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資料６－１

「農政改革の検討方向」 農林水産省の検討状況

（平成２１年４月１７日 農政改革関係閣僚会合決定） （第１２回提出資料。第１３回提出資料により更新）

Ⅰ 基本的考え方

１ 農政改革の必要性とその目的

（１）我が国農業・農村の現状に関する認識

① 我が国農業は、農業所得（農業純生産）の半減、高齢化、

農地面積の減少という厳しい状況下で、新たな担い手の参入

が進まず、現在、産業としての持続可能性喪失の危機に直面

していることを認識すべきである。

② 世界の食料需給については、中国、インドなどの新興国の

人口増加と食生活の改善等により、今後もひっ迫基調で推移

すると予測され、もはや「経済力さえあれば自由に食料が輸

入できる」時代ではなくなってきていることを認識すべきで

ある。にもかかわらず、食料に対する国民の認識を含め、日

本の食料生産を担うべき農業の将来はまことに不安と言わ

ざるをえない。

また、燃油、肥料等の農業生産資材についても、世界的な

資源問題の深刻化から、安定的な輸入に一層の努力を払わな

ければならなくなってきていることも忘れてはならない。

③ 我が国農村は、過疎化、高齢化、所得機会の減少が進んで

いるが、近年、更に兼業機会の減少も重なり、地域の活力が

ますます低下していくことが懸念される。

（２）農政改革の必要性とその目的

以上のような状況にかんがみれば、今こそ現行のあらゆる

農業政策について、現在の枠組みで持続可能性の喪失の危機

から脱却し得るのか、世界の食料事情や我が国農村の置かれ

た新たな事態に対処し得るのかという観点から検証し、見直

しが必要なものについては、思い切って改革を行う決意を持
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たなければならない。

今回の改革の目的は、農業・農村に意欲と活力を取り戻

し、それにより、国民全体が利益を受けようとするものであ

り、次の３つの再生を期するものとする必要がある。

① 産業としての持続性の再生

経営意欲を持った担い手の参入、生産性向上、有効な土地

利用、農業による所得確保等

② 安定的な食料供給力の再生

食料供給力の向上、生産の持続性の維持等

③ 農村の活力の再生

所得機会・就業機会の確保、環境保全、地域コミュニティ

の維持等

２ 改革の成果の共有

（１）改革によって期待される成果

① 今回の改革によって３つの再生が実現された場合、所得向

上、雇用の吸収、輸出によるマーケットの拡大が図られ、農

業は地域の成長産業として我が国経済の底力の発揮に貢献

し得ることができる。

また、グローバル化の進展にも対応し得る農業構造の確立

も図られる。

② 農業・農村は、国土の保全、文化・教育・美しい環境の提

供など、国民生活にかかわる様々な社会的価値と可能性を有

しており、３つの再生は、その価値の高度な発揮を促すもの

である。

（２）成果の共有

① 以上のように、農業、農村の問題はすべての国民がかかわ

る国家的な課題であり、改革の成果は国民全体で共有できる

ものとする必要がある。このような観点から、国だけでなく

地方自治体、農業者、農業団体、流通関係者、食品産業関係
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者、企業、消費者等の関係者における役割分担、関与の仕方

について、検証・再構築する必要がある。

② また、農業、農村は地域によって多様であり、改革の成果

を全国的に発揮するためには、地域ごとの状況や創意工夫に

よりきめ細やかな仕組み作りが可能となることを基本とす

べきである。

３ 国民的議論の喚起

農業が産業としての持続性を確保し、農村が地域としての活 政策の企画・立案段階から、ホームページを通じた情報提供

力を回復するには、農業・農村サイドにおける努力が前提とな や意見募集などを実施するとともに、全国各地で説明会や意見

る。その上で国民全体から支援を受けながら、農業・農村が持 交換会などを開催し、消費者、生産者、流通加工業者、生産者

つ様々な社会的価値が十全に発揮されるようにすることが必 団体、地方自治体など幅広い層の方々に直接説明し、意見交換

要である。 を積極的に行うなど国民的議論の喚起に取り組む。

その際、次の2点に留意する必要がある。 その際、客観的なデータに基づいたシミュレーションの公表

① 政府は、国民全体から共感と支援を受けることができる、 を行うなど、政策の企画・立案に至った背景を明示的に示し、

透明性と公平性が確保された、わかりやすい政策を展開する 透明性・客観性をもった議論を行う。

必要がある。

② 同時に、農業・農村サイドの自らの努力に加えて、誰が、

どのような負担によって、我が国農業を支えていくかという

ことについても、国民的議論の中で検討を進める必要があ

る。

４ 国民に信頼される農政の推進

農政については、生産者側の視点に立つことが多いとの指摘 （政策決定の透明性の向上と説明責任の着実な実行）

がある一方で、生産現場からは本当に生産者の視点に立ってい 農林水産省の政策決定プロセスの改善策について、８月のと

るのかどうかを疑問視する声もある。また、生産者と消費者は りまとめに向けて検討を進める。

本来対極にあるべきものではないとの指摘もされている。 ６月１日の第５回農林水産省改革推進本部では、「政策決定

以上を踏まえれば、生産者、食品産業、消費者のそれぞれの プロセスの改善策について」（素案）が了承された。農林水産

立場の方に支持され、理解され、信頼される農政の実現が極め 省の政策決定プロセスを広く国民各層が参画できる透明性の

て重要な課題となるものと考えられる。そのため、個別政策の 高いものとすべく、特に「国民の声の把握」及び「科学的・客

内容を徹底して検証し、見直すことはもとより、政策決定の透 観的な分析」が必要であるとの観点から、上記の素案を踏まえ、
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明性の向上、国民に対する説明責任の着実な実行、施策・体制 職員の様々な観点からの意見を聴取するとともに、政策評価会

・予算の統合と簡素化、用語の簡易化など国民視点に立った施 やパブリックコメントも活用しつつ第三者から指摘を受ける

策運営を図っていく必要がある。特に、農業・農村の現場で分 こととしている。

かりやすく、使われやすいように施策の重点化を図る必要があ

る。 （施策･体制・予算の統合と簡素化、用語の簡素化、施策の重点

化）

国民視点に立った行政を円滑に遂行するため、農林水産省の

機構改革として、

① 「食の安全」の視点を最優先とする組織の実現

② 利益相反部門の分離

③ 農林水産省改革の実効を期し、その永続を担保する体制の

構築

④ 国民のニーズの変化に即応した体制の構築

に向け、本省組織の再編成を進める。

また、地方農政事務所の原則廃止と地方農政局、本省総合食

料局のあり方の抜本的見直しを進める。

農林水産関係予算については、国民にとって、より分かりや

すく、使いやすいものとするため、２２年度予算概算要求に向

けて、目的・手段が類似・重複する事業の廃止、統合及びメニ

ュー方式化の検討を進めるとともに、事後評価を十分に行い、

予算の重点化に活用するなど、ＰＤＣＡサイクルを着実に実施

する。

国民の視点に立ち、補助事業の申請手続きの簡素化等を実施

する。

５ 政策目標のあり方

以上のように改革の目的を設定し、その成果を共有するため 国民から共感され、信頼される農政を推進するため、透明性

に国民的議論を喚起しながら国民に信頼される農政を推進し のある分かりやすい政策を展開することが不可欠である。この

ていく場合、それに相応しい政策目標の設定のあり方について ため、あらゆる政策について、誰でも分かりやすく政策目的を

検討していく必要がある。 適切に具体化した、実現可能性のあるアウトカム目標を設定、
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明示する。この政策目標は政策評価などのＰＤＣＡサイクルの

中で絶えず、検証、分析し、予算、制度、機構の見直しに反映

するとともに、政策目標自体も状況に応じたものに見直す。

Ⅱ 検討項目と検討方向

１ 食品の安全性の向上

（１）生産から消費における安全性向上と科学に基づくリスク管

理

「後始末より未然防止」の考え方を基本とし、農場から食卓 １ 食品の安全性向上に向けたレギュラトリーサイエンスの充

にわたりリスク管理を着実に行い、食品の安全性の向上を図 実・強化等

る。そのために必要な情報等の収集、汚染実態等の科学データ 食品の安全性の向上のための取組については、「後始末より

の整備、安全性向上対策の策定、普及等の取組を強化する。 未然防止」の考え方を基本とし、農場から食卓にわたるリスク

また、これらの食品の安全に加え、生産資材や動植物防疫等 管理を着実に実施することが必須である。そのために必要な科

幅広い分野において、科学的知見を規制等の措置につなげるた 学的知見の収集、汚染実態等の調査、安全性向上対策の策定、

めの調査研究や、行政による科学的解析とそれに基づく施策の 普及等の取組を強化することが必要である｡食品については、

企画・立案（レギュラトリー・サイエンス：科学的知見と規制 世界的にも民間でなく行政がデータの作成をはじめとして安

措置との間の橋渡しに使われる科学や研究）、行政と研究部門 全確保のための取組を講じている。

の連携の強化等について検討する。 また、これらの食品の安全に加え、生産資材や動植物防疫等

幅広い分野において、科学的知見を規制等の措置につなげるた

めの調査研究や、行政による科学的解析とそれに基づく施策の

企画・立案（レギュラトリーサイエンス：科学的知見と規制措

置との間の橋渡しに使われる科学や研究）、行政と研究部門の

連携の強化等を図ることが必要である｡

このため、食品の安全性向上に向けて、以下の政策を総合的

に推進する。

（資料２－２ １～３頁参照 略）

（１）リスク管理の推進

「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関する

リスク管理の標準手順書」に基づき、

① 危害要因の健康への悪影響に関する知見や汚染実態調査
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の結果等の科学的データの収集・分析

② リスク管理を的確に進めるために必要な調査・研究の企画

・実施

③ 生産現場の実態に係る情報の収集・解析の強化等を通じ

た、多様な産地・品目等を考慮した実行可能な指針等の策定

④ 指針に基づくリスク管理措置の実施

等の取組を着実に実施する｡

（２）レギュラトリーサイエンスの枠組みの充実・強化に向けた

体制の整備等

レギュラトリーサイエンスの枠組みの充実・強化に向けた体

制の整備を図るため、

① 行政の取組強化

行政、研究機関、有識者等による共通の場での情報共有・意

見交換等

② 試験研究部門の取組強化

研究基本計画上における明確化や推進体制の整備等

③ 都道府県における安全性向上対策の強化

生産現場等における実行可能性・コスト等の検証・評価の実

施等

を実施する｡

さらに、科学的検討に基づくリスク管理措置を策定できる人

材の養成等を図るほか、行政と研究部門が共同で計画を策定

し、研究開発と調査分析を一体的に推進する｡

２ 緊急時における迅速かつ適切な判断を可能とする仕組みの

整備

食品事故などの問題が発生した際に、行政において迅速かつ

適切に科学に基づく判断ができるよう、問題の検証や対処方法

の策定等を緊急的かつ的確に実施する体制を整備する。

（２）農産物・食品の安全性向上
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農場から食卓にわたる安全性向上の取組を推進するため、農 食品の安全性向上をはじめ、消費者や実需者等の多様なニ

業生産工程管理（GAP）（※）やHACCP（※）の本格的導入や抜 ーズに応え、以下のとおり、信頼の向上につながるＧＡＰの

本的な拡大を進めるための方策について検討する。 普及を推進する。

（※）農業生産工程管理（GAP）：生産段階において、農産物の安全性向上 ① 食品安全、労働安全、環境保全の取組に係る標準的なＧＡ

に加え、環境の保全等の目的で農業生産工程全体をリスク低減のた Ｐの策定

めの指針等に基づいて整理された管理点の実施・点検等を通じて管 標準的なＧＡＰは、順次策定される食品の安全性向上のため

理し、適正な農業生産を実現するために有効な手法。 のリスク低減の指針等を反映する。

HACCP:食品加工の段階において、食品のすべての製造工程であらかじめ危 ② 普及組織なども活用した、よりきめ細かな工程管理を導入

害を予測し、危害につながるポイントで継続的に監視・是正するこ する産地への支援の充実

とにより、問題のある製品の出荷を防止する管理手法。 昨年５月の国会審議における指摘を踏まえて、ＨＡＣＣＰ法

に基づく基本方針の改正（施設の整備の基準の弾力化等）の手

続きを進めている。今後もＨＡＣＣＰの普及拡大のために、Ｈ

ＡＣＣＰ法に基づく長期低利融資、人材育成のための研修等の

支援を推進する。

ＨＡＣＣＰ手法の導入が困難な中小零細の食品製造事業者

等が食品の安全性の向上と品質管理の徹底に取り組めるよう、

それぞれの食品の特性に応じ、国と業界団体が協力して業種別

の合理的・科学的な衛生管理手順のマニュアルを作成し、それ

に基づく一般的衛生管理、品質管理の徹底を図るための施策を

重点的に推進する。

（３）消費者への食品情報提供の充実による信頼性の向上

① 食品の安全性に関して、消費者をはじめとして、生産者、 内閣府食品安全委員会、厚生労働省、環境省、農林水産省

食品製造業者、行政関係者などの関係者の間で情報を共有す で設置している「食品安全行政に関する関係府省連絡会議」

ることにより、 などを通じて、食品の安全の確保に関する情報の共有化を進

ア 科学的知見に基づいたリスク管理の重要性 めるとともに、国民に対する分かりやすい情報提供に努め

イ “安全”と“安心”の違い る。

ウ 生産者、食品製造業者等の適切な取組が安全性を向上さ

せ、消費者の信頼確保に結びつくこと

等について理解を深めていく方策を検討する必要がある。
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また、食品の生産から消費まで極めて多様化・複雑化して

いる中で、行政が一体となった安全への取組が不可欠であ

り、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等関係行政機

関の連携の更なる強化について検討する必要がある。

② さらに、消費者への食品情報提供を充実する観点から、次

のような仕組みの構築について検討する。

ア 通販やネット販売などの販売方法の多様化、原料調達の 食品情報開示の仕組みの構築

グローバル化等に対応し、容器包装への表示に限らず、多 食品情報の開示のあり方について検討する有識者会議を６

様な手段により、より充実した情報にアクセスできる仕組 月２６日から開催し、秋頃を目途に、①インターネット等によ

み。 る加工食品の原料原産地などの情報の開示のあり方や、②通販

やネット販売などにおいて開示すべき基本的な商品情報等に

ついて、方向性をとりまとめる。

この結果を受けて、農林水産省で指針を策定し、指針に沿っ

た情報開示の取組を普及する仕組みを構築する。

（資料２－２ ４頁参照 略）

イ 食品の品質管理や消費者への情報提供などに意欲的に 食への信頼向上活動評価システムの確立

取り組む食品事業者が適正に評価される仕組み。 食品の品質管理や消費者への情報提供など食への信頼向上

活動に意欲的に取り組む食品事業者が民間の主体により適正

に評価される仕組みを構築する。

具体的には、

① 食品事業者による食への信頼向上活動について、関係者が

情報共有を行う枠組みを構築する。（今後、食品事業者や消

費者等の参画により持続的に改善。）

② 平成21年度から、この枠組みを活用し、食品事業者や関連

事業者が具体的な基準等を作成して、評価・奨励を行うこと

を促進する。

〈枠組みを活用した食への信頼向上活動に関する評価・奨励の

取組例〉

ア 自己評価手法の確立
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イ 事業者間の評価の標準化

ウ 消費者評価の仕組みの運用

エ 第三者評価結果の活用方策の検討

（資料２－２ ５頁参照 略）

２ 担い手の育成・確保

（１）担い手問題の検討の基本方向

農業生産の持続性を確保し、国民への食料の安定供給を図

っていくためには、農業経営体が経営を継続し得る所得を確

保しつつ、円滑な世代交代ができるようにし、これら農業経

営体が生産の大宗を占めるようにしていくことが重要であ

る。また、これを支える人材の確保も不可欠な課題である。

こうしたことから、十分な所得が確保できる農業経営体を

育成し、経営発展に向けて果敢に挑戦していけるような経営

者を育てていくとともに、絶えず新しい人材が農業に参入で

きる環境づくりを行うことが農政の中で最も優先する課題

の１つとすべきである。

このため、今後、新しい担い手の参入を促す仕組み、それ

を経営感覚を持った経営体に育てる仕組み、それを支えてい

くための仕組みといった体系を立てて、総合的な担い手対策

について検討する。

（２）新しい担い手の参入を促す仕組み

① 地域には、規模拡大による収入の増大やコスト削減を目指 「平成の農地改革」を踏まえ、農地の「利用」による多様

す経営、新技術・新品種をいち早く取り入れたり、加工・販 な担い手の参入促進、農業生産法人制度の要件緩和による外

売等に進出し収益向上を目指す経営が存在する。また、今後、 部資本等との連携強化等の新たな枠組みが現場で有効に活

新たに農業に参入を希望する主体も存在する。これら経営体 用されるよう、経済界等も含め、制度の周知・助言などを行

を支える人材としては、農家の子弟､農業関係教育関係機関 う。

の卒業者のほか､IJUﾀｰﾝ、定年退職者など様々な者が考えら

れる。

これらの農業経営体やそれを支える人材を政策的にどう
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評価していくか検証し、それを踏まえて、それぞれの特性に

応じて育成・確保される仕組みを構築する。

② 農業法人への雇用を通じた農外からの人材参入について 新規就農者の確保については、①就農準備校や道府県農業

は、今後ますますその重要性が高まるものと思われる。人材 者大学校での研修教育などを通じた技術習得の支援、就農後

不足に悩む農業経営体とリスクや経済的負担のため躊躇し のスキルアップ等に関する支援、②新規に経営を開始する者

ている新規参入希望者をうまくマッチングさせ、農業に参入 の農地確保や機械の購入等に係る負担を軽減する措置、③法

したい者が雇用の形で円滑に就農できるような方策につい 人に雇用される形での就農を促進するための「農の雇用事

て検討する。 業」の充実等の検討を進める。

（３）担い手を育てる仕組み

① 地域には規模が小さくても大規模経営を目指し頑張る経 参入した担い手を「育て支える」機能を充実させる観点か

営、兼業であっても創意工夫により販路を開拓し、新技術、 ら、担い手の意向・特性に応じた支援手法の整備を進める。

新品種をいち早く取り入れるなど地域に模範を示す様々な 小規模農家等から、認定農業者になり、経営発展に成功した

取組みがあり、これに対する支援も行っているが、このよう 優良事例を発掘して、経営発展したコツ等を農林水産省ホー

な人たちを更に育てるためには何が必要か検討する。そのよ ムページ等で幅広く周知する。

うな検討を通じて、小規模農家からでも経営感覚をもった経

営体になることができる円滑な育成プロセスを目指す（サク

セスストーリーが幅広く実現されることを促す。）。

② 農業の最も基礎的な生産要素である農地・農業用水を確保 平成の農地改革を契機に農地の面的集積を推進するため

し、農業経営体がそれを有効かつ効率的に利用していくこと の「農地集積加速化事業」など各種支援策をフルに活用した

を確保していくため、「平成の農地改革」が現場において実 り、現場での面的集積に係る体制づくりを行うことなどによ

効をもって推進されるよう、現場の体制整備や政策支援のあ り、担い手の育成・確保や農地の面的集積に全力を挙げて取

り方など、政策的有効打を検討する。 り組む。

（資料２－２ ６～７頁参照 略）

③ 農協系統や政策金融機関が主体である農業金融について、 農協系統や政策金融機関が主体である農業金融について、

農業経営体が必要な資本、運転資金、設備資金等をより円滑 農業経営体が必要な資本、運転資金、設備資金等をより円滑

に幅広いチャネルで調達できるような方策を検討する。 に幅広いチャネルで調達できるような方策の検討を進める。

（資料２－２ ８頁参照 略）
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（４）担い手を支える仕組み

① 既存の規模拡大対策や経営安定対策について現場から提 水田・畑作経営所得安定対策、野菜・畜産など品目別の経

起された課題を踏まえ、担い手となる農業経営体が維持・発 営安定対策のほか、金融、災害対策などの仕組みが現在用意

展していくために必要な施策の検証を行う。 されているが、今後、制度運用の実態や現場の意見などを幅

② 他方、小規模・兼業農家等を含めて地域農業や地域社会に 広い観点から検証した上で、必要な措置の検討を進める。

かかわる多様な主体が存在する中で、地域一体となって創意 中山間地域等において、農地等の地域資源の維持など地域

工夫し、農業生産を軸としつつ地域資源を維持することを志 農業の守り手的な役割を担う法人の位置付けや支援のあり

向する取組が見られることから、上記のような農業経営体と 方の検討を進める。

は別の支援のあり方についても検討する。

３ 農地問題

（１）「平成の農地改革」の意義と政策効果 今回の「平成の農地改革」法（６月１７日成立）により、

「平成の農地改革」は、農地制度の目的を「所有」から「利 ① 一定の要件のもと、貸借規制を見直し、多様な担い手の

用」へ転換するとともに、農地転用規制の厳格化や農用地区 参入を促進する

域からの除外の厳格化などによる優良農地の確保の充実、農 ② これまで、自ら耕作していなければ認められなかった相

地の権利移動制限の見直しや相続税の納税猶予制度の見直 続税納税猶予について、担い手に貸し付けられた農地につ

しなどによる農地の有効利用や集積の向上など、今までの理 いても適用することや、公的機関が農地を一手に引き受

念や具体的措置を抜本的に見直す内容となっており、速やか け、担い手に再配分する仕組みを創設することで、担い手

に生産現場において着実に実施していくため、提出法案の早 への農地集積を加速化する

期成立を図ることが必要である。そして、農地は私有財産で ③ これまで耕作放棄地があっても、農地の利用権設定が

はあるが、国民の食料生産のための公共の財であるという考 積極的に行われなかった反省に立ち、農業委員会による

え方を徹底させることが重要である。 農地監視を強化するとともに、持ち主が不明な耕作放棄

地については、一定の手続きを経て、所有者の同意が無

くても担い手に集積される

④ 現行では転用許可が不要である病院、学校等の公共施設

の設置を新たに許可対象とし、違反転用を行った法人に対

する罰則を強化するなど、農地転用規制の厳格化を図ると

ともに、国及び都道府県が、それぞれ確保すべき農用地面

積の目標を定めることを法律上明確にすること等により、

優良農地の総量確保を図る
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など、農地の確保や有効利用、農地の集積による利用促進や

多様な担い手の参入を図るための幅広い制度改正が実現し

た。

（２）農地改革を現場で強力に推進するための方策

「平成の農地改革」については、法案成立後、その速やか 平成の農地改革の内容や支援策について、生産現場等に浸

な具体化を図るため、地域の実施体制づくりやその取組の支 透させるためには、

援策、耕作放棄地解消に向けた取組などについて、具体的な ① 全国、都道府県、市町村段階で関係機関が緊密に連携し

施策を検討する。 つつ、推進体制を構築する

その際には、農地について資産保有的な所有傾向が強い中 ② 農業者や農地制度に関わる行政はもとより、食品・建設

で、どのようにそれを打破し、改革の実効を期していくかと 業者、ＮＰＯをはじめ、都会のサラリーマンを含めた国民

いう点に特に配意して、対策を検討する。 全体に十分に理解してもらえるよう、徹底的な取組

を行うことが不可欠である。このことは、資産保有的な所有

意識が強い中で、特に重要である。

なお、平成の農地改革の実施に当たり、農業委員会が適切

に事務を行うことが必須であることから、農業委員会に対し

ては、その判断基準の透明化や全国的な公平性確保の観点か

ら、審議において具体的な根拠等を明示させること、審議経

過のすべてを議事録として公表させることなどの取組を進

める。

（資料２－２ ９頁参照 略）

耕作放棄地３８．６万ha（平成１７年農林業センサス）に

ついては、その解消に当たっての課題（引き受け手、土地条

件、導入作物）に対応するため、平成の農地改革による農地

制度の見直しを行い、また、所有者と利用者の間の調整など

の再生・利用の取組に対する支援を実施するとともに、水田

フル活用や面的集積に向けた施策等を必要に応じて活用す

ることで、その有効利用を目指す。

① 特に、平成２０年度に実施した耕作放棄地に関する現地

調査の結果、雑草・灌木等の繁茂により現状では耕作でき
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ないが一定の手当を行うことで耕作が可能になると見込

まれる約１５万haについては、森林化・原野化が進み農地

として再生することが不可能となることを防止し、その有

効利用を図るため、平成２３年度を目途に農業上重要な地

域である農用地区域を中心に概ね１０万haの再生・利用を

目指す。（農用地区域外は、市民農園等としての利用を促

進する。）

② また、現状で耕作可能な状態の耕作放棄地（農家に耕作

の意思がない農地。約１９万haと推計）については、所有

者への働きかけや引き受け手との間の調整を推進し、ま

た、水田フル活用や面的集積の促進その他の関連施策を必

要に応じて活用し、その有効利用を促進する。

③ なお、森林化・原野化が進み農地への復旧が困難となっ

ている土地については、必要に応じ、周辺農地への悪影響

（鳥獣被害の拡大等）の防止や立地条件に応じた利用（森

林、各種施設用地、バイオマス等）を図る。

再生・利用の取組の実施主体である耕作放棄地対策協議会

については、全都道府県で設置済みの都道府県協議会と連携

し、市町村段階の地域協議会設置を促進する。（地域協議会

は、平成２１年６月末時点では、３９０市町村で設置済み、

９３１市町村で準備中又は設置の意向あり）

（資料２－２ １０頁参照略）

農林水産省としては、更なる農地確保の取組を進めるとと

もに、農村地域の秩序ある土地利用を図る観点から、今後、

新たな土地利用計画制度について、都市計画制度の見直しを

検討している国土交通省と連携して検討を進める。当面、平

成２１年度においては、国土交通省と今後の作業日程につき

調整の上、具体的な検討方法を確立する方針である。

４ 農業生産・流通に関する施策のあり方
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（１）需要を基本とした対策の構築

農産物の生産は、需要を起点に売れるものを作っていくこ 農業生産・流通に関して措置されている現行の補助金等

とが大原則である。このような観点から、現行の農業生産・ が、需要に応じて売れるものを作る取組に支出される仕組み

流通に関する施策について、需要を起点としたものになって となっているか点検する。

いるかどうか点検し、必要な見直しを行っていく。

（２）作物別の特性に応じた施策の構築

生産・流通対策は、作物別の特性に応じ、また、産地ごと 現在の水田農業の構造改革が遅れていること、生産調整の

の特徴を踏まえたものとする必要がある。 実施者に不公平感があることを踏まえ、自給力の向上のため

特に、野菜・畜産という集約的農業に比べ、土地利用型農 の米政策・水田農業のあり方について検討を進める。世界的

業は、穀物という基礎的食料を生産しているにもかかわら な食料需給のひっ迫の可能性も踏まえ、大豆・麦・米粉用米

ず、北海道の水田・畑作地帯を除いて規模拡大の遅れは顕著 ・飼料用米などの定着・拡大が進むような思い切った生産振

で、海外との生産性の格差は極めて大きいなど国民食料の確 興策を検討し、早期に実施に移す。

保の面からは大きな問題がある。穀物生産を行う土地利用型

農業の問題は、我が国農政の問題の縮図でもある。

このため、土地利用型農業・穀物生産に関する施策につい

ては、国民的議論の中で検討を進め、必要な見直しを行う。

特に、穀物対策は戦略的に自給力を向上させる上で重要であ

るが、施策が細分化され、それぞれの目的が生産現場に浸透

していないものも見られるため、戦略的穀物政策の総合化を

図るべきである。

（３）米の生産調整の問題

① 我が国の生産調整は、EUのような単なる休耕ではなく、主 アンケート調査や２次シミュレーションを踏まえ、２１

食用米から麦・大豆・飼料作物等への生産転換を進め、自給 年度からの水田フル活用・全面活用の実施状況も検証しな

力・自給率の向上につなげていこうとするものであるが、水 がら、

田農業の構造改革は遅れており、米関連・水田農業関連の各 ① 生産調整実施者の不公平感が解消されること

種政策（他作物の生産に対する助成、主食用米価格等が下落 ② 担い手経営の安定・発展や農業経営者の創意工夫につ

した場合の経営安定対策、備蓄運営のための政府の米の買入 ながること

れ等）の内容について、生産調整実施者からみて不公平感が ③ 大幅な過剰在庫の発生を回避すること

あるなどの問題が指摘されており、改めて検証することが必 を基本に、生産調整のあり方について検討を進める。
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要である。

② 特に、平成21年度からは、国際食料需給の変化も踏まえて、

米粉用米・飼料用米といった新規需要米の本格的増産を目指

す水田のフル活用・全面活用を行っているところであり、こ

の実行状況もよく検証しながら、今後の生産調整のあり方を

考えていく必要がある。

③ その際、生産調整は、多様な政策目標と関連するものであ

り、食料自給力・自給率向上との関係、担い手の育成やその

経営の自由度との関係、農業者の経営所得の安定・発展との

関係等にも十分留意して、米関連・水田農業関連の各種政策

について、それぞれの具体的なあり方を検討し、整合性のあ

る政策体系を構築する。

④ また、農業者、消費者をはじめとする国民各層のコンセン

サスの下に、実効性ある分かりやすい政策が継続的に実施で

きるようにするためには国民的議論が必要不可欠であり、国

民に対するアンケート調査や米の生産・消費・価格・農業所

得、構造改革等に関する各種シミュレーションを行い、その

結果等も示しながら進めていく必要がある。

５ 農業所得の増大

（１）農業所得問題の政策上の位置付け

① これまでの農政においては、農業部門全体における所得問 農業所得増大に向けた戦略的取組の基本的考え方

題について明確に焦点を当てた政策的論議が十分行われて 農業所得を増大させるためには、ニーズに対応した高品質

こなかった。他方で、最近１５年間に販売農家数が３分の２ 化や高付加価値化に努めつつ、生産性の向上を図ることによ

に減少する中、農業所得（農業純生産）が半減するなど、農 り、消費者・実需者に選択される農産物の生産・販売力を強

業の持続性が危うくなっている状況下において、この問題を 化していくことが必要である。これは、経営感覚に優れた担

真正面から受け止める必要がある。 い手の育成、規模拡大によるコスト低減、産地の育成など、

このため、体質強化等を通じた農業所得（農業純生産）の 供給面にかかる施策全般を戦略的に展開することで初めて

増大を実現する方向で、検討を行う。 達成される。

② その際に、農業所得は「生産量×価格－コスト」であるた
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め、戦略的に農業所得の回復を図るには、（ア)加工・業務用 農業・食料関連産業が生み出す付加価値のうち、農業等の

需要への対応、輸出拡大等による販売量の拡大、（イ）高付 帰属割合は低下傾向にある一方、食品製造業、流通業等の割

加価値化、直接販売等による販売単価の向上、（ウ）生産・ 合は増加し、現在は９割近くに達している。このような状況

流通コストの低減の３つの要素に着目して品目ごとに対応 で所得の向上を図るには、農業者自らが、農業生産に加えて、

方針を策定し、戦略的に所得の最大化を図る方策を検討す 流通・加工・外食などに直接取り組むことが不可欠である。

る。 このためには、直売所の設置や契約取引等の多様な販売チ

ャネルの開拓、ロットやアイテム数の確保等による価格交渉

力の強化、一次加工やレストラン等も含めた新商品開発な

ど、農産物を商品として販売する力（販売企画力）の強化が

必要である。これに効果的に取り組むため、生産・出荷の単

位である産地に着目し、その販売戦略の立案・実行に対し、

制度の整備や専門家によるサポートも含めた支援の強化を

図る。

また、このような販売戦略の下、需要の変化や地域の実情

に応じて、総合的に販売価格（Ｐ）の向上、販売量（Ｑ）の

拡大、コスト（Ｃ）の縮減に取組む必要がある。各要素に係

る取組の主な選択肢としては以下の事項が考えられ、これら

への支援を重層的に行うことにより、農業所得の向上を図

る。

① 販売価格 <Ｐ>

ア 加工・流通等の取組による付加価値創出

イ 高品質な農産物の生産とブランド化の推進 等

② 販売量 <Ｑ>

ア 輸入品のシェアが増大している加工・業務用需要に対

応した生産・流通体制の整備

イ 輸出の拡大 等

③ コスト <Ｃ>

ア 作業規模の拡大によるスケールメリットの発現

イ 新技術の導入等による生産プロセスの改善 等
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（それぞれの品目ごとに、取組むべき課題は異なる）

（資料２－２ １１頁参照 略）

（２）生産、価格、コストそれぞれの論点

品目ごとの論点については、農林水産省から別紙１（略） 品目ごとの、販売価格（Ｐ）の向上、販売量（Ｑ）の拡大、

のとおり、報告された。今後、これをベースに更に具体的方 コスト（Ｃ）の縮減の取組については、資料２－２のとおり。

策について検討を進める。 （資料２－２ １２～１８頁参照 略）

（３）横断的事項への対応

所得の増大を図る上で、横断的に取り組むべき次の共通事 卸売市場の再編・連携を加速化するため、近年の農畜産物

項について、改革・改善のあり方について検討を進める。 の流通の変化に対応し、全国的な卸売市場の再編成等の方向

① 付加価値を増大させるための流通・加工体制のあり方 について検討を進める。

また、流通コスト削減のための技術の導入・普及について

は、新技術開発等に加え、生産者から消費者に至るフードチ

ェーン全体での効率的なシステム構築への支援の検討を進

める。

② 農協の経済事業のあり方（販売事業は生産量及び価格に 農協について、これまでの経済事業改革だけでなく、

影響。購買事業はコストに影響） ア 多様な経営体に対して、どのように総合的・補完的な事

業・サービスを提供していくのか

イ 担い手の不足する地域で農業を維持するための農協の

役割はどのようなものか

ウ 流通が多様化する中で、どのように農畜産物の販売力強

化を行うのか

など、今後の農協事業のあるべき姿について検討するため、

「農協の新事業像の構築に関する研究会」を立ち上げたとこ

ろであり（５月下旬）、検討結果を９月を目途にとりまとめ

る。

（資料２－２ １９頁参照 略）

③ マーケットを拡大するための輸出拡大方策 農林水産物・食品の輸出については、近年、拡大傾向で推
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移（輸出額は平成１６年→平成１９年で約１．５倍）してき

たが、昨年（平成２０年）は年初来の水産物の輸出の減少に

加え、秋以降は世界的な景気後退や円高等の影響により、輸

出をめぐる環境は相当厳しく、２０年の輸出額は前年比微減

程度にとどまったが、２１年度第１四半期の輸出額は大幅な

減少となっており、輸出の本格的な拡大には世界経済の回復

が必要な状況となった。

輸出の本格的な拡大には世界経済の回復が必要であるが、

農林水産物等の輸出額を平成２５年までに１兆円規模とす

ることを目指し、

ア 輸出環境の整備

イ 品目別の戦略的な輸出促進

ウ 意欲ある農林漁業者等に対する支援

エ 日本食・日本食材等の海外への情報発信

の４点を柱として、輸出をめぐる現状を踏まえ適切な見直し

を図りつつ、着実に施策を推進する。併せて、日本食文化の

重要な構成要素である日本酒等も一体として輸出促進を行

うこと等の具体的な検討を進めている。

（資料２－２ ２０～２１頁参照 略）

④ 経営体として、経営資源の最適配分による所得の極大化 来年３月に策定予定の「農業経営の展望」において経営資

方策 源を最適化する経営像を提示する。また、各地域で経営資源

の最適配分による所得増大に取り組む者をモデル的に支援

することの検討を進める。

６ 食料自給力問題

（１）食料安定供給のための政策目標の設定

現在、農林水産省においては、食料自給率目標について、 食料自給率目標については、生産・消費両面の関係者の取

カロリーベースの数値を中心的な概念とし、野菜、果樹、畜 組の指針であると基本法上位置づけられている。また、食料

産の生産力を加味する観点から、金額ベースの数値も併用し 自給率の国民への認知度についてみると、内閣府が昨年９月

ている。近年、世界的な食料需給のひっ迫が懸念される中で、 に実施した世論調査によると、食料自給率が低いと思う人が
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国民への食料の安定的供給のためには、どのような政策目標 約８割を占めるなど、国民への認知度は高い。

を設定することが適切かということについて、幅広い観点か 他方、食料自給率については、

ら改めて検討する。 ① 生産、消費の双方の動向で数値が変動すること

② カロリーベースでの表示を基本としていることから、畜

産や野菜の貢 献度が低く報告されること

③ 農業生産の構成要素である農地・人・技術との関係が不

明確であり、農業政策の目標として不十分であること

等の問題も指摘されている。

このため、食料自給率を引き続き国民的な取組の指針とす

るためにも、補完的に、農業生産の構成要素である農地・人

・技術の要因変化によって農業生産がどのように変化するか

を示す指標を開発する方向で検討を進める。

なお、具体的な指標の開発に当たっては、米の生産調整や

農業所得の実情に関する基本方向とも整合性を保ちつつ、学

識経験者の技術的な意見も聴きながら本年秋までに案を示

すこととする。

（資料２－２ ２２頁参照 略）

（２）食料安定供給に向けた政策的論点

その際、国内生産力を適切に表すための指標、輸入の安定 国内生産力を向上させるため、農業技術面からは、農地の

化のための取組み、備蓄を含めた食料供給安定化のための手 周年有効活用技術を確立し、食料自給力を強化するため、パ

法について明らかにしていく。また、世界の食料需給の観点 ン・中華めん用の高品質小麦の開発や、生産コストを５割程

から、生産や投資促進のあり方につき検討を行う。 度削減する超低コスト作物生産技術の開発等に取り組み、水

田の潜在能力（底力）の最大限の発揮を目指す。

穀物等の国際価格が2006年秋頃から上昇基調で推移した

背景には、不作等の短期的な面もあるが、途上国の経済発展

による食料需要の増大等の構造的な要因があると考えられ

る。昨年７月のＧ８洞爺湖サミットや本年４月のＧ８農業大

臣会合においても世界の食料生産の促進の必要性が認識さ

れており、このことは、我が国の食料安全保障を高めていく
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観点からも課題である。

このため、農林水産省においては、「新たな食料情勢に応

じた国際的枠組み検討会」を行い、本年２月、世界及び我が

国の食料の安定供給の確保を図っていく上で、我が国からの

海外民間投資の促進を図っていくことが必要であるとの整

理を行った。

これを踏まえ、本年４月、関係省庁・機関から成る「食料

安全保障のための海外投資促進に関する会議」を設置し、海

外からの食料調達の安定化のための海外民間投資を関係機

関一体となって支援するための検討を進めている。

同会議においては、本年夏を目途に海外農業投資を促進

するための戦略を取りまとめ、海外投資を戦略的に促進

する農産物及び地域について、海外投資を支援するための

方策を定めることとしており、

① ＯＤＡと日本企業との連携

② 公的金融等公的支援の活用

③ 農業投資先として有望な国との投資協定の活用

④ 農業投資関連情報の収集・提供体制の整備

等について検討を進める。

（資料２－２ ２３頁参照 略）

（３）総合的な肥料確保戦略

中国、インド等の人口増加と食生活の向上に伴い、国際的 「海外原料の安定確保」と「国内資源の有効活用」を柱と

な肥料需給がひっ迫してきていることから、輸入の安定化、 して肥料確保の取組を推進する。

適切な施肥の指導等を含めた総合的な肥料確保戦略につい 海外原料の安定確保については、輸入商社や経済産業省等

て検討を行う。 の関係省庁等との連携により、中長期的な世界の原料需給動

向を調査・分析の上、有効な対応方針を策定することとし

て、７月中に戦略会議の立上げを予定している。また、この

会議の中で、我が国の肥料供給におけるクリティカルポイン

トを明らかにし、効率的なリスク管理体制の構築に向けた検
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討を行う。

国内資源の有効活用については、りん酸を含む下水汚泥や

りん酸・加里を豊富に含む家畜ふん尿をはじめとする未利用

・低利用資源の活用を促進する。

さらに省資源の面からの肥料確保の取組として、「施肥量

の抑制」について一層の取組強化を図ることが必要である。

７月に、有識者による「肥料高騰に対応した施肥改善等に関

する検討会」において、中間取りまとめ報告書が取りまとめ

られたところであり、施肥量の低減に向けた取組を推進す

る。

（資料２－２ ２４～２５頁参照 略）

７ 農山漁村対策

（１）農山漁村対策の政策上の位置付け

農山漁村は、食料供給のみならず、自然環境・景観、きれ 「産業政策としての農政」と同様に、「地域政策としての

いな空気、水などを生み出す多面的機能が発揮されている地 農政」は重要なテーマであり、農業及び農山漁村を国民全体

域である。 で支える視点が重要である。

一方、現在は、人口の減少、ますます高まる高齢者比率、 そこで、農山漁村活力の再生へ向けた３つのキーワードと

生活基盤の整備の遅れ、地域管理能力の低下など、農山漁村 して、「地域コミュニティの維持」、「所得機会・就業機会の

は多くの問題を抱えており、国民全体としてこれらの地域が 確保」、「環境保全」を掲げた上で不足項目を検証し、農山漁

抱える不利な条件を補正し、支援していくことが必要であ 村対策を現場で効果が実感される対策に再構築する。

る。特に、近年、兼業機会もますます減少する中で、現場で 具体的には、

効果が実感される対策として再構築していく。 ① 「地域コミュニティの維持」として、衣食住・生活イン

フラ等の確保、伝統文化の保全、ITインフラの整備等

② 「所得機会・就業機会の確保」として、農業の活性化、

農商工連携、高付加価値化・ブランド化、産業誘致、新産

業創造、都市と農山漁村の共生・対流等

③ 「環境保全」として、国土、生態系、景観などの保全、

地球温暖化防止への貢献等

を総合的に推進することとし、関係省庁の関連施策を含め
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て、農山漁村活性化施策の全体像を明確化するためのビジョ

ンを策定する。

その際、「定住自立圏構想」と「地域マネジメント法人」（後

述）を密接に連携させ、これを支える土台とする。

「中山間地域等直接支払制度」、「農地・水・環境保全向上

対策」、「耕作放棄地再生利用緊急対策」等の従来の直接的な

支援は、農業や農業資源などの農業生産活動に着目し、生産

条件の格差是正や農業資源の適切な保全管理に着目して支

援を行うものである。また、地域の多くの農業者等を対象と

し、地域の創意工夫を引き出す仕組みとしていることから、

地域の高い評価を受けている。

しかしながら、農山漁村が直面している状況は、高齢化や

所得・兼業機会の減少を背景とした集落崩壊の危機など農業

を超えるものであるので、支援対象があくまで農業や農業資

源にとどまる従来の直接的支援では必ずしも十分な政策効

果が期待できないことが懸念される。

このため、従来の「中山間地域等直接支払制度」等の「良

さ」を生かしつつ、これらの対策で十分対応できていないと

ころを補う新たな支援として、地域社会活動への支援や農山

漁村が本来有する自然環境の保全などさまざまな機能の向

上を図る活動への支援について検討を進める。

（資料２－２ ２６頁参照 略）

（２）農山漁村の活性化のための施策の検証

農村地域の活性化の第一歩はその地域の農業と担い手に （１）集落機能の維持

意欲と活力を取り戻すことである。このため、兼業機会が減 多くの農山漁村集落では、将来的に住民が生活するための

少する中で農業活性化のための施策の農村部での機能のあ 基本的な条件が成り立たなくなりつつあることを踏まえ、

り方、地産地消の推進による農村の消費経済の活性化、都市 ① 農山漁村の集落における定住を維持するための仕組み

と農山漁村の共生・対流のあり方などについて、施策の検証 を作ること（定住の維持に資する「生活支援サービス」の

を行い、有効な活性化対策のあり方について検討する。また、 実施体制を整えること）、
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高齢化が進行する中で、農業に従事する若い世代と高齢者と また、集落住民の定住を維持するために何らかの仕組みが

の役割分担など、地域のマネージメント体制のあり方につい 必要とされている地域においては、農地・山林・景観等の資

て検討を行う。 源管理も十分に行われないことが懸念されることから、

② 農地等の地域資源を適正に管理する活動（以下「環境保

全活動」という。）が継続的に行われる仕組みを確保する

こと

が必要である。すなわち、従来の集落機能を、将来を見据え

て適切に見直し、維持できる仕組みが必要である。

（２）地域資源の活用

また、集落住民の定住のためには、まず、生活を送るため

に最低限必要なサービスの提供を整える必要があるが、この

ほか、地域資源を活用して地域に一定の収入を確保すること

によって、より定住意欲の喚起に資するものとして、観光資

源を活用したグリーン・ツーリズムやバイオマス資源等を活

用した特産品開発などの産業化など、地域活性化のための事

業（以下「地域活性化事業」という。）が並行して実施され

ることが効果的である。

（３）「地域マネジメント法人」の設立

同一の農山漁村地域において、自治会、協議会など多くの

活動組織が設立されているが、少ない人口や限られた人材と

いう制約のもとでは大部分が同様の構成員から構成されて

いるという状況を踏まえ、上記(1)及び(2)の活動毎にさらな

る主体を設立するよりも、既存組織を含めてこれらを統括し

て戦略的な活動を容易とする、核となる組織づくりを行うこ

とが効率的かつ効果的である。これには、具体的には以下の

ような内容が考えられる。

① 取組内容

複数の集落（小学校区程度）の範囲で「生活支援サービス」

の提供、「環境保全活動」を行う「地域マネジメント法人」

の創設を促進する。地域活性化事業についても必要に応じて
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併せて行う。

② 法人形態

会社、特定非営利活動法人（ＮＰＯ)、ＪＡ、一般社団法

人、農業法人などその形態は問わず、国等の公的機関が、上

記取組を行う法人を「地域マネジメント法人」として認定す

る。

③ 活動範囲等

集落機能を維持・再生できる最大の範囲、地域資源を活用

した経済活動が成立し得る最少の範囲等を勘案し、複数集落

（小学校区程度：およそ100～1,000世帯程度）で一法人を形

成することを標準として想定する。

（４）定住自立圏構想との連携について

周辺市町村、特に高齢化・過疎化が進行した農山漁村にお

いては、地域が自立して基本的な生活機能を有するコミュニ

ティを維持する仕組みを構築して、各種施策受け入れの基盤

となって下支えすることにより圏域全体が活性化される。

そのため、地域マネジメント法人は、定住自立圏構想にお

けるネットワークの一環として、

① 農山漁村のコミュニティを再生させる生活支援サービ

ス等の機能を担うことにより定住自立圏域を下支えし、ま

た、

② 中心市への農林水産物加工品の提供等地域資源活用ビ

ジネスを通じて民間活力活用の一端を担う。

③ さらに、周辺市町村において地域マネジメントの組織が

一定の水準をもって整備されることによって、中心市によ

る圏域全体のマネジメントをより円滑に進めることが可

能となる。

なお、地域政策については、国が取り組むべきものか、農

林水産省が関与すべきかという点をよく検討すべきとの意

見が出されている。
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これらの取組を構築するに当たっては、総務省をはじめ、

関係府省と連携した上で行う。

（３）中山間地域等直接支払などの意義と今後のあり方 中山間地域等直接支払制度については、中山間地域におけ

① 農業集落等の活動や多面的機能の発揮に着目して行われ る農用地の保全に着目した生産条件の不利補正策として大

る「中山間地域等直接支払い」、「農地・水・環境保全向上対 きな成果を挙げているが、中山間地域では平場に比べ高齢化

策」について、それぞれの意義、現場における効果や実施状 の進行が著しく、今後ともその進行が不可避である。このよ

況等を検証しつつ、あり方を検討する。 うな中で、このまま何らの対策も講じなければ、将来におい

て農業生産活動が困難と考える高齢農家の多くが協定から

離脱していくことが懸念される。

このため、本制度の今後のあり方については、高齢化の進

行等の課題についての中山間地域等総合対策検討会におけ

る実施状況の検証等を踏まえ、検討を進める。

農地・水・環境保全向上対策については、活動地域におけ

る地域資源の適切な保全やコミュニティ活動の活性化など

の効果を検証しつつ、農村地域マネジメントの今後の展開を

踏まえ、平成２４年度からの次期対策について検討を進め

る。

② その際に、山あいの農地面積の狭小な地域における上記施 新たな住民サービス提供、地域資源活用ビジネス、里地里

策の多様な効果についても検証する。 山等での環境保全等の取組を行う地域マネジメント法人に

対する支援の検討を進める。

８ 連携軸の強化

（１）連携軸強化の必要性

農業・農村は、国民共通の資産であり、国民全体で価値を 農業・農村は、国民共通の資産であり、他分野の多様な主

享受すべきである一方、国民全体が様々な形で支えていくべ 体が農業・農村の発展に資するよう連携を強化していく必要

きものでなくてはならない。このため、多様な分野の多様な がある。

主体が価値を共有し、連携して農業・農村を発展させていけ

るよう、他分野との連携を強化していくことが必要である。
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（２）施策のあり方

連携に当たっては、それによる利益が片務的なものとなら 今後、食品産業や農業などの供給側が、エンドユーザーで

ないことを基本に、その強化を図るべきである。 ある消費者や国民のニーズ・期待に応え、食の安全性や品質

その際、農業と食品加工業などの関連産業との農商工連携 の確保、環境問題といった今日的課題に対応していくために

といった経済的な連携のほか、教育面などの社会的な観点か は、事業者が個々に対応するのではなく、フードチェーン全

らの連携など、それぞれに即した連携の強化策を検討する。 体で情報を共有しながら相互に連携し、協働して取り組む必

なお、連携を推進する施策についても、既存の関係者間で 要がある。また、従来、農林水産業者と食品事業者に限られ

実施されるだけではなく、新しい連携が芽生えるよう幅広い ていた連携の枠を幅広い事業者等の参加が得られるものに

関係者の参加が得られることを旨として実施することを検 見直すことが必要である。

討する。 新たな連携を進めるに当たっては、新たな技術やノウハウ

等との融合による「地域イノベーション」を誘発するものと

する必要がある。このため、従来の連携の概念を抜本的に見

直し、①連携主体については、農林漁業者や食品企業以外の

民間企業、研究機関、法務等の専門家等の参画を図るなど新

たな業種・業界との協同を進め、②視点・素材については、

フードチェーン全体で情報を共有し、人・モノ・カネ・技術

などの融合的な活用を図り、③成果・製品については、新素

材、知財、サービス等の創造を進め、④手法として、学術的

知識を有し、各種資源をマネージメントできるプロデューサ

ー的人材の確保と配置、新たなビジネスモデルの検討、研究

開発、実証のプランニング等を一体的に行う場の形成などに

取り組むこととする。

９ 新しい分野への挑戦

（１）農業・農村の潜在力を活かした新たな分野のあり方

農業・農村は他産業と比較して遅れた分野としてとらえら 農業・農村は、豊富な未利用バイオマスや太陽光、水力、

れることが多かったが、豊富な未利用バイオマスや太陽光な 風力等の自然エネルギーなどの国民生活に新たな恩恵を与

どの自然エネルギーなど国民生活に新たな恩恵を与えうる えうる各種資源が豊富に存在している。

新分野が多く存在するなど、農業や農村ほど潜在力を秘めた
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分野はないととらえることができる。

（２）重点プロジェクトの推進

農業・農村の持つ潜在力を最大限に活かすためには、各分

野に対するプロジェクト方式による支援が必要である。農林

水産省からは、次の重点プロジェクトが提起された。今後、

これらを中心に具体的に進めるための政策的な枠組みのあ

り方を検討する(各プロジェクトの内容は別紙２（略）のと

おり。)。

① 耕作放棄地解消プロジェクト

耕作放棄地の再生・利用を図るためには、「引き受け手を （３ 農地問題で記述）

どうするか」「土地条件はどうか」「作物をどうするか」等の

課題がある。このため、農地制度の基本を「所有」から「利

用」に再構築する平成の農地改革を行った上で、耕作放棄地

の再生・利用の取組に対する支援を水田フル活用に向けた政

策等と組合せて講じ、その農業上の利用の推進を図る。また、

耕作放棄地については、農業上重要な地域である農用地区域

を中心に平成23年度を目途に解消を目指す。

② 緑と水の環境技術革命

ア バイオマス新産業創造プロジェクト １ 新たな食料資源産業の総合的戦略の策定

農林水産物から新素材等を製造する技術や、環境負荷抑 豊富な未利用バイオマスや太陽光、水力、風力等の自然エ

制や生物多様性の確保を通じて、次世代へ豊かな環境を継 ネルギーなど、農業・農山漁村に賦存する各種資源を活用し

承するための技術などの開発・実用化を加速する。 た食料資源産業において、素材・エネルギー・医薬品などの

イ アグリ・ヘルス産業開拓プロジェクト 新産業を創出するための総合的戦略となる基本方針を策定

近年実用化されつつある遺伝子組換え技術等を活用し する。

た農作物・カイコ等の生産技術や、ＬＥＤ等の人工光を用 具体的には、戦略的に取り組む分野及び技術を選定し、事

いた植物工場における高度な生産管理技術を用いながら、 業化に必要となる国の支援措置（予算、税制、金融措置等）

医薬品、医療用新素材等を生産する。併せて、植物工場の を明記するとともに、新産業創出に向けた工程表を策定す

普及・拡大を図る。 る。

ウ 未利用エネルギー活用プロジェクト 併せて、素材産業やエネルギー産業、医薬品産業等農業以
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農山漁村に豊富に存在し、現在、利用されていないバイ 外の産業や、先端的な研究を行っている研究機関、金融機関、

オマス、太陽光、水力、風力などの自然エネルギーを効果 関係府省などを構成員とする協議会を設置し、新産業創出に

的に活用する社会システムの構築を推進する。 向けた取組を強力に支援する。

２ 新たな食料資源産業創出に向けた支援体制の整備

農業・農山漁村を基盤とした新産業を今後５年から１０年

で創出し、農業の活力を取り戻すため、新たな支援体制の構

築に向け検討を進める。

具体的には、試行段階から実証段階に至るまでの取組を国

が手厚く支援するとともに、異分野を含めた技術シーズの組

合せにより新たな事業を創造するためのコーディネーター

機能を強化することについて検討を進める。

３ 民間企業の参入リスクの軽減

農業・農山漁村の有する未利用資源を活用した新産業創出

に取り組む民間企業の参入リスクを軽減するため、関係府省

とも連携し、新たな資金の確保や、今後５年から１０年で産

業化が図られるよう、必要経費の支援について検討を進め

る。

その際、農業・農山漁村の潜在力を活用して６兆円規模の

新産業を創出することに鑑み、必要な資金規模について検討

を進める。

さらに、量産・実用化段階において、規制の改廃や参入企

業に対する金融・税制措置により民間企業の参入リスクを軽

減することについて検討を進める。

併せて、原料となる農林水産物の質・量両面での安定供給

を実現するための仕組みの構築について検討を進める。

③ 農山漁村IT活用総合化プロジェクト

世界最高の情報通信基盤・技術を活かしつつ、「省力」、「売 農業・農村の現状は厳しい状況にあるが、データの活用に
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上」、「便利」、「元気」、「安心」をキーワードに農山漁村の活 よる管理分析農業や人工衛星活用による栽培管理、他産業と

性化を図る。 の連携など新しいスタイルでの農業の取り組みが見られる。

こうした農業では、世界最高の情報通信基盤・技術（ＩＴ）

が活用されており、今後、その普及が期待される。

このため、関係省庁と連携して、農林水産業をはじめ農山

漁村でのあらゆる分野でＩＴの活用に取り組む地域を支援

し、「省力」「売上」「便利」「元気」「安心」の効果を発現さ

せて地域の活性化を図る。

関係省庁が取り組む内容及びスケジュールは以下のとお

り。

１ 取組内容

（１）推進基本方針の策定

農山漁村におけるＩＴ活用を総合的に推進するため、関係

省庁と連携して、アクションプランとしての推進基本方針を

策定する。

（２）地域の取組に対する支援措置及び支援体制の整備

ＩＴの活用を地域の取組として総合的に推進するための

情報通信基盤等に関する支援措置及び支援体制を関係省庁

と連携して整備する。

① 農山漁村ＩＴ活用総合化プロジェクト推進連絡会議（仮

称）の開催

② 地域説明会を開催し各地域でＩＴ総合活用を検討する

場（地域協議会）を設置

③ 地域協議会が描く総合活用プランへの支援

ア 取組事業に対する支援

イ 説明会等を通じた協議会に対する指導・助言

２ スケジュール

現在、総務省をはじめ、関係省庁で構成される「農山漁村

ＩＴ活用総合化プロジェクト推進連絡会議（仮称）」の設立

準備を進めており、第１回協議会を７月に開催する予定であ
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る。

また、農山漁村の現場でＩＴ活用による地域の活性化が広

まり深まるよう、今秋以降関係省庁と連携して各地域で説明

会を順次実施する。

④ 食品産業グリーンプロジェクト

資源・エネルギーの投入・利用の最適化とエミッションの フードチェーン全体で食料資源を無駄なく、効率よく使い切

最小化を可能とする食品産業のグリーン化と企業体質の強 ることにより、環境との調和と食品産業の体質強化を同時に追

化を実現する。 求するため、①食品リサイクル・ループの構築や業種連携等に

よる食品廃棄物発生抑制モデルの検討等の資源利用の最適化

に向けたフードチェーン全体でのシステム構築、②新たな用途

へのリサイクルに資する技術の改良・導入を進める。


