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規制改革会議 地域活性化ＷＧ 

第３回農林水産業・地域産業振興ＴＦ 

議 事 次 第  

 

 
                       日  時：平成 19 年９月 19 日（水） ９:30 ～ 14:10 

                       場  所：永田町合同庁舎 第２共用会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．農林水産省ヒアリング 

  ・農地の所有と利用の分離 

農業委員会の在り方の見直し 

           経営局 構造改善課      課長 光吉 一 

 

・農協経営の透明化、健全化について 

        経営局 協同組織課      課長 石井 俊道 

                       室長 大浦 久宜 

 

・認定農業者制度の見直しについて 

農業分野における銀行等の民間金融機関の参入促進 

創業・事業等拡大等への支援について 

        経営局 経営政策課      課長 佐藤 速水 

 

・農業共済制度の見直し 

            経営局 保険課        課長 村上 堅治 

 

・農薬の登録、肥料の銘柄登録、品種の登録、原原種生産の見直し 

生産局 種苗課        室長 浅沼 智 

消費・安全局 農産安全管理課 室長 鈴木 伸男 

 

３．その他 

 

４．閉 会 
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（農林水産省経営局構造改善課関係者入室） 

○八田主査 おはようございます。早朝からお越しくださいまして、どうもありがとうご

ざいました。ただ今から、農林水産業ＴＦの第３次答申のフォローアップのヒアリングを

始めたいと思います。 

 初は、構造改善課さんからお話をいただきます。30 分ぐらい御説明をいただくのです

が、もうちょっと長い方がいいですか。 

○事務局 今日は御説明を短くして、なるべく意見交換を多くしたいと思います。 

○八田主査 わかりました。では、20 分ぐらい目途ですか。 

○事務局 15 分ぐらい。 

○八田主査 15 分ぐらいお話しいただいて、その後質疑をしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○光吉課長 構造改善課長の光吉です。お世話になっております。それでは、説明をさせ

ていただきます。 

 まず、私の方からは、農地と農業委員会の関係でございます。初めに措置状況というこ

とで御説明をさせていただいて、その後に、答申の中にもいただいておりますけれども、

農地政策の見直しについて検討状況の御説明をさせていただきます。 

 「農地」と「農業委員会」と書いてある資料を配らせていただいておると思います。私

どもの方では、農地の所有と利用を分離ということで、 初が農地政策の再構築の話。こ

れは後で申し上げます。 

 こういうやり方でよろしいですか。 

○事務局 はい。 

○光吉課長 ２つ目は、農地の長期安定利用スキームの設定ということで、20 年までの利

用権の設定が可能であるなどにつきまして、周知徹底をきちんとするようにというお話で

ございます。これにつきましては「農地」と書いてある資料の１ページ目に「農用地の賃

貸借の存続期間の取扱いについて」ということで、民法の原則にのっとって 20 年まで設定

可能ですということで、いろいろな周知を盛り込んだ通知を出しております。 

 勿論、これは通知を出しただけではなくて、さまざまな担当者会議というのがございま

すので、そこでこの話は勿論しているところでございます。これが２番目でございます。 

 そして、農地の所有と利用の分離の３つ目としまして、主体を問わない農地利用の促進

ということで、これはリース方式で一般の法人が農業参入できるわけでございますが、こ

れにつきまして耕作放棄地以外の農地も使えるんだということがございますが、これがな

かなか知られていないのではないかというお話だったと思います。これにつきましては、

３、４ページに入れております。耕作放棄地以外の農地もリースが可能であることにつき

まして、農林水産省のウェブサイト内で、特定法人、貸付事業に関するＱ＆Ａ、耕作放棄

地だけと聞いたんですが本当ですか。そんなことありませんよということを盛り込んだり、

４ページには「リースを受けられる農地は耕作放棄地に限られません！」ということをイ
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ンターネット上でお示しをしているところです。 

 そのほか、パンフレットもお付けしております。特定法人貸付事業による参入を促進す

るために、こういうリーフレットをつくって周知活動をしておるところでございます。 

 （３）として農業委員会の関係についても答申をいただいております。（３）の①とし

て、権限行使における判断の統一化ということで、政策意図を農業委員会に浸透させると

ともに、市町村によって異なっている農業委員会の運用、権限行使を是正するために統一

的に運用されるよう、判断基準を周知徹底すべきではないかということでございます。 

 農業委員会の資料の１ページにございますが、業務を行うに当たっての判断基準、特に

農地転用許可制度につきまして、この運用の適正化等ということで、農村振興局長から通

知を発出して、より具体的なあるいは注意しなければいけないことを盛り込んだ内容とし

ております。 

 こういった内容につきましては、当然ですけれども、折々に今年度開催されております

関係者の会議ですとか、研修の場を通じて周知徹底していますし、あるいはブロックに分

かれまして、農業委員会の研修とかがございますが、こういう機会をとらえてきちんと知

らしめていきたいと思っております。 

 農業委員会の②といたしまして、委員構成の見直しという答申をいただいております。

これは農業委員会が力を発揮するためには、選任委員は中立的な第三者である学識経験者

が参加できるようにすべきだということでございます。 

 そして、農業委員会には、経営の改善に取組む意欲のある農業者、あるいはスペシャリ

ストを目指す人である認定農業者などの担い手となる者を増やしていくべきであるという

ことでございます。 

 これにつきましては、「農業委員会」と題した資料の６、７ページに「農業委員会の選

任委員の選定について」ということで通知を改正して、これを知らしめることをしました。 

 具体的には７ページにございますけれども、①～⑤までの人が入っていることを配慮し

た方がいいですが、特に青年・女性農業者あるいは認定農業者などの担い手を委員とする

ことが重要となっているので、きちんと周知徹底しましょうということと、選任委員につ

きましても、その趣旨を書いた上で、公平・中立な立場から判断をなし得る委員を推薦す

るようにしましょうということで、周知徹底という措置をしたところでございます。 

 以上が、答申をいただいたものについての措置内容でございます。 

 答申の中にもございますが、もう一つの資料「農地政策の見直しについて」お話しをさ

せていただければと思います。 

 「農地政策の見直しについて」という横長の資料を配らせていただいております。本年

度から、いろいろな農政改革を本格的にスタートしております。それで農地につきまして

も、この改革を後押しするために必要な見直しを行っていくということで検討してきてお

ります。農水省でも、農地政策に関する有識者会議を設けておりますし、あるいは与党の

中でも御議論をいただいております。 



 

 5

 見直し方向については、長い検討をしてきておりますが、先月基本的な考え方のような

形で御説明をして、いよいよ本格的な議論を開始したところでございます。今日はその考

え方を御説明させていただきたいと思いますが、今後各方面での議論を積み重ねて、 終

的に見直し案ができてくるところでございます。 

 それでは、資料の１ページでございます。ここは今、申し上げましたように、問題認識

としては、もうだれもがおっしゃることですが、農業従事者の方が減少し、高齢化し、耕

作放棄が増えてきて、担い手の農地、担い手を育てる、利用集積といってもばらばらでど

うしようもないといった課題がございます。こういった観点に対応すべく、本年度から農

政改革を本格的にスタートしております。先ほど申し上げたように、農地についてもこれ

を後押ししたいという観点でございます。 

 そして、その検討方向としては、基本的な切り口としては農地の有効利用が大ぐくりに

すると目的になるかと思いますが、この中で言っている柱としては、認定農業者などの担

い手に農地を面的に集めること。多様な主体による農業参入によって農地が使われるよう

にする。そして耕作放棄地を解消していくといったことかと思います。 

 「これまでの農地政策」そして「見直しの方向」と書いてありますが、１では、担い手

の量的な規模拡大は一定程度進んだとしても、質的にはまだまだ飛び地だったり、分散し

た状態にあるということから、効率的な農業経営を後押しするという観点から、一定の公

的な関与の下で農地の利用調整を図って、面的に担い手にまとまった形で集約するように

していこうというのが１点。 

 ２点目は、これまでは農地制度における権利の取得についての規制が、所有権と貸借権

が同様の扱いでございました。これにつきまして、所有権と貸借権の規制を切り離して、

有効利用を促す観点から、貸借についての規制を緩和して、多様な主体に農業に入ってい

ただいて、農地を使っていただけるようにできないかという観点でございます。 

 耕作放棄地につきましては、発生の増加というのがございますが、これにつきましては

現状把握、そして状況に応じて解消するための支援措置につきまして予算措置を講じてい

きたい。 

 優良農地につきましても、学校や病院などにつきまして農地の転用許可が不要となって

おりますが、こういったものを許可対象としたり、農用地区域からの除外を厳格化したり

ということができないかということでございます。 

 それでは、各論ということで、２ページ以降でございます。これは 初の視点でありま

す面的集積システムの話でございます。 

 現状といたしましては、さまざまな制度あるいは予算などがございますが、ここでは合

理化事業を出しております。合理化事業というものは、県レベルでは活発に売買中心に行

われておりますが、市町村レベルでは必ずしもすべてがカバーされていない。 

 あと、基本的に現場の具体的な志ある方々の取組みがあって、初めて対応するという仕

組みができております。 
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 こういったことにつきまして、右側の「検討方向」にございますが、原則としてまちま

ちということではなくて、すべての地域に、自ら現場に積極的に働きかけをして、代理人

によって農地を集めて、担い手に面的にまとまった形で貸し付けるといった調整組織が位

置づけられないかということでございます。 

 具体的には、市町村なりで一定の方針を定め、その下で面的集積組織というものを位置

づける。ここでは、その中で特に現場への働きかけなどで積極的に汗をかいていただくコ

ーディネーターを位置づけたり、農地所有者などに働きかけを行って、そして委任・代理

を引き受けて、その結果を踏まえた権利移転のプランを作成して、あるいは賃借料の徴収、

支払いの代行などもできないかと考えております。 

 予算につきましては、こういったコーディネーターを後押ししたり、現場の農地の出し

手あるいは引き受け手の方々にインセンティブを付与するという観点から、奨励的なもの

ができないか。あるいは面的にまとまった農地といっても、担い手の方からすると、そこ

に例えば畦畔が縦横に走っていたりということだとメリットが出にくいということですか

ら、そういったところを除去したりということでございます。 

 また、税制につきましても何か検討ができないかということでございます。 

 こういった枠組みの中で、担い手への面的集積を加速していくわけですが、左側にござ

いますが、勿論市町村の中には、すべての方々がこのシステムにお乗りになるわけではな

い。これに参加されないとおっしゃるようなケースでも、何らかの形で個別に農地の権利

移動をされたいというときに、担い手に優先的に集積される、勿論強制的ではございませ

んが、何かの仕組みというものを考えられないかという切り口を左下に書いているところ

でございます。これが２ページ目の面的集積システムの仕組みでございます。 

 ３ページ目が情報の一元化による農地情報の提供体制についてであります。 

 現状は、農業関係機関あるいは行政機関などがばらばらに限定的な情報を持っておりま

すが、これがいろいろな人の仕事に生かされて、特に先ほど申し上げた面的集積といった

ものにうまいこと使っていかなければいけないのがばらばらな状態にあるという問題意識

があります。 

 それと、新規参入を促進していく上で、必要な農地に関する情報がなかなかアクセスし

にくいという問題点もございます。この観点から、右側に「検討方向」とございますが、

各機関が保有しております、農業委員会で言えば農地基本台帳、それ以外にもＪＡとか土

地改良区などさまざまな機関が情報を持っておりますが、各機関が持っている情報の総合

化、共有化を行うために、県レベルで共通な白地図、ＧＩＳ化したパソコン上の地図とい

ったものにさまざまな機関の情報を載せていって、農地情報図というものが使い勝手のい

い形でできないだろうかということでございます。 

 そして、勿論ここでは個人情報の関係の整理を詳細にしていかないといけないわけです

が、その上でこういった地図をつくりまして、関係機関で利用し、そして面的集積に役立

てていけないかということでございます。 
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 全国ベースでは２つ書いてございます。各地域でどういった農地について貸し出しの出

物があるのかといった情報が、勿論すべてについては個人情報が大事な時代ですから、気

をつけながらでございますが、こういったものが提供できないか。 

 そして、賃借料は実勢としてどういう状況にあるのかといったものについてもインター

ネットで公開をして、右側にございますように、担い手の方や新規参入者の方々がその情

報にアクセスできるようにできないかということがございます。 

 以上が情報についてでございます。 

 ４ページ目は農地の権利移動の円滑化等でございます。所有と利用を分離して、農地の

有効利用を促すために見直しができないか。つまり所有権につきましては、投機的な取得

の懸念が強いという御指摘もございます。これにつきましては、農業生産法人以外の一般

企業などの農地の所有権取得は認めないという方針をそのままといたします。 

 貸借権につきましては「所有から利用へ」という所有と利用の分離という観点に立って、

多様な農業参入や貸借による農地利用を一層促進させるように、所有権とは別の基準で見

直せないかということです。 

 その際、企業などの参入につきましても、農地の有効利用の確保という考え方で、この

所有と貸借を分離して、規制の見直しを考えていくという中で対応できないか。19 年３月

現在で 206 法人ございますが、23 年３月には 500 法人にしたいという目標を持っていると

ころでございます。 

 そして、そのほか農地の有効利用を促すという観点から、さまざまな既存の規制措置に

つきまして見直し、廃止などができないかということがあります。 

 ５ページ「耕作放棄地対策」でございます。耕作放棄地の問題は、現場で非常に深刻な

問題がございます。ですから、これは抽象的な話よりは、具体的な現場の状況に応じて、

実際にどうなのかということで処方せんを描いて、両方を追っていく必要があります。 

 中心となるのは農用地区域かと思いますが、ここにございますように、現状把握をまず

しっかりする。そして解消計画を策定して、状況に応じた処方せんを考え、それに応じた

対策を具体的に実施して、５年後には解消につなげたいということでございます。 

 そして、農用地区域以外につきましては、もうどうしようもないぐらいの荒れ果てたと

ころにつきましては、植林などをして里山に戻すといったことをするとともに、農用地区

域により編入しやすいような見直しをして、農用地区域内にどんどん編入できないかとい

う観点でございます。 

 これでいろいろな予算措置を講じていくとともに、右側に農業経営基盤強化促進法に基

づく法的規制というものを勧告するとございますが、これがなかなか動きにくいという状

況がございます。勿論こういったある意味きつい規制で耕作放棄が解消されるというより

は、先ほど申し上げた現場の具体的な取組みを促していくことが重要だと考えていますが、

それにしてもこの法的規制につきましても、少しでも使いやすくなるように、例えば法律

で書いてあるものにつきまして、どういった場合に発動するのかといった基準なりを明確
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化できないかという観点でございます。 

 そして「優良農地の確保」というのが６ページにございます。これは左側にございます

ように、農地につきましては一定の転用需要というものが狭い国土の中であると考えてお

りますが、必要な見直しができないかということでございます。 

 現在、農地の転用許可不要となっております病院や学校を始めとする公共公益施設とい

ったものによって、優良農地の改廃が行われるケースがあります。 

 更にそれが行われると、その周辺部においても開発が進行、特に公共転用が許可不要で

あるために、なかなか調整が不十分なままかい廃が行われるということがございます。 

 担い手の経営安定の観点から、規模が小さくてもまとまった農地を確保する必要性も高

まっているところでございます。 

 そして、検討方向としましては、転用許可制度によって支障がない農地に転用を誘導し

て、優良農地を確保することには変わりはありませんが、優良農地を確保するために、農

用地区域からの除外を厳格化したり、農地転用許可不要となっております病院や学校など

の公共転用につきまして、許可対象とするなどできないか。あるいは農業振興地域の指定

面積、農用地区域への編入要件を見直しをして、農用地区域への編入を促進して、優良農

地を確保できないかということでございます。 

 ７ページには、これまで申し上げたことを、主に制度の面に着目をして、農地の権利取

得時、権利取得後、転用などと書いてあります。 

 権利取得時につきましては、先ほども申し上げたように、所有と利用を分離して、有効

利用の観点から貸借の規制を緩和できないかということがございます。 

 これに併せまして、一番下の○にございますように、20 年まで民法で認められておりま

すが、担い手の選択肢を拡大するという観点から、勿論これですべての人がこれを対応す

るということではございませんが、選択肢の拡大の観点から、20 年を超える長期貸借を認

められないかということです。 

 権利取得後につきましては、ここにございますように耕作放棄地について具体的な処方

せん、対応をきめ細かくやるとともに、法的措置につきまして発動基準を明確化したり、

使いやすくできないか。 

 転用等につきましては、優良農地の確保のために、先ほど申し上げたような措置ができ

ないか。 

 そして、その他としては、今回全般的な見直しをする中で、既存の制度あるいは小作と

いった言葉の見直し、廃止などができないかということでございます。 

 このピンクのところは、担い手に利用集積するための新たな取組みを実施。その優良農

地におきまして、こういった取組みがということで、面的集積につきまして、先ほど御説

明したように、面的集積組織が集積を加速する取組みを行ったり、あるいはこれに参加し

ない所有者が権利の設定・移転をしようとする場合に、優先的に担い手に行くようなやり

方というのは考えられないかといったことを考えていきたいということをまとめておりま
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す。 

 以上、見直しについての御説明をさせていただきました。どうもありがとうございまし

た。 

○八田主査 どうもありがとうございました。それでは、御質問がある方はどうぞ。 

 米田さん、まずどうぞ。 

○米田委員 では、先に質問させていただきます。ありがとうございます。 

 まず、確認ですが、横長の２ページ目と農地情報の情報センターの３ページ目です。３

ページ目の右の方に「関係機関」とありまして、農地の集積に関するものにつきましては、

農業委員会、土地改良区、農地保有合理化法人等とありますが、要するに類似な機能を持

った組織がありますね。これまでも、一応集積をしようとしていろいろな施策が講じられ

てきたと思うんですけれども、そういった既存の組織がある中で、新たにまたこの面的集

積組織をもう一つよけいに付け加えられるのか。それとも、これまであったそういった類

似な機能を持ったものを、いろいろ機能を統廃合して、１つにまとめて面的集積にされる

のかということが１つ。 

 もう一つは、農地情報センターとあるわけですが、この農地情報センターと面的集積組

織というものはどういう関係にあるのか。同じ組織がやるのか、それともまた別の組織が

やるのかというところの方針を教えていただきたいと思います。 

○光吉課長 まず、説明が舌足らずなところもあるかと思いますが、類似の組織というお

話ですが、関係機関でここに書いてあるものは、面的集積のためだけにあるわけではない

わけです。 

○米田委員 それはわかっています。一部にそういう機能を持つ組織が複数ある中で、新

たな組織を別に立ち上げるのか、それともこれまでのいろんな機能を持ったところを整理、

統廃合するのかということです。 

○光吉課長 面的集積組織というのは、これはこれから詰めていくことですが、基本的に

は一定のこういった業務ができるところであれば、基本的にそれを例えば事業計画だとか

実施計画のようなものとか、規定だとかをつくって、それを承認を受ければ、特定の者と

かに特定しないで対応できるようにしたいと思っているんです。 

 ですから、面的集積組織というのは、別に勿論、現場現場で多様な対応をしていただけ

ればいいわけです。ですから、例えば新しい会社をこれに伴ってつくらなければいけない

ということを言っているわけではないんです。 

 ですから、例えば土地改良区がおやりになる場合もあるし、ＪＡがおやりになる場合も

あるかもしれません。あるいは今、担い手協議会といって、この関係機関が任意組織のよ

うに協議会をつくってやっています。こういったところがやっていただいてもいいと考え

ていますので、必ずしも新しい組織、会社をつくるとかといった観点でやろうとしている

ものではないんです。 

○米田委員 従来そういった面的集積を一部の機能として持つ組織が複数ある場合、やは
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りそれは結局のところ余り徹底しないというか、例えば土地改良が面的集積やりますとい

って、農地保有合理化法人も、また担い手協議会もやりますといったような場合で、複数

が同じようなことをやりますということだって考えられるわけですね。 

○光吉課長 今後は、この面的集積組織を中心にやっていくんです。面的集積組織は、例

えば市町村の一定の区域では１つなわけです。幾つもの機関がそれに合わさってやるので

はなくて、この面的集積組織というのを、例えば市町村の方針か何かに定めたら、この地

域については、この面的集積組織の方針の下でこれが中心になってやることになるわけで

す。 

○米田委員 逆に言うと、面的集積組織は、新たに例えば民間の企業が何か立ち上げてや

るということもあり得るわけですか。 

○光吉課長 制度としては、この人でなければだめとか、この人はだめとかということに

はしない方向で今、考えています。 

○米田委員 まだよく見えないです。そのときにかぶる機能がありますね。例えば農地保

有合理化法人がうちの町では面的集積組織とみなされました。それと同じようなことを、

他の町では別の組織が農業ではほかでやっているわけですね。そういうのはどういうふう

に統合していくんですか。 

○光吉課長 既存の合理化事業との関係は、ですから今は基本的な方向を出した段階なの

で、これまでのものとどういう関係にするのかとか、その詳細なところは今後の課題です。 

○大泉専門委員 かぶったらだめという意見でしょうか？ 

○米田委員 同じような組織がたくさんある中で、またできても、実効性がきちんと担保

できるのかしらというところがあって、やはりやられる以上は、きちんと実効性のあるも

のをつくられるべきだと私も思うんですけれども、そのときに似たようなものがいっぱい

ある中でやられるということが、本当に実行力があるのかなという疑問があるということ

です。 

○八田主査 これについては、貸家市場での経験が示唆的です。老人に家を貸すことは、

家賃不払いになるかもしれないので、貸し手は非常に不安なため老人に貸す件数はあまり

多くなく、家賃不払いになったり亡くなったりしたときの家賃保証に対する需要がありま

した。国交省は、そのような保証を行う民間会社に対して料金を取って保険を行う保険機

構のような基金をつくりました。民間会社が、前もって基金に多少のフィーを払えば、賃

料不払いのときには基金から面倒を見てもらえます。この基金が設立された後に、家賃保

証をする民間会社が出現しました。この民間会社は、賃貸料の徴収と代行をやってくれる

だけでなく、住宅の貸し手に対して家賃保険もしてあげられるわけです。その基金設立に

要した額はわずか５億円だそうですが、その基金は非常にうまく機能しています。 

 農地に関しても、そのような保険機構さえあれば、恐らく米田さんが考えていらっしゃ

るような民間の企業がそういうフィーを払って出てくる。そうすると、集積組織そのもの

ではないんだけれども、この集積組織の一部を担うような機能、特にこの賃貸料の徴収と
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か支払いの代行とか、更には地代不払いの保証は、民間の会社ができるようにして、それ

に対して国が一定の環境整備をしてやるということも可能なのではないかと思うんです。 

 ですから、これは全部１つの面的集積組織だけでやる必要もなくて、その機能の一部分

を民間企業でやることもできるのではないかと思うんです。 

○本間専門委員 それで果たしてこれが機能するかどうかということで、非常に疑問を持

っているんです。 

 １つには、これは要するに民民といいますか、民間の発意の下にアレンジしていくとい

う方向だと思うんですけれども、縛りがなかったら、飴だけで参加者を募る。その飴の程

度が結局参加の強弱を決めていく。ある種生産調整と同じようなアプローチにどうしても

見えてしまうんです。 

 かといって、強制的にやろうとすれば反対も出てくるということで、これからの検討と

いうことになるかもしれませんけれども、支援措置だけで果たしてこれに乗ってくる貸し

手、借り手がどの程度あると見込んでいるのかというところです。 

 もう一つは、この面的集積組織の中では非常に大きな役割を果たすのはコーディネータ

ーだと思うんです。コーディネーターにだれがなるかというところで、相当にこの組織が

ワークするかどうか、機能するかどうかということが決まってくる。 

 そうすると、コーディネーターはどういうふうに選んでいくのかというところを御説明

いただきたいと思います。まず始めに、どの程度の参加率を見込んでいるのかということ

と、コーディネーターの選び方の２点です。 

○光吉課長 具体的な数字はこれからの話だと思います。ただ、位置づけとしては、先ほ

ど申し上げた今の状況というのが、局地的には、先生方御案内のように非常に優良な事例

があるんです。それを何とか広がりを持たせるために全市町村でやりたいという志は持っ

ているわけなんです。 

 それで、何でこうなのかなと考えたときに、いろんな事情がありますけれども、うまく

いっている地域というのは、先ほど市町村の方やＪＡの方やあるいは担い手の方が中心と

なったり、合理化が中心となったり、そこに例えば優秀な職員さんがいて、志があって、

どんどん現場の人にうるさいと言われながらでも働きかけをしてまとめ上げていくという

努力をされているんです。勿論、私よりお詳しいと思うんですがね。 

そういった努力が点としてある状態で、だけれども、一方で道具立て自身は、法律にし

ても、あるいは予算措置にしても、今の状態というのが、基本的に現場からそういう声が

あったらこれを使ってみたらという待ちの状態であると思うんです。これを、何とかある

意味積極的に働きかける組織なんだと。それで全国的に全市町村でこれを位置づけるんだ

という、むしろ、働きかけを積極的にすることを、ある意味、一番重要にしている組織と

して、この制度がこれまでと違う意味で位置づけられないかという観点で、希望からする

と、どれだけこれに乗っかってくるかという極めて難しい御質問ですが、もう集積する目

標とか、その中で面的集積は何割という目標がありますから、それを実現することに役立
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てたいと思っているということです。 

 それと、コーディネーターを選ぶ手順とかそういうことは今後の課題なんですが、コー

ディネーター自身は、この面的集積組織の中でも積極的な働きかけの中心的役割を担う人

だと思います。 

 そういう意味で、一定の現場に入って、それなりに話を聞いてもらって、そうだなと思

ってもらって、そこの部分が一番重要だと思うんです。ですから、支援措置でどこまで行

けるか。かといって強制的にはできないねというお話ですけれども、この２つとどれぐら

いやるかということと、積極的にとにかく現場の人がうんと言わないとどうしようもない

話ですから、その話し合いをたまたまということではなくて、できるだけすべての市町村

でその働きかけ自身をやってもらうというのが、ちょっと抽象的かもしれませんが、一番

のポイントだと思うんです。そこをやってもらう一番担うコーディネーターでありますの

で、実態としては、例えば県の普及のＯＢさんとか、営農指導員さんだった人とかがなら

れるケース。これも別にライセンス制ではありませんから、そういう資格限定をすること

はないと思いますが、実態的にはそういった方々がなられると思います。 

 ちょっと選ぶプロセスというのはまだこれからです。 

○八田主査 その人たちへの成功報酬と失敗したときのペナルティーは何なんですか。 

○光吉課長 それについても、予算ですから、概算要求をしただけでこれから概算決定ま

で議論があるんですが、コーディネーターの活動を後押しする支援というのができると思

います。 

○八田主査 コーディネーターが失敗したときには、予算をかけているのに失敗したんだ

から、何らかのペナルティーを払ってもらわなければまずいですね。民間の会社だったら

ば、例えば森ビルならば、再開発のときは 14～15 年かけて一軒一軒相談して、代替住宅を

見つけてあげて、コーディネートして、 終的に集積して再開発する。もしどうしても反

対する人が一部あったら、それは収用認定事業にしてもらう。そういう民間の事業者は、

成功したら大変な報酬を得るが、失敗したらもうそれはそこにかけた労力は全く無に帰す

るわけです。 

 そういう都市再開発は、さまざまな成功をしているわけですから、そういう事業者が農

村にも入ってこられるような仕組みをお考えになると、非常にうまく機能するのではない

かという気がします。 

○昆専門委員 今日は意見交換ということで、今の農業の情勢を見ていますと、以前の米

改革大綱の流れというのが粛々と進んでいるなという実感がするんです。 

 ただ、米改革大綱自身、政策の変更ではありますけれども、実態としては政策の変更で

はなくて、それ自身が日本の社会だとかマーケットに対して、従来の農業政策や農業の在

り方が適合しなくなるとか、そうせざるを得なくなった結果だと思うんです。 

 実は、今日話題の農地の問題にしましても、皆さん方を含めて、農地マーケットを含め

た米の価格だとかいうことの変化をもっと使って、こういうことを生かせばいいのではな
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いか。上からの政策変更というよりも、マーケットの力というものをうまく有効に活用す

べきではないかという感じを大体私も皆さんも持っているわけですね。そのとき、例えば

去年の御説明の中に、農地価格は 150 万円とか、あるいは農地の移動は困難であるという

御説明が出たりしているんです。 

 ところが、水田に依存度の高い東北地区などにしましても、言わば品目横断で飴が付い

ている集落営農みたいなところには寄ってくるわけですけれども、実は現実の農業経営者

たちは、貸しはがしどころか貸し戻しをせざるを得ないという状況が一方であって、それ

が納得されている。 

 また一方、これは一番深刻な問題ですけれども、この間の農業経営が厳しくなっていく

過程で、農家、特に中堅農家の経営破たんが非常に多くなってきておりまして、そこでは

従来、農業委員会や農協が 50 万円、70 万円で移動させたいというところがあったとして

も、裁判所辺りが競売にかけると、いいところで 30 万円、悪いところだと 10 万円ぐらい

で競売価格が付いているんです。むしろそうなっていったときに、逆にいうと宙に浮いて

しまった農地を、投機家であってもいいですから、合理的な判断をする人々がその土地を

とにかく買って、線引きさえきちっとしていたとしたら、そういうことで結果的にその農

地をうまく生かせる農業経営者たちに移動していくということも、可能性としては考えら

れるのではないかと思うんです。 

 そういう現実に起きている米の米価が下がること、結果として起きる不幸もありますけ

れども、その結果をうまく生かすことというのは、現実的方法としては考えなければいけ

ないのではないかと思います。農地が移動しにくいとかいう前提で決めるのではなくて、

みんな手放したがっている人がいる。言わば転作に伴う補助金がなければ、農業なんかや

りたくないという人々が非常に農地所有者の中にも増えているし、中堅の農業経営者の中

にもそういう方々が出てきているわけですから、従来考えられた農地が移動しにくいとい

うのも、水田場でも変わってきているのではないかと思います。 

 つい先日岩手で聞いたんですが、関東の畑と同じように、管理費は払うからやってくれ。

でも、それでもできないという人々がいたり、あるいは請負耕作をやっておられる方が、

実は作業労賃の回収が不安になっているから、それで自分も経営的に考え直していかなけ

ればいかないという状況になっているわけです。 

 そういう中で、従来語られてきた農地問題と今の現実は違う状況になってきているので

はないか。その辺についての御認識だとか御意見をお聞かせいただけたらと思います。 

○八田主査 どうぞ。 

○光吉課長 農地改革の話は、実際 150 万円より安いケースというお話ですね。それとか、

移動しにくいということも状況が変わってきているんだというお話です。 

 それで実態は、勿論生き物ですから、現場とか農業者の方々の認識というのは変わりつ

つあると思います。それは事実だろうと思います。 

 農地が移動しにくいというのは一般論として昔からよく語られる、所有権をなかなか放
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したがらないという意識は、現に多くの方であると思うんです。ただ、離農するために農

地を手放したがっていらっしゃる方も事実だと思います。 

 価格についても経済情勢に応じて変動するのは事実だと思います。 

 ですから、おっしゃるように、そういった状況を踏まえてどう対応するかということだ

と思います。ですから、離農されるような場合には、ただ離農される方の農地をそのまま

ほかの方に移せばいいのかというと、所有でやるのが受け手の担い手の方としていいのか

悪いのかという問題も勿論ありますが、いずれにせよ離農される方の農地をうまいこと担

い手の方に移していかなければいけないというニーズはあると思うんです。ですから、こ

れも御案内かと思いますけれども、北海道では離農される方の農地を合理化法人が中間保

有して、それを担い手に再配分するといった形でやったりしておりますし、今回の面的集

積の中でも、離農される方あるいは農地の所有権は手放したくないけれども、農業は辞め

たいとおっしゃる方々の土地をどうやって面的に集めていくかというのが重要だと思いま

す。 

○八田主査 どうぞ。 

○大泉専門委員 具体的な施策に対する対応は、よくやっていただいているんだろうと思

います。ただ、今回農地を面的に集積させるための農地政策の見直しに関しては、農地情

報を一元化してオープンにしていくという提案がなされているが、ツールとして非常に大

事なことですので、早急にやっていただきたい、非常にいい政策だと思います。 

 権利移動に関しても、所有はそのままにしながら、利用に関してはすべて規制を取り払

ったと認識していいんだろうと思うんですが、その点も評価をされると思います。 

 問題は、多分、この規制改革の委員会のメンバーと農水省のお考えとちょっと違ってい

るなと思うのは、先ほど本間専門委員が言った面的集積のコーディネーターのところと、

もう一つは、耕作放棄地のときの勧告のしやすさをどうするかというところだろうと思う

んです。 

 まず前者、面的集積組織というものですが、これは先ほど八田主査がおっしゃった、つ

まり失敗したらどうするのか、成功報酬はどうするのかは市町村に一元化するということ

がイメージされているといいますが、それではやはり成功、失敗が明確にならないんだろ

うと思うんです。成功、失敗が明確になるためには、ここにいろんな主体が参入してきて、

それでうまくやっている人、うまくやっていない人の競争関係をつくっていかないと、う

まくやっている場合もあるし、うまくいっていない場合もあるけれども、人々はうまくや

っている人たちのコーディネート機能を使うということが担保されなければいけないんだ

ろうと思うんです。あるいはここのメンバーも同じように思っているんだろうと思うんで

す。 

 そうなってきたときに、面的集積をするというと、今までは土地改良か何かの基盤整備

ぐらいしか成功していない。どんなに市町村の合理化法人でうまくやっているところでも、

落穂拾い的に権利集積をするのはできても、面的な集積はなかなかできないというのが現
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状だろうと思うんです。 

 そうなってきますと、何が大事なのかというと、経営者が具体的にこの農地が欲しい、

この農地だと集団化できるといった、経営者の具体的なニーズをさまざまなところへ出て

行って、御用聞きのようなことをすることではないか。経営者の御用聞きですね。これは、

多分コーディネーターに誰がなるのかと関係する。農協ＯＢがなるのか、普及員がなるの

か。大体農水省の制度設計だと、失礼な話になるかもしれませんが、その辺のところしか

イメージできないのではないかと思うんです。その辺のところでやると、幾ら現場を知っ

ているといっても、農水省が言う現場を知っている人というのは、そういう人としか聞こ

えてこないんですけれども、しかし、そういう人ではなかなかできないんだろうと思いま

す。つまり成功しないんだろうと思うんです。むしろ、不動産業流動化のプロ、不動産業

者だとか何かが複数入ってきて、それで御用聞きをやった方がはるかにうまくいくんだろ

うと思うんです。 

 ところが、多分農水省は不動産業者がそこに入るインセンティブはないとおっしゃるん

だと思うんです。けれども、今、農地の転用では、不動産業者はいっぱい入ってきていま

す。仕事をするインセンティブというのは、民間には今いっぱいあるんですよ。ましてや

成功報酬があるとなればなおさらです。勿論、転用は規制すべきですけれどもね。そこが

面的集積組織が官僚的なシステムになってやしないかという危惧の念を持ってしまうんで

す。どうなんでしょうか。 

 もっと具体的に言うと、左の方にこのシステムに参加しない場合には、担い手に優先的

に集積される仕組みを措置すると書いてありますね。ではその措置と、こちらの面的集積

組織の関係はどうなのかとかですね。この注の方で書いてあるのは、民間に完全に任せて

しまっていいのかもしれないですね。一方で、市町村や役所に１つだけ面的集積組織や何

とか委員会などというのをつくって、それが果たして機能するかどうかというと、機能し

ないんだろうと思うんです。 

○八田主査 関連でありますか。 

○本間専門委員 とても気になるのは、市町村が方針を策定して、市町村の中で問題を解

決しようとする姿勢がとても気になるんです。規模拡大などと言っているときには特に、

やはり市町村をまたがって賃貸する例がどんどん増えてくるわけで、それが市町村の中の

枠組みに収めて、市町村の方針としてやっていくということが、そこが文字どおり官僚的

であります。 

 もう一つは、面的集積に関わる方針とは一体何なのか。一応、農水省からの指導があっ

て、何らかの基本方針のようなものに沿った形で文章づくりはするんでしょうけれども、

それと面的集積の実態といいますか、進めるプロセスというのは、むしろこんなものと言

ったら失礼ですけれども、こんなものをつくった方が足かせになってしまって、進むもの

も進まないのではないかという気がしてしまうわけです。 

 ですから、要はいささか乱暴な議論をすれば、コーディネーターは結構です。でも、こ
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れは成功報酬とペナルティーをきちんとやれさえすれば、誰がやってもいい。手を挙げな

さい。ですから、１つの市町村に何人もいてもいいんですよ。それでその市町村の面的集

積組織なんて要らないんですよ。コーディネーターだけでいいんですよ。その方がはるか

にすっかりして、集積したらいくら、失敗したらどうというコーディネーターに対する機

能と役割と報酬といいますか、経済的な要因というものをきちんと定義さえして、それに

法律的なネットをかけておけば、それだけで十分だと思うんですよ。 

○八田主査 今、本間さんがおっしゃったことを補強しますと、ある意味では課長のおっ

しゃったことの補強でもあるんですけれども、課長がおっしゃったのは、やはりその地域

のことをよく知っている人でないとまずいだろうということです。それをどう選ぶかなん

です。 

 先ほどの森ビルの話なんですけれども、森ビルは再開発を成功しているけれども、あれ

は結局ほとんど港区しかやっていないんですよ。表参道ヒルズ、元麻布ヒルズ、愛宕ヒル

ズ、六本木ヒルズ。要するに港区なんですよ。そして、この地域については詳しいから、

１軒１軒相談に乗りながら世話ををするわけです。 

 それは別に森ビルが港区以外のところでやることを禁止されているわけでも何でもなく

て、自分たちは得意だからここをやっているわけですよ。 

 ですから、恐らく民間にやらせても、やはり競争的に勝っていくのは、地元のことを本

当によく知っている人たちだろうと思いますので、必ずしも農協のＯＢを 初から選任す

る必要は全くなくて、民間に任せてうまくいくのではないかと思います。 

○昆専門委員 極端な言い方をしますと、農協のＯＢや普及員さんのＯＢ、行政の方のＯ

Ｂを使うと、逆に言うと従来の農業のままで動いてしまって、実はダイナミックな変化と

いうのはブレーキがかかってしまうのではないかと思うんです。 

 しかも、勿論先ほどの農地のお話で追加的に言いますと、庄内の私のよく知っている人

が、実は非農家の人に頼まれて、破綻物件の競売物件を金は払うから買ってくれと言われ

たことがあるらしいです。現状で庄内辺りだともう少し下がるでしょうけれども、地代が

２万円ぐらいなんです。それで 30 万円で買ったとしても、年間に 10 万円、土地改良費が

5,000 円ぐらいかかったとしても、すごくおいしい投資になるわけですよ。実はそういう

ことはもう起きてしまっているわけですよ。 

 そうだとしたら、今そもそも農地所有について、農業者以外の方を排除しているわけで

すけれども、今、先生方のお話のことを含めて、もう少しマーケットが動くこと、あるい

は農業経営自身が農地を守ることではなくて、マーケットに応えられる経営者がよりやり

やすくやるのにはどうなるのかということを通じて考えていけば、農業の中で農地を守る、

農業の中で農地集積する。従来の法律の建前の中で何かをするというよりも、もっとダイ

ナミックな考え方があってもいいのではないかと思うんです。そうしないと、特に私が一

番心配しておりますのは、今年から来年にかけてすごく頑張ってきた人が破綻するわけで

すよ。その破綻した後の受け皿のような、債権回収機構みたいなことも是非つくっていか
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なければいかないわけですけれども、そういうことのためにも、実は何となく従来の考え

方のままで促しているだけでは、本当の意味合いでの健康な変化は起きていかないのでは

ないかという気がするんです。 

○八田主査 今年の年末答申に向けて、我々が大体どんな考えを持っているかということ

を、今日の議論を通じて、お伝えしているということになるんだろうと思いますので、特

に今、お答えをこれについていただく必要はないと思うんです。 

 1 点だけ、その方向で考えていただきたいのは、支援措置を設ける理屈付けです。 

 例えば税制などはものすごく重要だし、先ほどの賃貸の不払いに対する保証を公的にや

るというのも、一種の保険機構のようなもので、これは経済学的な理屈を付けようと思っ

たらきちっと付けられます。 

 一方、取引情報の活用に関しては、かなりの程度不動産屋でできるところがあると思う

んです。取引に関する地理情報さえあれば、どこを貸したいかなどということは不動産屋

にやらせればそれで済むことだと思います。ただし、取引情報をきちっと出せとか、それ

をきちんとＧＩＳでもって地図上に公開するというのは官にしかできない。情報公開の義

務付けは官の責任です。このように、官と民のそういう切り分けを進めながらやっていた

だければ非常にうまくいくのではないかと思います。 

 本間先生、どうぞ。 

○本間専門委員 １点だけ確認です。４ページの農地の権利移動で、所有権は従来のまま

だけれども、貸借権については規制緩和といいますか、自由化の方向でというお話だった

と思うんです。 

 ８月 23 日に『読売新聞』で特定法人貸付制度を今は市町村が手を挙げてという方式にな

っているのを、言わば全面的に撤廃する。つまり全面自由化といった報道がなされました

けれども、その審議についてそうなんですかということをお伺いしておきたいと思います。 

○光吉課長 新聞は新聞で、御自分の会社のスタンスで多分お書きになっていると思いま

すけれども、現在のところ、我々の有識者会議というので専門的にやっていますけれども、

そこで御議論いただいているのは、規制緩和をして、書いてありますけれども、基本的に

は貸借については農地をきちんと使ってくれるというのは絶対に重要なところですから、

きちんと使って、いいかげんなことをしないという形態について許可をするという方向を

説明して、議論していただいています。新聞は新聞でそれぞれのお考えでお書きになって

いると思います。 

○大泉専門委員 参入区域は広がるんですね。 

○光吉課長 それでリースとの関係、先ほど既存のものとの関係とかもいろいろ御質問あ

りましたけれども、今の制度とどうするのかとか、それはちょっとまだ今後の課題です。 

○昆専門委員 先ほど言った破綻した農地だとか、金融機関なども関わっているところで、

そういうときに今ここにあるコーディネーターたちは、そういうところはどういう関わり

を持っているんですか。 
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○光吉課長 このコーディネーターとか面的集積組織というのは、何でも屋さんではない

ですから、面的に集めることにエネルギーを注ぎますから、その対象の農地の中に例えば

破綻した農地があるとかないとかということは、特に区別はないと思います。 

 つまり、今お話しになっているケースは、農地の出し手の１人になるわけですね。そう

いうことで面的に集める絵姿というのをどうやっていくのかというのを現場の人と話し合

う役回りですから、破綻した人、しない人というのは別に区別していません。 

○八田主査 もう時間が過ぎましたので。 

○昆専門委員 わかりました。話はちょっとあれしてしまうのですけれども、一言だけ。 

 破綻というのは不幸なことですけれども、実は債権回収機構が動いて、景気を回復しま

して、産業は発展しましたね。やはり農業においてもそういうことはあり得るんだと思う

んですよ。あってはいけないというお考えかもしれませんけれども、あり得るんだと思う

んです。そういうことも是非、今後の御検討の中にお考えいただけたらよろしいのではな

いかと思っているところです。 

○八田主査 今日は本当にお忙しいところ、盛りだくさんにいろいろ有用なお話を伺いま

して、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

（農林水産省経営局構造改善課関係者退室） 

 

（農林水産省経営局協同組織課関係者入室） 

○八田主査 朝早くからお越しくださいまして、どうもありがとうございました。それで

は、フォローアップを続けさせていただきたいと思います。 

 次は、農協経営の透明化、健全化について、協同組織課の皆さんからお話を伺います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 初、６～７分で御説明いただいて、あとは質疑ということにしたいと思います。 

○石井課長 わかりました。 

配付資料をそちらの方に提出させていただいておると思います。それでは、ポイントだ

け御説明ということにさせていただきます。 

 まず、第３次答申の「具体的施策」のうちの「①農協の内部管理態勢の強化」の分野で

ございます。 

お手元にございますが、昨年 10 月 11 日に、ちょっと字が違いますが、農協の第 24 回

全国大会の議案ということで、これは決定されております。ここで内部統制システムに取

り組むということを決議しているというところでございます。 

おめくりいただきまして、次に農協法第 73 条の 23 の２という条項がございますが、こ

れに基づきまして、全国農協中央会が「組合の組織、事業及び経営の指導に関する基本方

針」というものを定めることになっております。その中で、今年の３月８日、見直しを行

いまして、内部統制等の整備対策、とりわけ、平成 21 年度末までに、内部統制報告書監査

への対応を可能とするような内部統制システムの整備を目指すということで決定いたして
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おりまして、現在、各農協への導入マニュアル等の整備に着手しているというところでご

ざいます。 

御参考までに申し上げますと、内部統制報告書というものは、金融商品取引法で上場企

業に 20 年度決算、したがいまして、21 年３月期決算から義務付けられているというもの

で、農協としても同時期の対応を目指すというところになっております。 

次に、もう一つ、①の下に「コンプライアンス委員会の設置などその強化が早期に図ら

れるよう必要な措置を講ずるべきである」という御指摘をいただいております。 

３枚目をおめくりいただきますと、私どもの事務ガイドラインというものを付けており

ます。これは行政が農協を指導するときのガイドラインでございます。この中にコンプラ

イアンス体制の整備、内部牽制体制の整備などを定めて、これまでもコンプライアンス体

制の整備・強化については農協系統を指導してきております。 

これに基づきまして、農協系統においては、コンプライアンスについてマニュアルです

とかプログラムなどの確保、周知、整備というものを取り組んでおりまして、既にコンプ

ライアンス委員会を設けている農協も出てきております。 

私どもとしましても、第３次答申を踏まえまして、この事務ガイドラインを改正し、コ

ンプライアンス委員会の設置などについての体制整備の強化を指導する予定にしておりま

す。時期的にはパブリック・コメント、行政手続法で一月はパブリック・コメントの期間

が必要ということもありますので、遅くとも年内には事務ガイドラインを改正して体制整

備をしたいと思っております。 

次に「②農協の不公正な取引方法等への対応強化」ということで、この点は幾つかござ

います。 

まず１点目、公正取引委員会の方でおつくりになりますガイドラインについて周知徹底

を図るというのがございます。 

５ページの資料でございますが、本年４月 18 日に公正取引委員会の方から「農業協同

組合の活動に関する独占禁止法上の指針」が公表されましたので、公正取引委員会と共催

で、５月 14 日からちょうど一月、全国 10 ブロックで説明会を開催いたしました。 

各会場とも盛況という状況で、全国で 3,117 名、うち農協関係者約 1,700 名で、出席し

た総合農協数は全体の約７割が出席したというところでございます。実は、この開催に当

たりましては、農協系統にも、とにかく出てよく聞いてくれということを言ってあります。 

それと、２部構成にしまして、１部は農協系統のみ、２部は農協の人が入らない、商系

の方、または行政の方、民間の方。農業者も含めてです。そういった方々に説明をすると

いうことで、いわゆる農協と競争関係にある方にも説明会を開催し、広く周知徹底を図っ

たところでございます。 

次が、ガイドラインについて周知徹底で、全農、全中についても対応をすべきだという

ことでございます。 

もう一点は、こういった窓口を広く知らしめるようにというようなことがございます。
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６枚目の資料と７枚目の資料がそれでございます。 

６枚目の資料は、農水省のホームページの中で上にございますが、トップページから経

営局のサイトを開いていただきますとこういうページに入ることができまして、その下に

「農協の法令違反などの不祥事に関する情報受付窓口（独占禁止法に違反する疑いのある

行為についての情報を含みます。）」という形で情報を受け付ける窓口をオープンにして

おりますし、７ページ目の資料で、具体的なホームページのアドレスなり、私どもの問い

合わせ先、これは先ほどの全国 10 か所の独禁法ガイドラインの説明会の場で、この資料は

配付しております。行政、農水省としてこういうホームページに窓口を開いていますとい

うのは広く周知徹底をしております。 

それと、再発防止の観点からということで、８ページでございますが、私どもの事務ガ

イドラインの中に、アンダーラインを引いておりますけれども、一番下の方のアンダーラ

インで、公正取引委員会の措置とともに、必要に応じまして、農協法に基づく業務改善命

令などの措置を講じて、再発防止体制の構築及び実行を命ずるという姿勢を明確に打ち出

しておりますし、その下を見ていただきますと、農協の指導は都道府県でございますので、

都道府県についても国に準じた対応を行うことが望ましいということで、都道府県にも指

導をしているという次第でございます。 

あと、もう一点、全農や全中が、このガイドラインをわかりやすく解説した指針を策定

し各農協へ指導を徹底するよう、所要の措置を講ずるべきということで、全農・全中の方

にも私どもの方から、独禁法のガイドラインができた暁にはわかりやすい資料をつくるよ

うにということで、資料の中にパンフレットが入っていると思いますが、その下に農協系

統ということで、全中、全農、全共連、農林中金の連名で「独禁法の遵守に向けて」とい

うことで、本年７月に改訂した新しいバージョンをつくり、各農協の方には、これを使い

ながら研修ですとか講習会で使ってもらっているという状況でございます。 

あと、私どもの方でも、この独禁法のガイドラインについては、今年の２月の終わりか

ら３月２日にかけてですが、農協の指導担当者会議ということで、都道府県の担当者の方

にお集まりいただきまして会議を開いておりますが、その場でも公正取引委員会の方から、

まだ案の段階でしたけれども、そういう動きについて説明をいただきましたし、私どもの

方でも、その後、引き続いて、ガイドラインで農水省の姿勢を改めて口頭指導したという

ところでございます。 

次が、③は飛ばさせていただきまして「④農協経営の透明化に向けたディスクロージャ

ーの改善」で「ア 業務及び財産に関する説明書類の様式統一」ということで、様式の統

一をするようなディスクロージャー誌のひな形を全中に作成させ、周知するなどの措置を

講ずるべきということでございます。 

これにつきましては、資料の９ページでございます。ディスクロージャー誌の全中の系

統内部資料でございますので、全体ではございませんが、確実にやっているというのをお

わかりいただくように、ひな形のかがみと、表紙と、構成がわかるようにということで目
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次の写しを持参させていただきました。こういった形で、これは本年の５月 17 日付で県の

中央会を通じて各農協に周知を図っているという点でございます。 

それと「イ ディスクロージャーにおけるインターネットの活用」ということで、これ

も全中の方に指導をいたしております。全中におきましては、担当課長会議ですとか県の

中央会などを通じて、ディスクロージャー誌をホームページへ積極的に掲載するようにと

いう指導を行っておりますし、私どもの方では、ディスクロージャー誌のホームページの

掲載が望ましいという方向で事務ガイドラインを改正しようと思っております。先ほど申

し上げた点と併せてパブ・コメを求め、年内には改正を行いたいと考えております。 

それと「ウ 組合員等に対する情報開示の拡大」ということで、部門別損益計算書、キ

ャッシュ・フロー計算書などのディスクロージャー誌などを使い一般へ開示するといった

自主的な情報開示が促進されるような措置を講ずるべきということでございます。 

先ほどのディスクロージャー誌の目次を見ていただきますと「経営資料」の「Ｉ 決算

の状況」に「３．キャッシュ・フロー計算書」。それと「６．部門別損益計算書」を入れ

込んだ形でディスクロージャーのひな形が示され、現地の方でも指導を行っているという

点でございますし、ちょっと順番があれでしたが、配付しました 13 ページの資料で、事務

ガイドラインの中で、部門別損益計算書という部門別損益情報を自主的にディスクロージ

ャー誌に掲載するということが望ましいということを既に私どもも指導しておりまして、

あと、キャッシュ・フロー計算書が入っておりませんので、この部分も年内には修正した

いと考えている次第でございます。 

あと、 後ですが「⑤中央会監査の在り方についての検討」というところでございます。

本年から検討開始ということで、現在、農協連合会のヒアリングなり、また、アンケート

などを行って、今、取組みを行っているというところでございます。 

ちょっと足早になりましたが、以上でございます。 

○八田主査 どうもありがとうございました。いろんな方面で御努力いただいているとい

うことがよくわかったと思うんですが、あと、御質問ありませんか。 

○本間専門委員 後の中央会監査の在り方は、我々にとっては懸案事項といいますか、

ヒアリング・アンド・アンケートということで検討を進めているというお話だったんです

けれども、アンケートというのは具体的にどういうアンケートを取られているんですか。 

○石井課長 実は、平成 13 年に農協法を改正したときに、国会審議の中で附則が参議院の

方で付きまして、これは法施行後５年を目途に改正事項の内容を点検し、検討を加えると

いう、ざっくり言えばそういう内容の附則でございますが、その作業の一環として農協連

合会にアンケート調査を取っていますが、その中で、ちょうど 13 年の改正事項にも中央会

監査の内容も一部入っておりましたので、中央会監査についてのアンケートを行っている。

それで現在、とりまとめを行っています。 

あと、ヒアリングというのは、通常、６月で総会が終わりますから、ちょうど決算が確

定していきますので、夏のこの期間を利用して、例年、決算ヒアリングをしますので、そ
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ういった場などを使いながらヒアリングを行っているというところでございます。 

○本間専門委員 我々の方の提案で言いますと、さまざまな角度から組合員、預金者等が

納得する監査の在り方ということなんですが、どうも、その辺りをきちんと受け取ってい

ただいているようには思えなくて、アンケートは勿論、結構ですし、ヒアリングといった

ものを受けて、どういう取組み方を行っていこうとしているのか。つまり、ヒアリングと

かアンケートをどう利用されるおつもりなのか。その辺りを聞かせてください。 

○石井課長 平成 13 年の改正事項全体、ほかの事項にも及びますので、専門家の方々の意

見を聞きながら検討はしたいと思っていますけれども、まだ部内検討中なので、明確にこ

の場でこうしますというのはもう少しお時間をいただかないと、今の段階では申し上げに

くいという状況を御理解いただきたいと思います。 

○昆専門委員 去年、独禁法のことを 初に話題にしましたときに、課長が２件しか存在

していないというお話をされていたんですけれども、我々もいろいろお話をさせていただ

きまして、今年、こういうガイドライン説明会という大キャンペーンを打たれまして相談

されたことは本当に敬意を表しておりますし、私は農業の問題一般がそう感じるんですが、

制度の問題だけではなくて文化の問題である。それは地域社会の文化の問題だけではなく

て、行政システムの中にある文化の問題でもあると思うんです。 

実は私、本当に今度の独禁法のこういう御説明はすばらしい成果だ、意味を持つと思っ

ているんです。そのことと同様に、農協という組織が今の時代の中で有効な機能を果たし

ていくために、実は監査の問題その他に関しましても、同様に踏み込んだといいましょう

か、去年の独禁法の話をしているときから、この結果、行動を取られたことはすごく大き

な展開だと感じておるんですけれども、同様に監査の問題も、実は時代の中でそれに合う

事業体といいますか、企業文化といいましょうか、そういうものが農業の中に定着してい

くためにも、是非、もう一歩の踏み込みをお願いしたいところなんです。 

○石井課長 監査については、透明性、客観性という観点の私どもの取組み、これまでも

説明させていただきましたけれども、そういうものは行っています。そういう点で、より

一層、どこら辺りが必要なのかとか、そういう点は勿論考えなければいけない。それはも

しかすると、不断の検討が必要なのかもしれません。 

ここにございますけれども、組合員、貯金者という観点から言うと、そういった方々と

常に接している農協の意見をまず聞くということで、実際、被監査法人といいますか、被

監査組合として も彼らが中央会監査機構の監査を受けて、どのように感じ、評価してい

るのかというのは大きなポイントだと理解していますので、アンケート調査の中には監査

についても触れさせてはいただいております。 

○昆専門委員 現実に私も、ある元気のいい農協さんの経営者の方が、実は、この中央会

監査は、こんなものでは我々の社会的信頼をつくれないというようなことまで発言される

ような方もおいでなんです。中央会監査の監査をする担当者が、内部的に資格を与えられ

ていますね。そういうレベルのことが、実は監査を受ける対象の農協自身が矛盾を感じ始
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めているということも同時にあるのではないかと私は感じております。 

○石井課長 よく御議論の中では、どうしてもそういう話に陥ってしまうんですけれども、

そこは全体的な、まさにマスの話で、そのような声はヒアリングとかをすると、勿論、中

央会の人はそこにいませんから、我々行政との間でやる限りにおいても全体的な声として

は余り聞こえないんです。 

○八田主査 どうぞ。 

○本間専門委員 提案の中では、組合員、貯金者という直接的な関係者のニーズといった

ことを掲げていますが、客観的な情勢としては、やはりシステムとして透明性を高めると

いうのは、内部だけの話ではなくて、組織そのものの存在理由を含めて社会的な要請だと

思うんです。その場合に中央会とか農協側が、今は十分透明性の高い、しかも公正性の高

い監査をやっていますと言うのはわかるんです。しかし、それを監督すると、これはまた

去年の蒸し返しになりますけれども、農水省が、いや、今のままでいいんだということの

理由、あるいは外部監査を導入することの問題点が見えてこないんです。 

○石井課長 去年の繰り返しになるかもしれませんが、幾つか制度面のことをお話しさせ

ていただきたいんですけれども、外部監査としての中央会監査を入れますというのは法律

事項でございまして、平成８年の農協法改正のとき、国会審議の場で、あのときの金融健

全化の一連の議論の中で、それでは農協系統についてはということで中央会監査を位置づ

けております。したがいまして、法案提出は我が省でございますけれども、国会の御審議

の場であれは了承いただいているという点はまず外せないポイントだと御理解をいただき

たいと思います。 

 もう一点、監査士につきましても、一応、あれは農協法の中で監査士というものを位置

づけておりますし、監査士の試験も全中が手前みそでやっているわけではなくて、専門家

の先生方の委員会の中で問題なり試験が行われているという点を御理解いただきたいと思

います。 

○本間専門委員 ちょっと驚くんですけれども、国会で通ったから、過去にこういう法律

があったから今がいいという話ではないでしょう。 

○石井課長 違います。今がいいというわけではなくて、それを踏まえて、今度は私ども

の行政検査で、当然、もう一回チェックします。そうしますと、中央会監査が不十分だっ

たり、いいかげんなことをしていれば、当然、行政検査の中で検査結果に齟齬が出てきま

す。 

○本間専門委員 そちらの対応の仕方はよくわかっているつもりです。我々がこういう提

案をして、外部監査を導入することに何が障害となっているのか、何が問題なのか、そこ

を言ってください。 

○八田主査 今日はフォローアップですから、今、それについて明快なお答えをしていた

だく必要はないと思います。しかし、我々の問題意識は、まさにそこにあります。外部監

査をするというのは、今、本間さんがおっしゃったように、社会的な要請としては当然の



 

 24

透明性を確保する手段だと思います。しかし、それがあえてそうではないんだ、ほかのや

り方がいいんだという理由がもしあるならば、それをこれから明確にしていっていただき

たいと思います。 

○石井課長 １点、今日はそういうフォローアップということで検討状況を御説明させて

いただきました。 

 あと１点、私ども第３次答申でいただいているのは、そういう外部の、全中以外の監査

を導入しなさいという趣旨の答申ではないと理解をしておりますけれども、今の御指摘は、

そういう第三者を導入すべきだという答申の内容だということですか。 

○八田主査 これは、さまざまな角度から検討を行うべきであるというところにそういう

チョイスも入るだろうという考え方です。 

○石井課長 要は、それを排除するなという御指摘ということですか。 

○八田主査 ここの段階では、全くそのとおりです。 

○大泉専門委員 まず、中央会監査の在り方についての検討ですから、なぜ今のままでい

いのか。それでは、外部監査を入れない理由は何なのか。それが明らかになればいいんだ

ろうと思うんですけれども、これは結局、⑤だけは実現できなかった。 

○石井課長 先ほど、法律を言ってそれは云々とおっしゃいましたけれども、１点申し上

げたかったのは、中央会監査を外部監査として位置づけているんです。農協に外部監査が

入っていないわけではないんです。 

○本間専門委員 だから、それでよしとしているんですねという話なんです。そうすれば、

こちらはこちらで、またその対応がありますから、ここで言うと、さまざまな検討をしま

した。しかし、外部監査の実態は全部整っているし、監査として全く問題ありませんとい

う結果なら、それはそれでいいんです。それに対して、こちらも、またそうなのかどうか

というボールの投げ返しがありますから、そうではなくて、農水省がどう考えているかと

いうところがどうも見えてこないんです。 

○八田主査 また、これは引き続き、この点についてフォローアップさせていただきたい

と思います。 

 それで、先ほど昆専門委員が言われたように、ともかく、独禁法に関しては非常に御努

力いただいたということはありがたかったと思うんです。 

また、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○草刈議長 済みません、途中から参加して申し訳ありませんがせっかくの機会ですから、

石井課長に一言申し上げさせてください。 

いろいろな諸情勢から考えて、農業の再生というのは、どういう形にせよ、いわゆる日

本の国にとって喫緊の課題であるというふうに私どもは認識していますし、これから 12

月までの間に、非常に力点を置いた課題になると申し上げておきます。 

 それと、今のお話は、要するに社会通念的に言って、全中が監査をやるのが外部監査だ

というコンセプトが受け入れられるのかというところに 大の問題があって、私は全く受
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け入れられないと思いますが国会でもそんなことが通ってしまうのかということすら摩訶

不思議だと私は思っています。これからも取り組ませていただきますので、よろしくお願

いします。 

○八田主査 また、実際、こうやって透明化することは既得権を持っている人にとっては

ちょっと具合が悪いかもしれないけれども、農業の再生には、役に立つだろうと我々は思

うんです。 

 そういうことで、今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

（農林水産省経営局協同組織課関係者退室） 

 

（農林水産省経営局経営政策課及び金融調整課、普及・女性課関係者入室） 

○八田主査 それでは、第３次答申のフォローアップのヒアリングを継続したいと思いま

す。本日は、わざわざお越しくださいまして、どうもありがとうございました。 

 次は、経営政策課、それから金融調整課、普及・女性課の方々にフォローアップの状況

をお話しいただきます。 

 初、20 分ほどお話をいただいて、その後、質疑をしたいと思います。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

○佐藤課長 経営政策課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、今、八田主査から御指示がありましたとおり、第３次答申のその後の状況に

ついて、役所の検討状況を御説明いたしたいと思います。 

 順番ですが、第３次答申に書かれている順番どおりに御説明申し上げていきたいと思い

ます。 

 まず、認定農業者制度の見直しでございます。具体的な施策といたしまして、大きく言

いますと２点いただいておると思いますが、そのうちの農業経営の発展に資する業態に対

する支援ということで、農作業のみを受託するコントラクターや契約により農産物の提供

を受ける出荷団体などの農業経営に関連する業態についても、さまざまな形による支援が

必要ということで、資金調達の円滑化などの支援を強化すべきという答申をいただきまし

た。 

 それにつきましては、お手元の方に資料があったと思いますが、これの一番 初に農業

サービス事業体に対する支援の充実というタイトルの資料を添付いたしておりますが、平

成 20 年度の概算要求におきまして、農業サービス事業体、これまでは融資の対象にはなっ

ておりませんでしたけれども、今回、制度資金の活用の道を開くということで、担い手の

育成ですとか、あるいは地域農業の維持発展、そういったものに資する農業サービス事業

体につきまして、機械とか設備をこういう農業サービス事業体が購入するに際しまして、

制度資金による融資の道を開くというような要求を財務省にさせていただいております。 

 具体的には、下に書いてありますとおり、８月 20 日現在での金利が 2.0％、償還期限 1

5 年、据え置き３年、融資率が 80％の資金を農林漁業金融公庫から融資するという要求を
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させていただいております。 

 続きまして、大きな２番目の具体的施策といたしまして、認定農業者制度の運用改善と

いう答申をいただいております。 

更に、その中に４点ございまして、認定・再認定審査の透明性の確保。 

２つ目として、認定・再認定審査における第三者機関の設置・活用。 

 ３点目といたしまして、再認定審査における判断基準の明確化。 

 ４点目といたしまして、認定取消措置の適切運用という具体的な答申をいただいており

ます。これにつきましては、平成 19 年度措置ということでございます。 

このいずれの４点につきましても、運用改善通知を発出する方向で現在検討をしており

ますが、まだ、具体的にいつ発出するというところまでは決めておりません。と申します

のは、１つは品目横断的経営安定対策につきまして、現在、農水省として現場に出向いて

いきまして、品目横断につきましての、いろんな現場の御意見、御要望をお聞きしている

ところでございます。 

 それらをとりまとめた上で、今後、品目横断的経営安定対策をどうしていくかという具

体の検討に入ることになると思いますが、それらの検討と併せまして、認定農業者制度の

御指摘いただいた件につきましても、併せて措置する方向で今のところ考えてございます

ので、19 年度中に措置するということはお約束しておりますので、そのつもりであります

が、具体的時期については、まだ見通せる状況ではございませんので、御理解を賜われれ

ばと思います。 

 続きまして、第３次答申では創業・事業等拡大等への支援についてということで答申を

いただいております。 

 具体的には、大きく３点いただいております。まず、１点目の農業研修への支援の充実

ということでございますが、これは担当課の方から御説明を申し上げます。 

○一関課長補佐 普及・女性課でございます。資料の「創業・事業等拡大等への支援」の

１ページでございますけれども「農業再チャレンジ支援事業」という資料があると思いま

すが、これについては、特に農業内外からの団塊の世代、若者の方が経験がなくても農業

に安心して就けるように、就農のステップであります情報提供・相談段階、後は体験・研

修段階、参入準備段階、定着段階と４段階に区切ってございますけれども、それぞれの段

階に応じてきめ細かな支援を行っていこうというものでございます。 

 具体的には、次の資料の方がわかりやすいと思いますので、ページをめくっていただけ

ればと思いますけれども、フロー図になってございまして、例えば情報提供・相談段階で

すと、新規就農相談センターという相談窓口がありまして、そちらの方で就農に必要な各

種の情報の提供を行っておりますし、そのほかにも個別に就農相談に対応しているという

ことでございます。 

 次の体験・研修というところですけれども、こちらの方では、上から２番目になります

けれども、社会人や学生向けの就業体験、インターンシップですとか、あるいは下の方で
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すけれども、先進経営体における実践的な農業研修といったものへの支援も行ってござい

ます。 

 そのほかにも、都会の方々がなかなか農業の研修を受けられないという方々向けに平日

の夜間ですとか、週末を中心に就農準備校というものを設置しておりまして、こちらの方

で農業の基本的な技術、知識について学べるということをやってございます。 

 そういった方々についても、参入準備定着ということで、実際に農業に就く際の必要な

資金の融資ですとか、あとは参入後の普及指導員によるきめ細かな指導といったものを実

施してございます。 

 以上でございます。 

○佐藤課長 ２点目の大きなテーマといたしまして、創業支援融資制度の充実という答申

をいただいております。これも担当課の方から説明申し上げます。 

○金融調整課の前島でございます。よろしくお願いいたします。 

 創業支援に係る融資制度の充実でございますが、19 年度からでございますが、農外から

チャレンジ精神を持った企業等を迎え入れ、育成していくために、これまで農業経営の実

績がなかった法人であっても、５年以内に認定農業者となる計画を有しているということ

と、農業経営改善資金計画について、特別融資制度推進会議の認定を受けているというこ

とによりまして、農業近代化資金、それと経営体育成強化資金の利用が可能となるように、

19 年４月１日から適用しておりますけれども、そういうことで措置してございます。 

 資料につきましては、お配りしております資料の３ページ、４ページ、５ページに、こ

の措置のための新旧対照表、要綱を配布させていただいております。 

 以上でございます。 

○佐藤課長 ３点目といたしまして、中小企業政策との連携という答申をいただいており

ます。更に細かく言いますと、２点ございます。支援施策の周知徹底、２点目が多角的な

農業経営の支援に向けた、連携強化でございます。 

 これにつきましては、資料を御用意させていただいています。資料の「創業・事業等拡

大等への支援」というタイトルの資料の７ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 「農業経営支援と中小企業支援との連携について（中間報告）」と題するペーパーがご

ざいます。 

 昨年の 12 月に第３次答申をいただきました後、経済産業省、中小企業庁との間での勉強

会を立ち上げました。 

具体的には、その資料の２ページ目、全体の資料でいうと、９ページ目になりますが「中

小企業政策部局と農政部局との連携」ということで、第３次答申を受けまして、今年の１

月に第１回の中小企業庁との研究会を開催いたしました。 

その後、２月に２回ほど現場の方々からヒアリングを行いまして、５月に２回目の研究

会で農業法人に対する支援策の効果的な活用などの在り方につきまして議論いたしまして、

研究会の中間成果を公表したという形になっております。 
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初に１ページ目に戻っていただきたいんですが、我々の検討課題といたしましては、

１つは下の箱でございますが、経営の多角化に取り組む農業法人が必要とするような情報

を提供するためには、どのような支援が考えられるのかという点が１点。 

２点目が経営の多角化を一層進展させるためには、どのような支援策を検討していけば

いいのかというのが２点。 

このような２つの検討課題に基づきまして、中小企業庁との間で議論を重ねました。そ

の結果が３ページ目でございます。全体の 10 ページ目でございますが、ヒアリング結果も

踏まえて方向性ということで書いてございますが、まず、支援窓口の関係。現場からは中

小企業部局と農政部局が連携して対応してほしいとか、支援窓口は一本にしてほしいとい

うような御意見をいただきました。 

情報の関係につきましては、特に情報のデータベース化あるいは企業の成功体験、失敗

体験等の情報が欲しいというのがございましたので、方向といたしましては、農業経営の

多角化に関する多様な経営課題があると思いますが、それらへの対応のために、やはり人

材とノウハウを有するところ、具体的には中小企業基盤整備機構の相談窓口と日本農業法

人協会の相談窓口が連携していくのがいいのではないかということで、この両法人につき

まして、５月から相談体制を整備、構築をしております。 

３点目の事業拡大の支援でございますが、現場からは事務処理をサポートしてほしいと

いう問題、あるいは異業種とのマッチングをコーディネートするような場がほしいという

ようなことが言われましたので、方向性としては異業種の産業とのマッチングによる販路

拡大への支援、これを検討していくのではないかということでございます。 

４点目の創業支援ですが、新技術ですとか、新商品の開発に際して、特に研究開発の費

用負担が大きいといったような話がございましたし、あるいは成果がまだ未確定の中での

支援ということからいうと、補助事業の採択に当たっては、事業への取組み内容を評価し

てほしいというような要望もございましたので、それとベンチャー育成事業を創設してほ

しいというような声もございましたので、方向性といたしましては、生産にとどまらずに、

加工ですとか、営業、販売まで経営をトータルで見据えたような経営改革への支援につい

て検討していくことが必要ではないかというような問題意識を持つにいたりました。 

そういったことも踏まえまして、資料の６ページ目にお戻りいただきたいと思います。

これも平成 20 年度の概算要求といたしまして、農業経営創業・事業拡大支援事業という要

求を財務省に対してしております。 

内容につきましては、１つは支援施策の周知徹底ということで、先ほど言いました中小

企業基盤整備機構と連携した中で、経営相談活動ですとか、専門家の派遣ですとか、セミ

ナーの開催といったような支援をしていきたいと考えております。  

２点目の異業種の産業とのマッチングへの支援ですけれども、流通、サービス分野との

コーディネートを果たす機関を支援したり、あるいはビジネスマッチングのフェアーを開

催すべく企画立案に対する支援あるいは商談会へ農業法人が出展する際への支援、更には、
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新事業展開に必要な知識などの講座あるいは経営者ですとか、管理者を対象とした研鑽で

すとか教育講座、こういった開催に対する支援などを内容としております。 

３番目に経営全般を見据えた経営革新の取組みの支援という観点から言いますと、農業

法人が抱えております経営革新への取組みテーマをコンペ方式によって評価いたしまして、

優良なビジネスプランについて、実現に向けて必要な商品開発ですとか、マーケティング

の活動を支援していく。こういった事業を概算要求しているところでございますので、こ

の予算獲得に万全を期していきたいというふうに考えております。 

八田主査から御指示いただいた第３次答申のフォローの状況は以上でございます。 

○八田主査 どうもありがとうございました。さまざまなことについて御努力いただいて

いることがわかりました。次に金融について、お願いします。 

○冨永課長補佐 では「農業分野における銀行等の民間金融機関の参入促進」ということ

で、第３次答申をいただいておりますので、それについての状況を御説明させていただき

ます。 

 答申の中では、農水省関係として、農業信用保証保険制度の対象融資機関の拡大という

ことが大きくありまして、１つが、対象金融機関の拡大ということで、信用組合の追加が

言われております。 

 もう一つは、農協以外の民間金融機関に対する農業信用保証保険制度の周知ということ

で、民間金融機関が入れないのは、制度の周知が徹底されていないからではないかという

ようなお話をいただいているところであります。 

 初に対象金融機関の拡大でございます。信用組合の拡大につきましては、答申をいた

だいた後、実際に全国信用組合中央協会さんの協力を得ながら、実態調査なりを行わせて

いただいて、それなりに積極的に取り組んでいる信用組合もございますということがわか

りましたので、今度は政令改正ということで、政令で信用組合を追加する手続の方に入っ

てまいりたいというふうに考えてございます。 

 時期につきましては、19 年度検討、結論、引き続き措置という形で順次進めてまいりた

いと思っております。相手がございますので、すぐいつですという明確な回答ができませ

んけれども、中小企業庁さんなり金融庁さんなりには一応こういう方向でありますという

前段のお話は進んでおります。あとは、実際に案なり何なりをつくって正式な協議という

のは、また、これからというような形になろうかと思います。 

 もう一つ周知徹底ということにつきましては、資料の１ページ目をご覧ください。まず、

これは全国の基金協会の方に金融調整課長から９月３日付で通知を出しております。農業

信用保証保険制度の適正な運営ということで、この中で、今回の周知徹底なりということ

を網羅させていただいているというところでございます。 

初のところが前段のくくりでございまして、担い手の確保をすることが必要だという

ようなことと、近年は、他産業からの農業参入が進んできていること、それから農協以外

の地域金融機関の農業分野に対する融資の取組みも入ってきていますというようなことを
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踏まえて、農協以外の金融機関については情報不足などから基金協会の保証利用が進んで

いないという状況がありますので、制度の適正な運営と制度の普及に努めてほしいという

ことでございます。 

 もう一つ、また以下で書いてあるんですけれども、農業経営改善促進資金「スーパーＳ

資金」なんですけれども、これについて下記のとおり農業協同組合以外の金融機関に対す

る保証の取扱いが適正に行えるよう、留意されたいとしております。 

 これは、５月に出された第１次答申で、「スーパーＳ資金」の取扱いについて、営農指

導まで金融機関に求めているのはおかしいのではないかということでしたので、誤解のな

いように、ちゃんと周知をしましょうということが言われております。 

 今回、この通知で、それも踏まえて、一緒に対応させていただいたということでござい

ます。 

 中身なんですけれども「記」として、対象者及び融資機関の留意事項ということで、保

証保険制度の対象には「農業に従事する者」も法律で定められてございまして、「例えば」

と書いてございますけれども、建設業者等が農業者から委託を受けて、農作業の一部を行

うような場合も該当し、新たに参入する人も対象になります。それから、対象の方が法人

の場合であれば、法人形態を問わないということで、株式会社でも農業をやっていただけ

れば対象になりますというのが１つ。 

 あと、対象となる融資機関は、銀行または信用金庫も含まれていますということを明確

にいたしました。 

 ２ページ目に入りまして、保証料以外に必要な出資金等の説明ということで、基金協会

は基本的に会員制でございますので、まず、会員になってもらう必要がございます。その

ためには出資を出していただかなければならないということと、保証するためには基金と

いう元金を用意して、それの何倍まで保証しますということがありますので、そういうよ

うな会計上の必要なお金なりの負担をしてもらうという必要がございます。 

 そういうようなことを行うためには、ちゃんとしたルールを作ってそれをちゃんと相手

に説明するということをしてくださいというのが１つです。 

 （３）として、信用保証協会との連携。これも答申の中で、中小企業庁さんの方ととも

に言われているわけなんですけれども、要は中小さんの方にも信用保証協会というのがご

ざいます。あと、農業の方で農業信用基金協会というのがございます。そこで、当方の制

度と向こうの制度で、間の谷間に落ちてしまって、なかなかうまく保証が受けられないと

いうようなことがないように、そこはちゃんと連携をしましょうということで体制を整え

ていただいて取扱い上疑問が生じた場合には、相互に連携をとりながら適切な対応を図っ

てくださいというものです。 

 あと、２として、「スーパーＳ資金」の取扱いです。中段のところでございますが、営

農指導などを求めていないということを明確に言いまして、必要以上の要件を求めること

で、結果的に「スーパーＳ資金」の融資機関を限定してしまうことがないように、制度の
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趣旨に沿った適切な運営が図れるよう留意されたいということで、一応答申でいただいた

ことについて指導するという形にしてございます。 

 ３ページ目、今のは、基金協会あてに出しているんですけれども、これを今度は中小企

業庁の金融課の方に出させていただいて、一番 後の下のところで「御了知の上」という

ことで「信用保証協会に対しても、この旨周知していただきますようお願いいたします」

という文章を付けまして、中小さんの方では各県にございます信用保証協会さんの方にも

農業の方でこういう趣旨で通知が出ています。それについて、双方の連絡窓口をつくりま

すので、向こうにおいても連絡体制を整えてくださいという趣旨で下につないでいただく

という形にしてございます。 

 ４ページ目、農林中央金庫を始め、全国銀行協会、社団法人の地方銀行協会、第二地銀

協会、全国信用金庫協会あてということで、一応銀行協会さんの方にも当方としてこうい

う制度になっておりますということで御了知をいただき、会員の皆さんにも周知してくだ

さいという形にしてございます。ここのあて名の中では信用組合が入っておりませんけれ

ども、信用組合は政令なりで追加された折には、これと同等の通知を出すということを考

えてございます。 

 それから、この通知のほかに新たに参入される方、もしくは銀行や信用金庫さんとか、

あとはそういう方々に情報提供なり相談活動をするような場合、そういうようなことを想

定して、今、初心者用のパンフレット的なものを用意してございます。それができたとき

には、また、銀行協会さんを通じたりとか、地元の基金協会からセールスに行ってもらう

とか、そのようなことで活用してもらうために、パンフレットを送付することと、当方の

ホームページなんかにもそのパンフレットは載せたいと考えております。 

 以上です。 

○八田主査 どうもありがとうございました。それでは、御質問はございませんか。 

 どうぞ。 

○本間専門委員 認定農業者制度の透明性の確保のところを深くお聞きしたいんですけれ

ども、おっしゃったように、品目横断政策との絡みというお話だったんですけれども、例

えば認定に市町村で結構ばらつきがあるとか、それを公開せよといったことをここで提案

したわけですけれども、その辺りの調査といいますか、品目横断の遂行云々にかかわらず、

何かできそうな気がするんですけれども。 

○佐藤課長 おっしゃるとおりなんです。私ども４点具体的にいただいていますが、いず

れもごもっともな話なので、措置することは措置します。これは確実にお約束いたします

が、問題は、例えばばらつき、あるいは独自に年齢制限を設けているような市町村がござ

います。そういったところを農業者にきちんと周知をする。その周知が今まで、ややもす

れば万全ではなかったんではないかという反省がありますので、そういうことについては、

ちゃんとしかるべき方法で周知をするようにという内容の通達を認定主体であるところの

市町村の目につくように通知をしたいと思いますが、そのタイミングについて、幾つもぽ
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ろぽろと通知がいくと、かえって現場が混乱しますので、まとめて出したいというのが現

時点の我々の考え方でして、だからといって、ずるずると年度末までに延ばすつもりは現

時点ではありませんが、逆に９月何日付で出すとか、10 月何日付で出すとか、そういうと

ころまではまだ決まっていないということを御理解いただければと思います。 

○大泉専門委員 サービス事業体ですが、特定の農作業だけ受託するコントラクターだと

か、あるいは出荷団体に対しても特別な措置を講じてほしい、認定農業者として認めるか

どうかはともかくとして、それでやっていただいたということなんだろうと思うんですが、

その際、施設の取得等に関する融資ができるということですが、その際、計画を出します

ね。この計画の策定は認定農業者要件にあるような計画策定と似たようなものと考えてい

いんでしょうか。全然違うんですか。 

○佐藤課長 違います。認定農業者の際の経営改善計画はどのぐらいの年収を上げるとか、

将来どういう経営をやるか、生産方式をどう変えていくか、そういうことが主とした内容

になりますが、そういうものではなくて、そこにまさに括弧書きで書いてあるような、農

作業の受託量を５年以内におおむね 20％以上増加させるみたいな、ある意味コントラクタ

ーとしての、あるいはサービス事業体としての今後の発展方向みたいなものを計画として

出していただく。 

○大泉専門委員 この公庫資金は今までは認定農業者だけに限られていた資金なんですか。 

○佐藤課長 今までは、公庫資金の中には、認定農業者向けの「スーパーＬ資金」と、認

定農業者を目指す方を対象とした経営体育成強化資金、個別融資としては、大きくその２

つがあったんですが、コントラクターとか、サービス事業体については、その２ついずれ

にも該当していませんでした。 

 今回「スーパーＬ資金」とか、経営体育成強化資金の中で対応するのではなくて、新し

い資金、種目を、具体的に言うと、施設資金の中に、いろんな用途があるんですが、その

施設資金の中に、一本農業サービス事業体向けの資金を小柱として立てるというやり方で

す。 

○大泉専門委員 認定農業者にしてしまうと厄介になるからと、外で処理したということ

ですね。 

○佐藤課長 コントラクターが認定農業者になれば、当然「スーパーＬ資金」の方になっ

てくるわけです。 

○昆専門委員 サービス事業体という言い方で、ちょっと私らからすると苦しくなるとこ

ろがあるんですけれども、例えば具体的な話で申し訳ないんですけれども、北海道でタマ

ネギを収穫する場合に、露地で乾燥できますね。露地で圃場乾燥していますね。それでそ

のまま出荷できる。府県の場合、梅雨どきですから、ハウス内乾燥しなければいけません。

それを個別の農家にやらせると、非常にコストがかかって、経理的に成立しにくいんです。

それを、例えば荷受け業者側がそういう通風乾燥を含めた設備を持ってしまおうというと、

北海道型のハーベスターを持ってきて、荷受け業者がそれをやると、現状では存在してい
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ないわけですけれどもね。そういうダイナミックな変化があると、イモとタマネギを産地

でうまく生かしてみたいなことが可能になってくるわけです。 

 例えば、荷受け業者というか、集荷業者の方が、そういうことでやりますよといったら

対象になるわけですか。 

○佐藤課長 なると思います。日本標準産業分類に即して、農業サービス事業体という言

葉を使っていますが、その中には、今、昆専門委員がおっしゃったような形態ですとか、

あるいはコントラクター、請負作業体ですとか、そういったものが入ってきますので、そ

ういったところは、多分対象になると思います。 

○竹村課長補佐 収穫、乾燥調整という作業をやるということです。 

○大泉専門委員 もう一つは、「スーパーＳ資金」なんですが、ほかの金融機関も参入で

きるように、営農指導を行うことをしないという話です。これは、審査するときに、普及

所なんかは入らなくていいということになるんですか。営農指導だとか、やはりＳ資金を

やるときに、審査をやるときに、何か普及所だとか、農協だとかごちゃごちゃ入って、そ

の仕組みがほかの民間機関ではつくれないから、民間機関は利用できないよという話がそ

もそもの発端だったと記憶しているんですけれども、そうすると、営農指導をしなくても

いいとなると、審査の機能だけがやればいいわけで、営農指導だとか、何かその後に伴う

ものはなくなったということで、普及所、そういうところから外れるというふうに考えて

いいんですかね。 

○冨永課長補佐 そもそも融資というか、保証の審査の段階で営農指導はそもそも入って

いないわけなんですが、基金協会が融資機関に営農指導を求めている例があるのではない

かという御指摘があったので、それは違いますということで、今回改めて通知を出させて

いただいたわけで、融資機関なり、保証機関が審査を行うときには、融資機関もしくは保

証機関として、この人はちゃんと返せるかどうかとか、そういう意味合いで審査するとい

う話なので、営農指導については普及所なり関係機関が指導なり何なりにより手助けする

という形になると思います。 

 ですから、営農指導というのは、その経営がちゃんと計画どおりに成り立つために、指

導なり何なりというのは、ちゃんとした別のセクション、おっしゃられた、営農指導員な

ら営農指導員がちゃんと見るということで、それは保証機関の仕事ではございませんとい

うことをはっきりしましょうということでございます。 

○米田委員 金融の方を教えていただきたいんですけれども、一応、農工連携ということ

で、いろいろ中小企業の方の連携を取るということは聞いたんですが、具体的に現実問題、

結構中小企業系の金融と農業系の金融には狭間があるわけですね。狭間をこの通達による

と、両方の機関に御連絡をして、ちゃんと連携を取ってくださいねという御通知が行って

いるわけなんですが、現実には、狭間は狭間として結構存在しているわけです。どちらか

で否定されたときには、どちらかが拾ってくださいというところまで踏み込んだ連携の依

頼なんでしょうか。 
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○冨永課長補佐 一応、そのつもりでございます。それで、現場では各県の基金協会と信

用保証協会、その両方でこの取扱いはどうだろうかというような疑問が生じたときには協

議してもらうこととしています。制度的にどちらなのかというようなときには、ちゃんと

農林省まで上げてくださいという形で、あとは中企庁と連携を取ってどちらにしましょう

というような形で相談に応じていきたいというふうに考えています。 

○米田委員 あと、今まで、例えば異業種が農業に参入する時の問題を伺います。公的信

用保証が 1,000 万付いていた中小企業が、例えばその企業が農業にいって、１割ぐらいが

農業だというときには、今まで 100％付けてもらっていた信用保証が、あなたは農業にい

くので、ひょっとしたら農業を使う可能性もあるので別会計にしなさいと言われるのと同

時に、100 を 90 ほどしか信用を保証しませんよというようなときに、それについてはこれ

を使えば解消できるんでしょうか。 

○冨永課長補佐 そのような実態の話になると、明確に即座にお答えするわけにはまいり

ません。 

○米田委員 そういうこともこの連携の中に入っているのでしょうか。 

○冨永課長補佐 そこは当然のことながら、農業は農業の制度で見るわけで、中小の枠を

取るというような形はないと思います。 

○米田委員 建設業が農業参入したときに、農業と建設業本体を別会計にしてくださいと

言われることが多いんですけれども、それは相変わらず別会計ということなんですか。 

 あと、農業から農業に多角化して、それからまた更に多角化するようなときに、例えば

堆肥をつくるときに、微生物を使って堆肥をつくっていたら、その微生物を使って環境浄

化ビジネスに乗り出すというときは、また農業系、中小系ということで垣根を越えてしま

うんですけれども、そういうところも弾力的に相談に乗っていただけるんですか。 

○冨永課長補佐 相談については、まず谷間に落とさないというのが大前提という形で、

どちらかでできるのではないか。要は制度上はカバーできるはずになっていますので、そ

こはどちらかでやれるということを前提とした調整をする、話し合いをするという形にな

ろうかと思います。 

○米田委員 わかりました。 

○佐藤課長 多分想像でものを言わせていただくんですが、別会計云々という話は、政府

系金融機関に限らず、民間金融機関も多分同じことを言うんではないかと思うんです。 

 といいますのは、建設業者が融資を受けるには、大体それまでのメインバンク、地元の

銀行だとか、あるいは中小企業系の政府系金融機関から借りるということが多いと思うん

ですけれども、そういったところに融資したお金が農業にも使われるということになりま

すと、それは一般金融機関であれ、中小企業の政府系金融機関であれ、審査のノウハウが

ないと思いますので、そこの部分については、金融機関としては判断できないので、その

判断できない部分は別会計にしてほしいという金融機関の側の事情もあるんではないかと

思います。 
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 ですから、今回の通達は、要はそういった狭間に落ちないように、農業関係と他産業関

係との連携をしっかりしてくれという趣旨だと思います。会計の話は、金融機関の事情も

あると思います。 

○米田委員 先ほど、どこに資料が書いてあるのかわからなかったので、聞き漏らしてい

たら失礼なんですけれども、一応、 初に信用組合の方に、農業系の融資を取り扱うとい

う窓口を広げようということで、いろいろされているという資料はどこに入っていました

かしら。 

○冨永課長補佐 そのことにつきましては資料は付いてございません。いただいた御指摘

に対して、今、どう対応しているかということで、まだ、成果物になっておりませんので、

口頭で説明させていただきました。 

○米田委員 そのときに、信用組合もそうですけれども、信用金庫もありますね。 

○冨永課長補佐 信用金庫は対象になってございます。銀行と信用金庫は、もう既に対象

になっていて、信用組合が、今、外れているので、今後追加すべきという御指摘でござい

ました。 

○米田委員 資料はないまま御説明されたわけですね。 

○昆専門委員 ３次答申のフォローアップということですけれども、意見交換というとこ

ろがありますので、ちょっと御意見を伺いたいんですけれども、去年来の認定農業者制度

のことについて、我々は認定農業者の枠を広げるとか、条件が厳しく、いろいろ御提案も

しました。 

 だけれども、そもそも考えてみると、認定されるべきはお客に認定されるべき、消費者

に認定されるべきであって、お上が認定するというのは、本来おかしな話ですね。 

 それで、認定農業者になるというのは、実は借金をするための手段になっているわけで

すけれども、その中で、去年も話題にはなっていましたけれども、生産調整に参加してい

るということが条件ですね。 

 ところが、 近の状況を見ていますと、生産調整そのものが来年以降どういう状況にな

るだろうか、非常にわからなくなってくる中で、現実の経営者としては生き延びるために

別の方策を考えていかなければいけないわけです。だけれども生き延びられる人々を残す

というのが政策でございましょうから、そういう意味合いでは生産調整という条件、参加

という条件、これも御検討の中になってきているんではないかという気がするんですが、

その辺はどういう感じですか。 

○佐藤課長 まず生産調整につきましては、米改革の第２ステージに入ったということで、

19 年から３年間を１つのステージとしてやっていきますので、御案内のとおり、今年から

民間主体の生産調整ということで、国は需給の情報、価格の情報、これをしっかりと提供

するという役割になりましたけれども、そういったことから言いますと、生産調整の基本

的なフレームは、この３年間続いていくということになろうかと思います。 

○昆専門委員 それが終われば、それは必要なくなるということですね。 
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○佐藤課長 21 年度末にはあるべき姿が実現されるように、この３年間頑張っていこうと

いうことで、今、やっていますので、それと認定農業者との関係でありますけれども、今、

言ったような生産調整、これは結局何のためにやっているかといったら、21 年度末、22

年には米政策のあるべき姿を実現しようということで、今、生産調整をやっているわけで

す。ただ、現在の農業構造ですとか、あるいは米についての需給動向を考えた場合に、米

の生産調整をなくして、生産者の自由に委ねた場合に、これはある意味、要は米価が大幅

に下落するという可能性は大きいと思いますので、そういう生産調整をなくして、米価が

大幅に下落したときに、やはり も影響を受けるのは担い手だろうというふうに思います。 

 したがいまして、１つは、そういった事情を考えれば、需給調整にしっかりと取り組ん

でいくということだと思います。 

 他方で、昆専門委員のおっしゃることもよくわかりますので、１つは、品目横断的経営

安定対策の推進による農業構造の動向を実施状況を踏まえて農業構造がどうなっていくか

という、その辺の検証がまず１つ。 

 それと、今年から始めた民間主体の生産調整を通じた米の需給調整がどうなっていくか

という状況、そういったことを踏まえた上で中長期的には検討していく課題なのかなと思

います。 

 今、認定農業者に生産調整をリンクさせないとなると、その影響は、むしろ育てるべき

経営体の方がむしろマイナスの影響が大きいというふうに我々は考えております。 

○八田主査 どうぞ。 

○本間専門委員 細かい点で恐縮なんですけれども「創業・事業等拡大等への支援」の６

ページ目の一番下の「３．経営全般を見据えた経営革新の取組を支援」。これは大変結構

だと思うんです。かねがね私もいろんなビジネスモデルで、それに対して、補助金という

よりも、そういうものがきちんと評価されていくというシステムが望ましいと思っている

んですけれども、取組みテーマをコンペ方式によって評価する、これは具体的にだれがど

ういう形で評価するのか、ちょっとアイデアとしてあれば教えてください。 

○佐藤課長 担当補佐の方から説明させます。 

○岩男課長補佐 コンペ方式でございますけれども、事業の中で措置しようと考えている

のは、中小企業基盤整備機構のノウハウをうまく活用していきたいと考えておりますし、

地域でいろいろ経済的に影響のある方々がいらっしゃいますので、そういう方々を委員と

して審査をお願いして、ビジネスプランについて十分な審査をしていきたいというふうに

考えています。 

○本間専門委員 例えばビジネスモデルの創出といった場合、プランを出して具体的に何

年までにどういう形でというフォーマットみたいのを決めてやるということなんですか、

その辺りをお願いします。 

○岩男課長補佐 そうですね、財務省と交渉ごとになると思いますが、単年度でやるのか、

２年ぐらいの継続事業でやるのかというふうに考えておりまして、できれば２年ぐらいの
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継続の中で、必要な段階によって、彼らのビジネスプランを実現していきたいと思ってお

りますし、その中身については、多様なものがあると思いますので、何に限定するという

わけではなくて、拾っていきたいと考えております。 

○本間専門委員 具体的に、例えば 大１件当たりどれぐらいの支援を考えているんです

か。 

○岩男課長補佐 上限を 500 万という形で要求させていただいております。 

○本間専門委員 もっと大きくてもいいような気がするんですけれども、わかりました。 

○米田委員 付け加えまして、答申の方では農業研修の支援の充実をお願いする 19 年度措

置の中で、個人だけではなくて、企業等の農業参入法人に対する研修についても支援を充

実するなど、必要な措置を講じるというような文面があるんですが、それに対するこのた

びのことは、どこにそういう資料がございますでしょうか。再チャレンジ支援事業という

のは、何となく個人向けという形のような気がするんですが、企業に対する支援というの

は、どういう形で拡充されているのでしょうか。 

○一関課長補佐 企業向けについては、研修というよりも、参入後の普及指導センターに

よっての技術指導とか、そういった面についてしっかりやっていこうということを考えて

おります。 

 再チャレンジ支援事業の中では特に、これは農家というか、個人向けなんですけれども、

法人については、先ほど申し上げたようなことです。 

○米田委員 企業が入った後で支援していただくというのは、ありがたい話ではあるんで

すが、やはり農業というのは、やったことのない企業が、まず第一歩を踏み出すときに、

やはり情報提供ですとか、いろんな技術指導ですとか、企業にとってもやはりリスクのあ

ることですから、農業に行くというのは迷っているわけですね。第一歩を踏み出すときに、

やはり技術のいろんな研修とか支援があるといいなということで、恐らくこちらの 19 年度

措置の中にも参入に対する研修についても充実をすると書いてあるわけですね。 

○佐藤課長 企業参入については、土地利用型といいますか、農地をリースして企業参入

するという制度がありますけれども、そういった土地利用型農業に参入しようとする企業

に対しては、19 年度から新規事業として企業参入の総合対策を経営局として支援措置を講

じています。 

 その中のメニューの１つとして、企業に対する情報提供ですとか、技術支援ですとかも

やるということになっていますので、そういう意味では、19 年度に創設いたしました企業

参入の総合対策という支援ツールを活用しながら、もし技術が望みであれば、そういう技

術の支援も行っていくというフレームは用意いたしました。 

○米田委員 今、おっしゃったのは、土地利用型ということですね。そのほかの農業形態

についてはいかがなんでしょうか。 

○佐藤課長 そのほかは、今、具体に手持ちがございませんので、調べて御回答したいと

思います。 
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○八田主査 ほかにございませんか。それでは、どうもありがとうございました。今後と

もいろいろ伺うことがあると思います。よろしくお願いいたします。 

（農林水産省経営局経営政策課及び金融調整課、普及・女性課関係者退室） 

 

（農林水産省経営局保険課関係者入室） 

○八田主査 わざわざここにお運びくださいまして、どうもありがとうございました。 

 ただいまから農林水産省のタスクフォース第３次答申のフォローアップのヒアリングを

継続したいと思います。 

 午後からは保険課の皆さんにおいでいただきまして、農業共済制度見直しについてお話

しいただきます。 初に 10 分か 15 分くらいお話しいただいて、あとは質疑に入りたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○村上課長 農林水産省保険課長の村上でございます。よろしくお願いします。 

 お手元に「農業共済制度の見直し」と題した資料をお配りしてあるかと思いますが、こ

れに即して御説明したいと思います。 

 後の２ページ「別紙２」でございます。ここに昨年 12 月 25 日に「規制改革・民間開

放推進会議」の第３次答申の中で、共済について御指摘をいただいた部分を抜粋してござ

います。 

 めくっていただきまして、「具体的施策」の部分でございますが、３点御指摘をいただ

いております。まず「情報開示の促進」ということで、掛金や損害補償金の算出根拠等に

ついて、加入者の理解が得られるよう情報開示を促進すべきであると。この御指摘がまず

第１点でございます。 

 第２点が「栽培管理能力等に応じた掛金の設定」ということで、個々の農業者ごとに被

害実態に応じた掛金率を設定するシステムが活用されるよう促すべきである。 

 また、防災施設の設置状況等、栽培管理技術による掛金の割引について周知徹底を図る

べきである。これが御指摘の第２点でございます。 

 第３点「選択の自由度の向上」ということで引受方式及び補償割合を農家が選択できる

仕組みについて周知徹底を図ること。 

 各共済組合が組合員農家のニーズを踏まえて、できるだけ多くの選択肢を共済規程に盛

り込むように促すべきである。この３点御指摘をいただいております。 

 前に戻っていただきまして、この御指摘を踏まえまして、３月８日付けで当方から全県

に通達を発出しております。その写しをここに用意してございます。 

 この「記」の部分をごらんいただきたいんですが、３点の御指摘を踏まえまして、まず

「１ 情報開示等の促進について」でございますが、総代会を始め各種会議や通知書の送

付とか、広報紙、ホームページ等、いろんな手法を使いまして、組合員農家への情報開示

へ努めようと。当然のことながら、制度の仕組みや加入資格、引受方式等について、説明

周知を十分に行うこと。 
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 それから、引受時には農家が選択できる補償の内容や引受要件等について十分に説明す

ること。 

 それから、御指摘の中にもありましたが、共済掛金や支払共済金について、単にその額

を示すだけではなくて、算出根拠についても情報提供を行うこと。 

 ４番目といたしまして、被害申告を行った組合員が共済金の支払対象とならなかった場

合、これはいわゆる足切割合というのがございまして、損害が一定水準以上に達しないと、

共済金の支払対象にならないという仕組みになっておりますが、その点について、農家に

十分説明して、なぜ支払ってもらえないんだという誤解、不満を受けることのないように

ということでございます。 

 「２ 栽培管理能力等に応じた掛金の設定について」でございます。既に組合員ごとに

その被害の実態に応じて掛金率を設定するシステムがございます。これがここに書いてあ

る危険段階別共済掛金率というものでございますが、これを具体的に導入するかどうかは

各組合の判断で、各組合の共済規程において定めるということになっております。 

 これにつきまして、この導入を前向きに検討しなさい。既に実施している場合にも被害

実態を適正に反映しているかについて検討を行って、必要に応じて見直しを行いなさいと

いうことでございます。 

 （２）でございますが、いろんな掛金の割引システムがございます。例えばここに「水

稲病虫害事故除外方式」とございますが、これは地域でまとまってヘリによる農薬散布な

どによりまして、共同防除を行っている場合、その地域が病虫害被害に遭う確率は非常に

低いということで、こういう地域につきましては、病虫害事故を補填の対象としない。そ

の代わり掛金率を安くするという方式も認められているところでございます。 

 その次の「家畜共済の事故除外方式」も、家畜共済におきましても、飼養管理のレベル

が高い農家につきましては、伝染病以外の通常の疾病による家畜の死亡事故などは補填の

対象としない。その代わりに掛金を安くするという方式を選択することも認められている

ところでございます。 

 こういうふうにいろいろ掛金を安くする方式はございますが、これらにつきましても、

導入するかどうかは組合員の意向を踏まえて、各共済組合が共済規程で定めるということ

になっております。 

 したがいまして、これらの方式について組合員等に周知徹底を図るとともに、組合員農

家のニーズを踏まえて、これらの措置の導入について検討しなさいということでございま

す。 

 「３ 選択の自由度の向上について」でございます。単位当たり共済金額とか引受方式、

それから補償水準等につきましては、各共済組合が共済規程の中に定めたものの中から、

組合員等が選択できることになっております。ただ、従来は少なくとも複数のメニューは

用意しなさいという指導はしておりましたが、それにとどまっておりましたので、答申の

御指摘を踏まえまして、改めて組合員農家のニーズを調べて、できるだけ多くの選択肢を
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共済規程に盛り込むように検討しなさいということでございます。こういう３点の御指摘

を踏まえた通達を発出したところでございます。 

 通達発出後、さまざまなレベルの団体の会合等の場で、私自身が出席したものも 10 回近

くございますが、その場でこの通達の内容について説明しまして、前向きに取り組むよう

にと団体の方に伝えたところでございます。 

 以上でございます。 

○八田主査 どうもありがとうございました。それでは、委員の皆様御質問ございません

でしょうか。 

○本間専門委員 具体的な団体の方でのメニューの多様化だとか、具体的に上がってきて

いますか。 

○村上課長 この通達の中にも後日、本通知を踏まえた運用改善の内容、共済規程の変更

状況について調査を行う予定であると記載してございますが、まだ調査はかけておりませ

ん。今年度末目途くらいに通達発出後１年の節目ということで、フォローアップ調査をか

けることを考えております。 

○大泉専門委員 課長のところに個別に入ってきているような情報というのはございませ

んか。 

○村上課長 今のところは特に個別には聞いておりません。 

○大泉専門委員 共済規程の中に多くの選択肢があるんだよということを書き込むわけで

すね。 

○村上課長 はい。そうです。 

○本間専門委員 それを書き込むのはいいんですけれども、それを周知徹底するのは、お

っしゃったような会議だとかそういう場でなされたということになりますか。 

○村上課長 まず共済規程を改正するんですが、それは総会または総代会にかけますので、

その場で組合員に周知されます。それとともに、共済規程が改正された後は、この通達に

ありますが、情報開示の促進の一環といたしまして、組合のホームページに載せるとか、

いろんな広報紙に載せるとか、さまざまな媒体と機会をとらえて組合員に周知してもらう

ということにしております。 

○本間専門委員 そのプロセスは２ページの一番 後のところなんですが、「改めて農家

の保険需要を踏まえた上、できるだけ多くの選択肢」、我々の提言には直接は織り込まな

かったんですけれども、昨年の議論の経過から言うと、いわゆる入らないという選択肢等

の保険需要というものはちゃんと踏まえているのかどうかという辺り。 

 つまり、農家の需要というのは、どういう保険が欲しいという需要の把握だと思うんで

すけれども、その中には例えば保険は必要ではないと。米などの場合には全員加入という

システムを取っているわけですね。そういうところで言わば入らない自由というものも必

要なんではないかという声は上がってきてないんでしょうか。 

 農林水産省は把握していないんでしょうかという意味なんです。 
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○村上課長 米、麦について、現在一定面積以上の方は当然加入ということで、これは当

然入っていただくという仕組みに法律上なっております。それに反対する意見がないのか

という御趣旨かと思いますが、前のヒアリングのときにもお話ししたかと思いますけれど

も、平成 15 年に法律改正をやったときに農家アンケートを取っておりまして、たしか１万

8,000 農家くらい調べたんですが、そのときに当然、加入については、７割程度の農家は

維持してほしい。ただ、残り３割は廃止または見直しが必要であるという意見がありまし

た。ただ、大勢としては、維持すべきであるという声が多かったということでございます。 

○八田主査 廃止、見直しというのは、選択制にすることに反対なのか。それとも、そも

そも保険制度を廃止してほしいということですか。 

○村上課長 当然加入制についてでございます。いわゆる強制加入でございますから、そ

うではなくて、自分で選べるようにしてほしい。あるいは何らかの形でもっと緩和してほ

しいという声が３割程度はあったということでございます。 

○八田主査 普通だったら選択制にすることによって失われることは何もないように思う

んですが、むしろ強制されないで、どっちみち入る人でも選択制なら入れるわけですけれ

ども、選択制にしたらどういうデメリットがあるというふうに、答えた人は考えたんでし

ようか。 

○村上課長 選択制にした場合、１つ危惧されるのは、逆選択が働くということでござい

まして、それが農業共済の場合、一般の保険とあまり同列には考えられないという点でご

ざいます。要は、被害率の高いところだけ結果的に入るということになると、自分で望ん

で入った人たちにとっても、掛金率がどんどん上がっていくという心配もございますので、

そういう意味で入らない人は入らないでいいというわけではなくて、デメリットもあると

いうことでございます。 

○八田主査 そうすると、強制加入の方がいいと答えた人たちは、逆選択の可能性につい

て認識して答えたということですね。 

○村上課長 そういうことでございます。 

○八田主査 わかりました。 

○大泉専門委員 これは私どもの具体的な施策の中には入っていないんで、これを言うの

は恐縮なんですけれども、昨年の議論で当然加入の問題は少し議論したかと思うんですが、

その際に当然加入にする論理として、幾つかあったうちの１つは、加入していない方が被

害に遭って、その人たちが被害を受けた暁にはさまざまなルートでもって要望してくる。

その中には政治家もいるということがありましたね。そういう人たちは助ける必要がある

のかどうかというのは私は相変わらず疑問なんです。そういう人は自分の自由意思で入ら

ないと決断したんたから、それはそれでいいじゃないか。だから、当然加入にすべきだと

いうロジックは変だなとは思ってはいるんです。その話が１つ。 

 もう一つ、去年私どもは共済組合と農家との関係を議論していましたけれども、今年辺

りは共済組合の在り方そのものも議論しなければいけなくなるのかなと。つまり、運営の
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透明性だとかコンプライアンスだとかいうことも、背景の事情は察しておられるだろうと

思いますけれども。それに対しては、次のステージになる、そんな感じがしています。も

しも何かあれば。 

○村上課長 第１点目の方、いざ災害に遭って騒ぐ人たちを救う必要はあるんだろうかと

いう点は、先生の御指摘もごもっともだと思うんですが、いざ、大きな災害が起こります

と、やはり政治問題、社会問題になりますので、何か対策を講じざるを得ないということ

になるかと思います。 

 聞いているところでは、アメリカなどでも、あそこは基本は任意加入なんですけれども、

しかし、災害が起こるたびに特別対策を講じなければならないのはおかしいということで、

建前は任意加入ですが、いろいろ金融措置を講じる場合の条件に農業保険への加入を義務

づけるとか、いろんな形で実際上義務加入に近いような形で誘導している。それはまさに

災害が起こるたびに対策を講じろということになって不合理だからだという話は聞いてお

ります。 

○大泉専門委員 それは災害に対する補償をどこで見るのかという根本の議論が必要です

ね。これは、また今年議論させていただければと思います。 

○米田委員 こちらで出した答申の方は選択制ですね。「環境や要素を踏まえて個々の農

業者ごとに被害実態に応じた掛金率を設定するシステムについて、各共済組合が活用する

よう促すべきである」と書いてあるんですが、促すというのは、この文書１枚を送ること

というよりは、もう少し実際にどういった選択制のある掛金率があるのかということを例

示しながら、こういうようなものを導入したらどうですかとか示されることだと思います。

あと各地で、10 か所くらいで御説明されたということですが。 

○村上課長 実はこの中に危険段階別共済掛金率の導入とさらっと書いてありますけれど

も、既に制度的に個々の農家の被害実態に応じた仕組みが既に昭和６０年だったかと思い

ますけれども導入されておりまして、その時点で具体的な仕組みはこういうふうにするん

だよということをいろいろ指導しております。 

 ですから、今回はそれをリマインドして、それをもっと前向きに導入しなさいというこ

とでございますので、その具体的な仕組み等については、既に十分周知してあるというこ

とでございます。 

○草刈議長 米田委員がおっしゃっているのは、このような通達をお出しになるというの

は結構だと思いますが、それが有効に作用しているかどうかという検証をどこまでやって

おられるのかということです。 

 農業とは関係ないですが、現実に教育問題などで、教育委員会にこういう通達を出すと

いうことで、会議と文科省が一致して出しました。ところがそれを無視している教育委員

会というのがあります。そういう現象が起こっているのでは何にもならないと言って、こ

ちらも騒いでおりますが、そういうことのフォローアップが現実にどこまで、つまりこれ

は有効でなければ意味がないわけです。その辺の検証をどうされていて、どういう効果が
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現実に起こっているかというところまでフォローアップしていただかないと、どうなって

いるのですかという質問だと思います。 

○村上課長 先ほど 10 回程度くらいの会議と申し上げましたが、もうちょっと詳しく申し

上げますと、大体平均して月１回くらいの割合で、共済団体の全国の連合会、各県に連合

会がありますが、それを全県集めて会議を行っているんです。それは組合長が集まる場合

もあれば、事務方のトップである参事が集まる場合もあります。いろいろレベルがありま

すが、大体平均して月１回くらいで全国から集めています。 

 そのときに、答申の御指摘の内容と通達の内容を改めて説明して、それもただ定番に説

明するのではなくて、ポイントはこういう点ですよ。そのポイントの一つは危険段階別共

済掛金率の導入ですよ。これはちゃんと組合員の声を聞いて、ちゃんとやりなさいよと。

後でフォローアップ調査をかけますよということは、再三言っております。 

 ですから、10 回くらいと申し上げましたのは、全県集めた会議を 10 回弱くらいやって、

そのときに何度も説明してあるということで、いずれフォローアップやるということもち

ゃんと言ってありますので、多分今年度末目途くらいで調査をかけたいと考えております。

○草刈議長 やはりフォローアップしていただいて、どれだけの意味があったのかという

ことを検証しなければ、やっていることは無意味になってしまうので、その結果を年内に

も例示をしていただければ、その意味があるのだろうと思いますので是非お願いしたいと

思います。 

 話は別なのですが、選択制の話について素人質問で恐縮ですが、例えば私が農業者だっ

たとして、共済制度に加入しないとしますと、これは別に罰せられるわけではないのです

よね?ただし、保険がきかないということですね。先ほどの全国災害になることは別にして

ですが、普通の共済組合に入っていればきくものは勿論ききませんということですね。 

○村上課長 その点は、米、麦については、一定面積以上耕作している場合は、当然加入

ということで、自動的に共済組合の組合員になって、自動的に共済契約が成立します。掛

金を納付してくれないと、強制徴収がかかります。滞納処分をかけることになります。 

○草刈議長 そのとき拒否したらどうなるのでしょうか、払わないと言ったらどうなるの

でしょうか。 

○村上課長 拒否されたら、強制徴収をかけるということです。 

○草刈議長 強制徴収もいやだと言ったらどうなるのでしょうか。 

○村上課長 いやだと言われましても、口座を差押さえて、強制的に取り立てます。 

○米田委員 それは例えば農協にある口座から引き落とされるということですか。 

○村上課長 そういう場合が普通です。要は、税金を滞納した場合と同様に扱われます。

税金を滞納した場合は滞納処分がかかりますね。 

○草刈議長 近話題になっている保険とか、ＮＨＫの徴収の問題とかいろいろあります

ね。そういう意味では強制徴収する仕掛けはもうできているのですか。 

○村上課長 できています。 
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○草刈議長 それでは、ちょっと質問を変えますけれども、そうだとすると非常に不可思

議で、独禁法がそこまで強い強制力を持つべきものかどうかというのは疑問ですが法的な

問題ですから、これは独禁法で成り立っているのですよね。独禁法のエグゼンプションで

すね。本来であれば保険というのは自分で勝手にかけるもので自由ですが、入らなければ

いけないというのは独禁法のエグゼンプションだから、強制的に徴収することができると

いうことでしょう。 

○村上課長 独禁法との関係ですか。 

○草刈議長 明らかに独禁法ですよ。 

○村上課長 これは農災法上そういう仕組みが認められておりますので、それは独禁法と

は別の世界ということで、対等の法律でございますから、今はそういうふうに仕分けされ

ていると思います。 

○草刈議長 その問題もあると思いますが、それは置いておいて、仮にどこかの私的保険

があったとします。このごろ御存じのとおり、いろんな保険の商品ができている。その農

家にとって非常に魅力的な保険をだれかがつくって、それで強制徴収される分はともかく

として、更にそれに加えてそういう保険に入ったとします。それは構わないですか。 

○村上課長 それは構いません。 

○草刈議長 そういう保険屋を連れてくると、競争が起こるということになって、そうす

ると、独禁法の適用除外というところが非常に私は問題になると思うんです。現実はそう

いう保険はないわけですか。 

○村上課長 今も、別に民間の方で農業保険をされることが制度的に禁止されているわけ

ではありませんし、例えば天候デリバティブ保険みたいなことを民間の方でやられたこと

はあると聞いています。ただ、やはりうまくいかなくて撤退したというケースが多いよう

です。 

何で、そもそも農業共済を国がやっているかといいますと、非常に被害率が高いという

ことがありまして、一般の火災保険とか損害保険の大体 100 倍くらいの被害率になります

し、それに普通の火災保険などと違うところは、収穫保険ですから、毎年毎年、田や畑を

一筆ごとに調査して、この田んぼは過去何年間でこのくらい収穫量がありました。では、

今年はこのくらいの収穫量が見込まれますねというのを毎年算定して、被害に遭ったら、

毎回圃場を調査して、減収量はこれだけですから、共済金をこれだけ払いますねというの

を全部調べないといけないんです。 

ものすごく手間暇がかかる。その割に被害率は高いし、全然もうからないということで、

もともと民間では無理だから国がやっているということでございまして、勿論、民間がさ

れることは禁止はされておりませんが、実際にやられている例はまずない。やってみても

大体失敗するケースが多いと聞いております。 

○昆専門委員 ちょっと話が違ってくるんですけれども、今日は意見交換の場ですから、

それでお聞きしたいんですが、この災害補償共済制度の法律の根拠と言いましょうか、法



 

 45

や制度の根拠は、さかのぼれば食管法があったり、食糧難の時代に、国民の食糧を供給す

る、あるいはそれを生産する生産者の再生産を確実なものにするというところが制度の基

本だと思うんです。 

 実は米改革大綱のようにどんどんマーケットに任せていく方向に向かっていますね。そ

ういう中で、個々の農業政策は、国民の食糧を確保するというのは当然かもしれませんけ

れども、実はその担い手たちが自己責任において自らの経営をリスクヘッジしていくとい

うことが、すべからくこの災害補償ということだけである時代なのか、そういう時代は終

わってきて、もう飢えている場面ではないわけですから、むしろ個々の経営者たちが、別

に天災の補償ということだけではなくて、さまざまな形で経営のリスクヘッジをしていく

と思うんです。また、そういう方向に進むべく農業政策は変わってきているんだと思うん

です。 

そういう、農業それ自身の変化があるとしたら、災害補償制度の法的根拠と言うか、制

度の根拠というものも、ある時代になってくると、やはり変化していくのが筋じゃないの

かなと思うんですが、その辺はどうお考えですか。あと 22 年くらいになったらどうなるだ

ろうかとか、それより先になったらどうなるか。共済職員の方を不安にさせるようなこと

を言ってはいけませんけれども。 

○吉武課長補佐 事実、災害補償制度は５年ごとくらいにおおむね見直しをしてきていま

して、直近では平成 15 年に見直して、できるだけ農家の選択肢を広げようという方向で農

家さん、団体さん等の意見も聞きながら、農業事情の変化に合うような形で見直しはして

きています。事業法ですから、今後ともそういう見直しをやっていく必要はあると考えて

おります。 

○村上課長 先生御指摘の点で、経営の自由度を基本的に広げていく方向じゃないかと。

その中で農災制度の在り方をどう考えるのかという御指摘だと思います。今、吉武の方か

ら申し上げましたように、農災制度も基本的な枠は変えていませんけれども、その中で選

択肢を増やすような形で、ある程度自由度を高める方向には変えてきております。 

 おっしゃりたいのは、そもそも当然加入の在り方をどう考えるんだということだろうと

思うんですが、その点につきましては、社会の大きな流れとしまして、自由度を高める一

方で、安全・安心の部分はきっちりやれという流れが一方でございますね。 

 そういう意味では、これは災害対策ですから、そういう意味では 低限のセーフティー

ネットという位置づけでございますから、考えようによっては、それには上乗せする部分

は自由度を高めるべきかもしれませんけれども、 低限のセーフティーネットとしては、

きっちり確保する必要があるんじゃないかと、基本的にはそう考えております。 

○八田主査 一番 初に逆選択ということをおっしゃったんですけれども、逆選択は、保

険会社が加入者の危険度を知り得ないときに起きます。健康保険は大体どこの国でも社会

保険です。保険会社は、加入者がどれだけ病気になりやすいかを知る立場にあるため、任

意加入にすると保険会社は加入者の危険度に関係なく一律の保険料をかけます。したがっ
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て、もし任意加入にすると、病気になりがちな人は入るけれども、そうではない人は出て

いく。したがって、ものすごく高い保険料になるから、普通の危険度のある人も入れなく

なってしまう。そうすると、本当に危険な人だけが残ってしまう。これが逆選択です。こ

の逆選択の問題は、強制加入にすると解決できます。要するに、この人は病気がちかどう

かということは保険会社にとってわからないから、保険料を一律にする。そのために、逆

選択が起きる。民間経営の健康保険には、逆選択が起きるわけです。それを防ぐために、

健康保険は強制加入にして社会保険にするわけです。 

 しかし、例えば火災保険に強制加入させるということはないわけですね。火災になった

ら大変なことなんですけれども、これは強制加入させない。火災保険の場合には、モルタ

ルか木造か鉄筋か、外から見てわかるから、逆選択は起きない。したがって、強制加入は

必要ないということです。 

 農業の場合には、災害の結果、被害を被るかどうかというのは、ある程度外から観察が

できるわけで、それに応じて保険料を変えておけば、別に逆選択が起きるという性質の話

ではないと思うんです。 

 要するに、もともとの危険度に応じて保険料にきちんとした差を付ければ大丈夫。農業

に関しては、それを民間の保険にやらせると、ちゃんと危険度に応じた保険料をかけるこ

とになる。これは官でやったら適切にはできない。 

 加入を強制すべきだという理屈として、今伺ったのは２つあります。第１は、どっちみ

ち官がやらなければいけないからだめだというものです。第２は、逆選択です。しかし、

この逆選択の理屈というのはうまくいかないんじゃないですか。 

 逆選択でいくとおっしゃるなら、適切な調査によって立証する必要があると思います。

普通だとこれは農業の災害保険は、逆選択が起きにくい分野だと思います。 

○村上課長 まず保険料率については、現在も別に一律ではなくて、それは各地域ごとに

過去の被害率を基に算出していますので、地域ごとに差は付いていますし、かつ先ほどの

危険段階別共済掛金率の導入も進めていますので、同じ地域でも各農家ごとに過去の被害

データに応じて差を付ける仕組みにはなっております。それは客観的なデータに基づいて

算出しております。 

○八田主査 そうならば、逆選択は起きないでしょう。保険会社にとって加入者の危険度

がわからないときに逆選択というのは起きます。本当は非常に危険度が高い人が隠して、

残ってしまうから、危険度の低い人が出ていくという場合です。政府ですら危険度の違い

を観察でき、それに応じた保険料をかけられるのなら逆選択が起きる理由がありません。 

 これはフォローアップですから、今後もこの問題はかなり大きな議論だと思いますけれ

ども、当事者に聞かれたときにそういうことを認識されたのかと伺って、そうだとおっし

ゃったから、ちょっと私は不思議な気がしたんです。 

 だんだん時間がなくなって、次の方が控えていらっしゃるので、もう一問だけ、あえて

ということがありましたらどうぞ。 
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○米田委員 実にささいなことで恐縮なんですけれども、強制徴収されると言いましたね。

そのときに、多くの方はＪＡに口座を持っておられるので、そこから天引きみたいに引か

れるんだろうと思うんですが、たとえその口座がＪＡのメンバーではなくて、ほかの信用

金庫とかにある口座しかない場合も、そこから強制徴収されていますか。 

○村上課長 ＪＡだろうがどこだろうが、その人の口座を調べて差押さえるということに

なりますし、口座がなければ昔ながらの家財差押さえという形になります。そこは滞納処

分のルールにしたがってやっていくということでございます。それは一般ルールに従って

やります。 

○米田委員 ＪＡの場合は自動的に天引きをするという、いろいろ費用がかかっているの

を、例えば苗代とか何とか代とかいうのでどんどん引いていきますね。その中に共済が入

っているわけですか。強制徴収のやり方を聞いているんです。 

○八田主査 いざとなったら牢屋にぶち込むということです。要するに、税金と全く同じ

です。 

○米田委員 では、農協であろうが、信用金庫であろうが、手続的にも同じことをされる

ということですか。 

○村上課長 それは税金を滞納した場合の滞納処分と同じですから、一般のルールにのっ

とってやっていくということです。 

○八田主査 今日はお忙しいところをどうもありがとうございました。先ほど議長が申し

ましたように、実際の浸透の度合などについてもフォローアップでまた伺いたいと思いま

す。 

 またよろしくお願いします。 

（農林水産省経営局保険課関係者退室） 

 

（農林水産省生産局種苗課及び消費・安全局農産安全管理課関係者入室） 

○八田主査 それでは、農林水産業タスクフォースの第３次答申のフォローアップのヒア

リングを続けさせていただきたいと思います。本日は、お忙しいところをどうもありがと

うございました。 

 次は、農産安全管理課、種苗課の皆さんにお話をいただきます。全部で 20 分を見込んで

おりますので、 初の 10 分ほどお話をいただいて、あと質疑の時間に充てたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○鈴木室長 それでは、フォローアップということで、私は農薬対策室長の鈴木でござい

ます。私の方から農薬につきます答申に対するフォローアップ状況ということでお話し申

し上げたいと思っております。 

 農薬の関係は３点御指摘をいただいていたかということでございます。 

 まず１点目といたしまして、農薬の登録に要する期間の短縮に取り組むべきという御指

摘をいただいていたかと思いますが、これにつきましては、本日既に資料としてお配りし
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ているかと思いますけれども、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの中期目標の

中で、基準の農薬登録に要する期間の短縮を目標ということで掲げさせていただいており

まして、従来の中期目標に比べて更に５％程度短縮するという形での中期目標を設定させ

ていただいております。 

 これによりまして、基準設定の必要な農薬では１年５か月から１年４か月という形にさ

せていただいていますし、それ以外の農薬については 11 か月から 10.5 か月という形で、

さらなる中期目標の中でも農薬登録の期間の短縮に向けて取り組んでいるところでござい

ます。 

 ２点目の御指摘でございますが、薬効薬害試験等の農薬の登録申請に用いられる各種試

験成績の中で公的機関において試験したものの提出という形になっているけれども、期間

の短縮という観点から民間機関にも民間開放を推進すべきではないかという御指摘をいた

だいていたところでございます。 

 これは資料は特に付けてございませんが、19 年度中に措置をしなさいという話になって

おりますので、私どもといたしましては、今、そういう公的機関でのみの作成を認めてい

た試験、薬効薬害試験でございますとか、あるいは作物残留試験でございますけれども、

こういう試験について、どういう形で民間機関に開放を進めることができるかということ

で、現在その方向で検討を進めさせていただいております。何とか 19 年度中にその必要な

通知の改正ということをやってまいりたいと考えてございますけれども、今の段階では検

討中ということで御理解いただければということでございます。 

 ３点目の御指摘でございます。農薬適用拡大、適用病害虫の適用拡大の推進ということ

についての御指摘でございます。私どもも当然、地域農業を振興する観点から、特にマイ

ナー作物等を中心といたしまして、適用病害虫を拡大させていくということは重大な問題

だと考えておりまして、これまでも積極的な取組みにさせていただいてきておるところで

ございます。 

 例えば通例ですと、薬効薬害試験、複数年、複数都道府県において６例というのが原則

でございますけれども、マイナー作物などでしたら２例の試験でもいいようにするとか、

更には、類似の作物の中であれば、そのグループの中で代表的な作物で試験を実施すると

いう形で、そのグループ全体として農薬登録ができるような仕組みというのは、これまで

にも講じさせていただいてきたところでございます。 

 更に昨年 12 月の第３次答申を踏まえまして、さらなるグループ化ということで、お手元

の資料の２ページ目に資料を付けさせていただいておりますが、平成 19 年４月２日付けと

いうことで課長通知でございますけれども、改正もさせていただきまして、これまでのグ

ループ化を更に推進ということで、具体的には３～４ページを見ていただきますとおわか

りになるかもしれません。改正部分だけが描いてございますが「いね科細粒雑穀類」「し

そ科葉菜類」、あるいは「せり科葉菜類」という形でのグループ化というものも推進いた

しまして、そのグループの代表的なもので試験を実施すれば、そのグループ全体で農薬登
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録ができるという形での適用拡大に向けた取組みというものは、既に 19 年４月２日付けの

この通知の改正によりまして、対応させていただいているところでございます。 

 以上、とりあえず農薬の関係３点に対するフォローアップということで御説明させてい

ただきました。 

 以上でございます。 

○佐藤課長補佐 農産安全管理課の佐藤と申します。肥料を担当しておりますので、肥料

についてお答えいたします。 

 肥料については１点指摘がございまして、普通肥料のうち可能なものについては更新期

間を３年間から６年間に延長するという答申をいただいております。これについては既に

普通肥料のうちで６年間に更新期間を延長できるものの整理を終わっております。この後

はパブリックコメント、国内の一般の国民の方の関係者の意見を聞くという手続、その後

ＷＴＯ関係のＴＢＴ通報ということで、各国に意見を聞くような作業を経まして、必要な

告示を改正するというような段取りになっております。 

 簡単ですが、以上です。 

○浅沼審査室長 私は、種苗課審査室長の浅沼でございます。種苗管理センターの関係を

御説明いたします。 

 １点目は、再試験の際の理由の説明につきましてですが、資料の７ページになります。

再試験の際の理由につきましては、本年度から再試験が必要となった場合には、すべて出

願者にその理由、審査官の名前を通知しまして、具体的な理由を更に聞きたい場合には問

い合わせ等ができるような体制にしております。 

 今年４月以降、こういった措置を講じております。通達の改正については、遅れており

ますが、実質４月から実施しておりまして、今のところ 28 件すべてこういった通知をして

おります。 

 ２つ目としまして、さらなる品種登録業務の民間開放ということでございますが、昨年

に引き続きまして、種苗管理センターが栽培試験の一部を公募により民間に委託実施して

おります。19 年度につきましては、ここに挙げている千葉県、鯉渕学園の方へ委託してお

ります。 

 また、植物の種類ごとの審査基準、新しい種類の植物の出願があった場合には審査基準

をつくるわけですが、これらに必要な基礎的知見の収集整理につきまして、公募により民

間等に委託をして実施しております。19 年度委託先は、きのこ協会ですとか広島市の動植

物・公園協会、社団法人の農林水産技術情報協会に委託しております。 

 ３点目でございます。ばれいしょ原原種生産の生産意欲のある民間企業への移行という

ことでございます。昨年これは御指摘を受けまして、原原種の生産権ですとか、民間、ホ

クレン等の農業団体、参入を希望している民間企業等を集めまして、いろいろと意見を聞

いております。その後、具体的に希望のあった１社から計画等を作成していただき、地元

北海道とかそういったところとの調整を進めてまいりました。具体的にその１社が参入す
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る予定で話は進んでおります。 

 以上でございます。 

○八田主査 どうもありがとうございました。 

○昆専門委員 今日は意見交換ということもありまして、去年のものが官業民間開放とい

うところで話をしていたものですから、実はここの会議としては、ここの農業生産がより

意欲的に先進的に進むということが前提のテーマになっているわけでして、若干意見交換

という意味合いでお話をさせていただきます。 

 農薬のことに関して、官業民営化というところでやってきましたから、民間に開放しろ

という部分が主体になってしまったわけですけれども、実は去年話題になっていた中で、

薬害試験あるいは薬効テストが義務づけられていることに関して、実はそういう薬害が発

生した場合、現実的に企業がその対応をしているわけですね。 

 現場的には、薬効が１年とか２年でなくなってしまっているケースというのはあるわけ

ですよ。それなのに薬効テストがあるというのは、果たしてどうなんだろう。むしろその

結果については、薬害効果テストを農薬企業は当然やっていらっしゃるわけですから、そ

のことを農薬登録の前提にする時代というのがそろそろ変わってきているのではないだろ

うかということを考える必要があります。 

 勿論、国民の安全ということの意味合いで、厳しい管理をする必要はあるわけですけれ

ども、一方でポジティブリスト制みたいなことが出てきているとしたら、従来の農薬登録

制度、特に薬効薬害のところに関して、今は適用拡大のところでも従来だったら考えられ

なかったような拡大が出きているわけですけれども、もう一歩踏み込んだ農薬登録制度に

おいての薬効薬害ということがこの先、御検討をいただくことも必要なのではないかと思

っている次第ですが、どうなんでしょうか。 

○鈴木室長 今の昆専門委員からの御指摘についてでございますけれども、確かに薬効薬

害試験はもう企業は当然やるよねという側面は勿論あると思うんですけれども、私どもが

国として、薬効薬害試験のデータをなぜ取っているか。 

 それは、我々として農薬の場合には、例えばキュウリとかに農薬を散布する場合、適用

病害虫は何で、使用時期は収穫１週間前だとか、使用濃度が幾らでとか、それはどうして

も定めた上で、それを前提にして更に一番残留しやすいであろう試験条件の中で作物残留

試験をやっていただいて、その結果から厚生労働省の方で残留基準値を打っていただくと

いう話があります。 

 したがいまして、何でもかんでも作物残留試験を適当にやって、それで例えば 0.1ppm

という濃度が残留試験の結果で出たから 0.5ppm と打つということでは、決してまずないと

いうことを御理解いただければと思います。 

○昆専門委員 私が言っているのは、薬効薬害テストということです。 

○鈴木室長 では、その使用基準を定める上で、どういうことになるのかといった場合の

前提といたしまして、私どもとしては薬効薬害試験のデータというのもあって、当然取っ
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ておいていただいて、例えば適用病害虫。メーカーはこの虫に効くといっているけれども、

我々としてはそれだけではなくて、あとは農家の使用場面なども考慮しながら、アブラム

シと言っているけれども、ほかの虫への薬効もあって、農家が一緒にまいたりするのでは

ないかということも考えられますので、そういう面で適用病害虫の範囲も含めまして、必

要な使用基準を明確に定めて、更にそのワースト的なところでの作物残留試験というのを

やって、その結果を残留基準値として打ってもらうという流れの中で、薬効薬害試験とい

うのはまずその前提として、我々としては取っていく。 

 それができませんと、結局何が起こるかといいましても、現場で例えば農家の段階で、

我々が想定している使用範囲を超えたような使い方がもしなされたりすると、残留基準値

をオーバーしてしまうこともあり得るかもしれませんし、そういう面では国民の健康影響

を守る観点からも、我々としてはその使用基準を適切に打つんだという観点で、その薬効

薬害というのは前提という形で取っていく必要性があるのではないかと考えております。 

○八田主査 どうもありがとうございます。ほかに御質問はございませんか。 

○米田委員 後の種苗課の方に質問なんですが、民間開放されたという実績が上がって

おりますが、恐れ入りますが、ここに書いてある法人は例えば民間の株式会社なのでしょ

うか。 

○浅沼審査室長 民間です。 

○米田委員 千葉県農業総合研究センターというのは、株式会社ですか。 

○浅沼審査室長 （２）の方は、千葉県は県の試験場です。長野県も長野県の試験場です。 

○米田委員 長野県の試験場を公募により民間に委託実施した民間と呼ぶのですか。 

○浅沼審査室長 鯉渕学園は民間の学校になります。 

○米田委員 今、私はそれを聞いたんですけれども、民間と書いてあるんですが、どうも

県の試験場のような感じがします。 

○浅沼審査室長 民間といいますか、要は我々は県にしろ、社団なり財団法人にしろ、本

当の一般企業にしろ、それは関係なく、そういう能力のあるところを含めて幅広く募集し

た結果、応募されてきて委託することになったということであります。 

○米田委員 一応お伺いしますと、千葉県は千葉県の外郭団体のような感じなんですか。 

○浅沼審査室長 外郭団体ではなく、県の機関です。 

○米田委員 県の機関そのものですね。それから、この鯉渕学園は民間なんですか。 

○安久課長補佐 財団法人農民教育協会の中の鯉渕学園という、そこが運営している鯉渕

学園という農業の３年間の大学校がございまして、そこに委託をしているということです。 

○米田委員 その上の団体は何なんですか。 

○安久課長補佐 農民教育協会です。 

○米田委員 農民教育協会というのは、どういう団体なんですか。 

○安久課長補佐 財団法人です。 

○米田委員 では、長野県野菜花き試験場というのはどうですか。 
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○浅沼審査室長 県の機関です。 

○米田委員 その下の全国食用きのこ種菌協会はどうですか。 

○浅沼審査室長 これは社団とか財団のような法人格を取っていない任意の団体です。 

○草刈議長 要するに民間ではないということですね。 

○米田委員 今、何を言いたかったかというと、民間にと書いてあるのが必ずしも適切で

はないのではないかということです。県の組織ですよね。 

○草刈議長 公的な組織になっています。これを民間開放と呼ぶのか。あるいはどういう

過程でこういうところをお選びになったのかというのはわからないけれども、官業の民間

開放という立場から言うとおかしいのではないか。これは民間ではないのではないかとい

うことを言っております。 

○浅沼審査室長 これはすべて開放はしております。ただ、純粋な民間の方からの応募が

なかったということで、県の試験所が応募してきたということであります。 

○八田主査 県の方には、いろいろと補助金とか公的なお金が入っているわけでしょう。

県も応募できると、民間にとっては不利になりますね。 

○浅沼審査室長 人件費とかですね。 

○八田主査 純粋に採算になってやらなければいけない民間会社が県と競争したら、非常

に不利ですね。 

○昆専門委員 去年いろいろと御質問をしている中で、原原種生産について海外の事例が

ございましたが、基本的にほとんど官業がやっているというお話を伺った記憶があるんで

す。 

 現実に民間の種屋さんといいましょうか、原原種に尽きるところも含めて、随分オラン

ダだとかああいうところに行くと、そういうのが活発にやっておられるような気がするん

ですけれども、特にばれいしょについてこだわっていますのは、土地利用が他の作物で日

本でこれから伸びるであろうというのは、ばれいしょは非常に期待できると思っています。 

 そのときに別に官がやったって構わないんです。マーケットニーズに応えられることを

どんどん活性化させるためには。逆に言うと、どんどんやってくださいというぐらいのこ

とを業者の方からアナウンスしていくというぐらいの方が必要なのではないのかなと。米

田先生が御指摘のような、２と３はテーマは違いますけれども、こういうことについても

もっともっと民間が喚起するといいますか、逆のブレーキがあって、こういうところに行

ってしまうのか、あるいは何か利益誘導があるのか。 

 もっともっとビジネスチャンスを民間に提供することがあると、農業活性化は進み得る

のではないかなという気がしまして、そんな意味合いでも今後の展開として、議論の進め

方も含めまして、考えていければいいのかなと思っております。今日は意見交換ですから

ね。 

○草刈議長 この場ではっきりさせておきたいのですけれども、主査が言われたように、

いわゆる行政関連のところに委託をするというのは、本当の意味での民間委託とは異質な
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ものであるという認識をせざるを得ません。よって独立行政法人に委託するというのも、

そういう意味では同じですね。 

 ですから、一部を公募により民間に委託実施と書いておりますが、それは表現としては

おかしいのではないでしょうか。民間ではないでしょう。だから、ほかに応募したところ

がないとか、そうではなくて、やはり民間がそういうことをやっているのであれば、独法

なり何とか法人に委託するのと変わりはないという認識になります。その辺はどうでしょ

うか。 

○浅沼審査室長 我々は特に県を排除するような公募の仕方をしていないというのは、多

分そういうことになるのかもしれません。もし必要であれば、県はだめとか公益法人はだ

めとか、そういう条件を付けることはいいんですが、実際に農業の関係というのは、今ま

で全く純粋の民間が仕事をしてきたという実績が余りないということで、実際に手を挙げ

てくるところが出てこないというだけになってしまうので、我々はそういう公益センター

がやっているような仕事を外に出すと、それを見て、ほかにも外部にそうやってセンター

の仕事を出すようなことがうまくできるようになれば、これは民間の方が今後の長い目で

見れば、参入してくることができるのではないかと思っております。 

 今回、純粋な民間はないからといって、全く外にも出さずにセンターが丸々自分らでや

りますというような形よりは、ある程度外に出すということで、それを受けた先が県だっ

たかもしれませんけれども、長い目で見れば、だんだん民間とかいろんな大学なり、そう

いう公園とか博物館のようなところとか、いろいろと能力のあるところにも声をかけてい

ますけれども、まだなかなか手を挙げてきていませんので、もう少し長い目で見ていただ

ければ、そういったところからの応募も増えてくるのではないかと思っております。 

○八田主査 公募に際しては、どれだけのお金が払うというのは、前もって指定している

わけですか。 

○浅沼審査室長 一応予算がありますので、余り高額なあれはできませんが、一応これぐ

らいという目安は示しております。 

○八田主査 その結果、ここだけが応募したという可能性もあるわけですね。繰り返しに

なりますけれども、税金が出ているということだと、県のオファーの方が仮に安く見えて

も、国全体にとってはもっとお金がかかっている可能性があります。 

○八田主査 ほかにございますか。 

 では、どうもお忙しいところをありがとうございました。今後とも、引き続きフォロー

アップに御協力をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

（農林水産省生産局種苗課及び消費・安全局農産安全管理課関係者退室） 

 

（以上） 


