい。 

最後３ページだが、植物工場を含め農商工連携の支援に当たっては、農林水産業

の固定観念を打破して、こんな取組もあるのかといった驚きを目に見える形で示し、

農林水産業の活性化に私どもも貢献したい。経済産業省としては、先進的な取組を

応援することにより、農商工連携が生産性向上に向けた農業改革の起爆剤となるよ

うに努めるつもりである。 

（三村議員） 石破臨時議員のお話を聞き、方向性については全面的に同意。是非とも

具体的な施策をよろしくお願いしたい。 

２点だけ申し上げたい。 

やはり若者が農業に参入しなければ、持続性ある農業はできないことになる。聞

くところによると、今でも意欲ある若者はたくさんいる。そういう方々が農業経営

のトップランナーとして先行し、各地で成功を収めることができ、しかも、農業従

事者の間でそのような事例に従うという動きが広まる、こういうことが非常に大切

ではないか。 

したがって、産業としての農業の基盤を強化して持続可能なものにするためにも、

意欲と能力のある多様な担い手を、ここでいう農業経営体として位置づけて伸ばし

ていくことは、大変有意義なことである。 

２番目に申し上げたいのは、農業改革プランを是非ともやってもらいたい。一番

早くて来年度ということになるのか。そうすると検討は随分進むわけで、それを先

取りする形で、農業の分野から現在検討している成長戦略に織り込む形で重点プロ

ジェクトをつくったらどうだろうか。特区でも結構。これは農林水産省で是非とも

検討していただきたい。 

これを実施すれば、更に何が問題なのかという具体的な例も出てくるし、農業改

革の先駆的な事例となり、農政改革は日本にとっては必要だということをショーケ

ース的にも見せることができる。それにより、生産者から消費者まで幅広い関係者

が農業改革の意味合いと効果を実感できるのではないだろうか。是非ともこういう

ものを取り入れるということをよろしくお願いしたい。 

（張議員） これまで改革に向けての具体的な施策というのは、諮問会議においても議

論を重ねてきたが、12 月と本日、石破臨時議員がお話になった改革プランにほとん

ど盛り込まれている。 

また、今般、農政改革関係閣僚会合も設置され、改革を省庁横断的に進めるとい

う体制も整ったので、これまでの各種提案を踏まえた形での農政抜本改革の具体策

を一刻も早く政府として決定し、実行に移していただきたい。 

特に農地の所有から利用への転換というのはいろいろ御議論もあるようだが、改
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革の根幹をなす部分である。また、今後の農業の生産性向上や競争力強化のために

は、生産、加工、流通、販売、場合によっては糞尿処理から飼料の再生まで、サプ

ライチェーンというか、そういうもので相互連携を強めることが欠かせない。それ

には、現状より更に民間投資を促し、また民間のノウハウも出させ、農業界と産業

界の協力関係を深めていくことが大変役に立つと強く思っている。こうした取組に

よって農業経営体の成長が促され、今後の担い手となる若い人達にこういう事業に

参加していただけると考えており、産業として発展していくことを大変期待してい

る。 

（岩田議員） ２点ほど民間議員ペーパーについて補足したい。 

民間議員ペーパーの２ページ目の一番初めに「（３）農業分野における雇用吸収」

という項目を掲げている。先ほど石破臨時議員から御説明があったが、70 歳以上の

基幹的な農業従業者は 86.5 万人いて 44％を占めている。そうすると、その方々が

10 年以上は続けないと仮定すると、機械的に考えると毎年８万人から９万人ぐらい

の方は恐らくリタイアされる可能性が高い。そうすると、農業の基幹従事者を維持

するためだけで、農業への転入者が８万人から９万人必要だということに計算する

となる。 

現実にどのぐらい農業に転入者があるかというと、2007 年 12 月の調査によると

7.5 万人転入している。だから、かなり見合ったような形にはなっているが、ただ、

その中で問題は、若い方つまり 39 歳以下の方が１万 1,000 人しかいないというこ

となので、ここは若返りを図りながら、８万人ないし９万人という雇用を増やして

いくことが大事なのではないか。 

関連の加工業や販売を増やせば、年間 10 万人ぐらい農業関連で雇用を新たに増

やす。今、雇用の問題は大問題だが、農業も有望な分野の１つ。これが１点目。 

２点目は、民間議員ペーパーの３ページだが、上から３分の１ぐらいの（３）の

中にポツが３つあるが、そのうちの最初のポツで「現在は、主食用米、転作作物、

米粉用米、飼料用米等に複雑な補助が行われているが、総合的な穀物政策実施のた

めこれらを整理・集中化すること」と書いてある。実はいろんな補助金が出ていて、

お米関連だけで 5,000 億円ぐらいある。 

ところが、目的を見ると、いろいろ複雑で、果たして一貫した政策の下にこの補

助金が出されているのかやや疑問なものもある。 

例を挙げると、生産調整をやっていない部分というのは、水田のうち３割から４

割あると言われているが、その生産調整をやっていない経営体に対して稲作構造改

革促進交付金というものが出ている。 

それから、流通のコストについて、お米はまだ高いと言われており、ここもどう

いうふうに減らすべきなのかという論点が残っている。民間議員ペーパーにも出て

いるが、転作した場合、転作した先できちっと作物をつくっているかというと、捨

てづくりになっているとか、無駄な補助金の使われ方が行われているという問題点

もある。現在行われている補助金の実態につき、現状がどうなっていて、どこに問

題点があるのかを一度この場で御説明いただきたい。 

（鳩山議員） 総務省としては、地域力創造プランの中で地域おこし協力隊という、海

外青年協力隊の国内版みたいな形で、都市から農山漁村への人の流れをつくりたい

ということで、それを援助していく仕組みを考えている。 

それから、先ほどの石破臨時議員の御説明で９億 6,000 万人が栄養不足状態にあ

り、１日に２万 4,000 人亡くなっているという状況があった。なぜ低炭素革命が必

要であるかといえば、やはり一番にくるのは食糧だから、30 年以内、25 年以内に

11


平成 21 年第３回経済財政諮問会議 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界食糧危機がやってくると考えて、その可能性をどこかに置いて、食糧の自給率

を高めるということは心にとめ置いて、そのときになってからでは遅過ぎるので、

お考えをいただきたい。 

もう一つ、これも石破臨時議員の御説明にあった農業の有する多面的な機能の貨

幣評価。この問題は意外と重要で、共生という考え方をするならば、多面的な評価、

価値があるわけだから、それに対するお礼というか、都会からこうしたものに対す

るお礼という意味で、例えば昔言われた水源税のようなものは、是非この機にお考

えをいただくべきである。 

（中川議員） 現在の基本法をつくった人間という立場で、３点申し上げさせていただ

きたい。 

１点目は、日本は小さい国かもしれないが、非常に細長く、亜寒帯から亜熱帯ま

であり、500 ミリグラムしか雨の降らないところから 3,000 ミリグラムまで降ると

ころまである。私の記憶が正しければ、いわゆる都市近郊農業、中山間地農業、そ

れから、専業地帯農業の生産額はほぼ３分の１ずつである。つまり、極めて多様な

農業が与件としてあらざるを得ないということをまず頭に入れておく必要がある。

２点目が、非常に政治性が強い。これは日本だけではない。アメリカでも、ヨー

ロッパでも、あるいはインドでも、やはり非常に農業は政治性が強い。 

その上で３点目だが、農業基本法、あるいは現在の食料・農業・農村基本法の、

ある意味では反省でもあるが、目的をはっきりすることが極めて大事だろう。多分、

現状認識と将来の危機と希望という点では、この場の人たちは、多分、共通認識を

持っているが、今度の改革は、目的は何なんだということで、吉川議員は３点お示

しになっているが、目的をきちっとしておくことが、今後、極めて大事なことでは

ないか。 

（麻生議長） 民間議員ペーパーの「（３）『総合的な穀物政策』の構築」の中の「農業

経営体の水田経営による所得は安定化させる仕組み」というものは、所得補償か。

（吉川議員） そういうことである。 

（麻生議長） 所得補償ということは、米をつくっているところで米粉をつくったりし

ているところは価格が安くなるでしょうが、その分補てんするということか。 

（石破臨時議員） ほかのものをつくった方が得だということにならないと、麦生産と

か大豆生産とかというものは進まない。相当、多方面から精密に考えなければいけ

ない。 

（吉川議員） 先ほど中川議員がおっしゃった、目的をはっきりさせるという、そこに

も関わってくる。 

（河村議員） 農業所得をどうやって上げるかという視点がある。農業経営体が伸びる

ということは、直接、消費者と結び付くことにつながっていく。それと、中間段階

にいっぱい入ってきて、実際の手取りが非常に低いという問題がある。 

（吉川議員） 先ほど話したとおり、米作を中心に大規模化することが必要。農林水産

省の資料では、大規模層と零細のところで、米作だとコストが２分の１ぐらいまで

落ちる。コストが２分の１まで下がることは、当然、農家の所得も、その分増える。

農業所得が上がるための大前提として、大規模化するべきところについては、真の

意味の面的な大規模化を、この際、実現する必要がある。 

それでも十分でなければ、それはほかの産業から応援をする。これは農業改革の

目的とも関わるが、多くの国民は日本の農業に頑張ってもらいたいという思いがあ

るから、応援はするだろう。しかし、応援する前提として、農業もある程度、自分

たちで頑張ってもらう。具体的には大規模化とか積極的に進める必要がある。 
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（与謝野議員） 食物というのは産業としては何兆円ぐらいか。 

（石破臨時議員） 最終消費額ベースで 100 兆円まではない。 

（与謝野議員） それは、生産している人がせいぜい 10 兆円ぐらいで、残りの付加価

値はどこにいってしまっているのか。 

（石破臨時議員） 流通の部分に相当いっているという認識を持っている。だから、生

産者の手取りが大体３～４割ぐらいだと思っている。 

（中川議員） 特に、輸入の分が途中から入ってきてしまう。 

（松元内閣府政策統括官） 消費者の支出として 80 兆円である。 

（石破臨時議員） 輸入した分も消費して、いろんなものを足し上げていく。だから、

その自給率を上げていけば、そのシェアは当然高まる。 

所得倍増といったときに必ずまた議論になるのは、安全で安心でおいしいものは、

当然、安いということの方がおかしいわけだから、それなりの値段はする。ただし、

値段をある程度下げていく努力をしていくことが消費につながっていくことも事

実である。安全で安心でおいしいものを適正な価格でという努力をしていかなけれ

ばならないだろう。 

それから、流通をどう考えていくかということで、中間段階で相当取られてしま

っている。そして、どこで、だれがつくったものかが全く目に見えないものを食べ

ることは本当によろしいことなのか。やはり、目で見えるところで食べる、地産地

消という言葉も余り濫用してはいけないが、流通部分も相当に直していかなければ

ならないだろう。 

私は今の流通システムを否定するつもりは全くないが、多様な流通システムをき

ちんと確保しておく必要がある。 

（与謝野議員） それでは、今日のところはこれまでとして、麻生内閣の重要課題であ

る、農政抜本改革について、貴重な御意見をいただきましてありがとうございまし

た。本日の御意見を、石破農政改革担当大臣の下で、改革の具体案づくりに反映さ

せていただきたい。諮問会議としても、農政改革関係閣僚会合と連携しながら、引

き続き議論をしていきたい。 

（麻生議長） いわゆる「骨太の方針」は、各省の翌年度の予算要求を幅広く束ねる傾

向がこれまで強かったと思っているが、是非、「日本経済の再興に向けた基本設計

図」という内容にして、メリハリをつけたものをつくっていただきたい。 

農政改革については、内閣を挙げて取り組み始めたところであり、６大臣会合な

どを開かせていただいている。是非、この諮問会議でも、あるべき施策について、

議論をしていただければと思っている。 

加えて、新たな成長戦略は、日本にとって最も大事なところだと思っている。各

省庁は、二階議員にお願いをしているとりまとめにタイムラグができないように、

早急に検討してもらいたい。よろしくお願いを申し上げる。 

（以 上）
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