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１ 開 会  

   

○会長  時間でございますので、ただいまから、第11回、最終の食料・農業・農村基本 
問題調査会を開会させていただきます。  

   

２ 答申の決定  

   

○会長  本調査会は、昨年の４月に総理から諮問を受けて以来、皆様方の御協力をいた 
だきながら、地方公聴会を含めますと、本日で53回目を迎えております。 



 前回の調査会でも答申案につきましてさまざま御熱心な御意見を頂戴したところでご 
ざいますが、それも踏まえまして、皆様方の御了承に基づいて、本日、会長代理、３部 
会長と私の５人で修正いたしました文書を答申案として皆様方のお手元に用意してある 
と存じます。 

 本日、その答申案及び関係する資料を配付しておりますので、まず事務局から、どこ 
が変ったかを中心に概要を御説明いただきたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。  

○企画室長  お手元に、答申案、答申案の概要等を配付させていただいておりますけれ 
ども、答申案は長文でございますし、また本日は時間も限られているということで、ま 
ず答申案の概要を読み上げさせていただきまして、その後、答申案につきましては、前 
回の原案から修正されました点につきまして御説明するということにさせていただきた 
いと思います。 

 お手元の資料番号３番、食料・農業・農村基本問題調査会答申案の概要でございます。 

   

食料・農業・農村基本問題調査会答申（案）の概要  

   

はじめに  

   

第１部 食料・農業・農村政策の基本的考え方  

１ 食料・農業・農村を考える基本的な視点  

 (1) 食料供給の安定は、国民生活の基盤である。  

 (2) 農地と森林は、水をはぐくみ国土をつくる。  

 (3) 21世紀には、持続的な社会の形成が求められる。  

 (4) 21世紀の世界の展望  

  ① 人口・食料・環境・エネルギー問題が顕在化する。  

  ② ボーダーレス化が進展する。  

 (5) 21世紀の我が国経済社会の展望  

  ① 人口は、増加から緩やかな減少局面になる。少子高齢化が進行する。  

  ② 経済成長は、より緩やかになる。情報化・技術開発が進展する。  

  ③ 価値観は、心の豊かさ、ゆとりといった価値への評価が高まる。  

  ④ 国際化が更に進展する。  



   

２ 食料・農業・農村の抱える厳しい諸問題  

 (1) 食料需給構造のギャップが拡大し、食料自給率が低下している。  

 (2) 農地の利用状況が悪化するとともに、農業の担い手が弱体化している。  

 (3) 農村の活力が低下し、国土・環境保全等の多面的機能の低下の懸念がある。  

   

３ 食料・農業・農村に対する国民の期待  

 (1) 将来にわたり食料の安定供給を確保すること。  

 (2) 安全・良質で多種多様な食料の供給と食品産業の健全な発展を図ること。  

 (3) 我が国農業の体質を強化し、食料を合理的価格で供給すること。  

 (4) 農業が内在的に有する自然循環機能を十分に発揮させること。  

 (5) 農業・農村が有する多面的機能を適切に維持・発揮させること。  

 (6) 農村地域社会を維持・活性化すること。  

 (7) 食料・農業分野における主体的・積極的な国際貢献を行うこと。  

   

４ 食料・農業・農村政策の目標  

 ① 食料の安定的な供給を確保するとともに、我が国農業の食料供給力を強化するこ 
  と。  

 ② 農業・農村の有する多面的機能の十分な発揮を図ること。 

 ③ これらの目標を達成する上で、地域農業の発展可能性を多様な施策や努力によっ 
  て追求・現実化し、総体として我が国農業の力を最大限に発揮すること｡  

   

第２部 具体的政策の方向  

１ 総合食料安全保障政策の確立  

 (1) 世界の食料需給の動向把握と見通しの検証  

   今後の世界の食料需給は、短期的には価格変動の不安定さが増すとともに、中長 
  期的にはひっ迫する可能性がある。世界の食料需給について、動向の把握や見通し 
  の検証を的確に行う必要がある。  



 (2) 国内農業生産を基本とする食料の安定供給  

   限られた国土資源の下で国民の必要とする食料を確保していくためには、国内農 
  業生産と輸入・備蓄を適切に組み合わせることが不可欠であるが、食料の輸入依存 
  度を高めることは我が国の食料供給構造を脆弱にすること等から、農業構造の変革 
  等による生産性の向上を図ることを前提に、国内農業生産を基本に位置づけて、可 
  能な限りその維持・拡大を図るべきである。 

 (3) 食料自給率の位置付け  

   食料自給率は、国内で生産される食料が国内消費をどの程度充足しているかを示 
  す指標である。  

   食料自給率の維持向上を図るためには、国内生産面では、①農地・担い手等の確 
  保、②生産性の向上による合理的価格での食料供給、③消費者等のニーズに対応し 
  た供給、④コスト低減、品質の向上等を通じた麦・大豆等の生産拡大が必要である。 

   また、国内消費面では、食生活のあり方につき国民の理解を深め、望ましい食生 
  活が実現するようにしていくことが重要である。 

   このように食料自給率は、農業者、食品産業、消費者等関係者のそれぞれが問題 
  意識を持って具体的な課題に主体的・積極的に取り組むことの成果として、維持向 
  上が図られる性質のものである。 

   こうした点について国民全体の理解を得た上で、国民参加型の生産・消費の指針 
  としての食料自給率の目標が掲げられるならば、食料政策の方向や内容を明示する 
  ものとして、意義がある。  

 (4) 不測時に対応する食料供給力の確保 

   農地、水、担い手等の確保、技術水準の向上等を通じて食料供給力の確保を図る 
  とともに、不測時における食料の危機管理体制を検討すべきである。 

 (5) 食生活のあり方と的確な情報提供  

   消費者等の商品選択に資するよう、表示・規格等により適切な情報提供を行うと 
  ともに、食生活のあり方を見つめ直す国民運動を展開すべきである。 

 (6) 食料の安全性の確保・品質の向上  

   食料の生産、加工・製造、流通の各段階で安全性の確保や品質の向上に向けた対 
  応を強化する必要がある。  

 (7) 多種多様な食料生産・加工流通の促進  

   地域によって異なる生産条件・立地条件を活かしながら、多種多様な生産及び加 
  工・流通を展開し、農産物の付加価値を高めていくことが必要である。  

 (8) 食品産業の健全な発展  

   食品産業について、農業と一体となって国民のニーズに即した食料の安定供給の 
  役割を果たすよう、一層の体質強化を図る必要がある。  



 (9) 食料・農業分野における主体的・積極的な国際貢献  

   食料・農業分野の国際協力の重要性を明確に位置づけるとともに、技術協力・資 
  金協力を拡充すべきである。  

   

２ 我が国農業の発展可能性の追求  

 (1) 次世代に向けた農業構造の変革  

  ア 昭和一桁世代のリタイアを契機に、農業構造の変革を進めるため、意欲ある担 
   い手に施策を集中し、生産性の高い優れた経営の確立を目指すべきである。  

    また、地域農業の中心的な担い手となる人に対する農地の利用集積を促進して 
   いくことが必要である。  

  イ 優良農地を確保するため、必要な農地確保の方針を明示するとともに、農地が 
   公共性の高い財であるとの認識を徹底し、農地の有効利用のため適切な利用規制 
   を行うべきである。  

 (2) 意欲ある多様な担い手の確保・育成と農業経営の発展  

  ア 農業経営の法人化の推進  

  ・ 経営の質的向上を図る手段として、農業経営の法人化を一層推進することが必 
   要である。  

  ・ 土地利用型農業の経営形態としての株式会社については、①機動的・効率的な 
   事業運営、②農村の雇用の場の提供といった利点がある一方で、(1)農地の投機的 
   取得、(2)集団的な水管理・土地利用を乱すといった懸念があり、株式会社一般に 
   参入を認めることには合意は得難い。  

    しかし、(ｱ)畜産や施設園芸部門において現に農業経営を行う株式会社が経営の 
   発展のため農地を取得する場合、(ｲ)農作業の受託を行う第３セクターの株式会社 
   が農地を取得して農業を行う場合等も一切認めないとすることは、担い手の経営 
   形態に関する選択肢を狭めることとなり、問題がある。  

    このため、投機的な農地取得や地域社会のつながりを乱す懸念が少ない農業生 
   産法人の一形態としてであって、かつ、これらの懸念を払拭するに足る実効性の 
   ある措置を講じることができるのであれば、株式会社が土地利用型農業の経営形 
   態の一つとなる途を開くこととすることが考えられる。  

  イ 地域の実情に即し、サービス事業体、集落営農、第３セクター等の多様な担い 
   手を確保・育成していくべきである。  

  ウ 新規就農を促進するため、人材を確保・育成する施策を集中的に行うべきであ 
   る。また、農業に関する教育活動を充実することが重要である。 

  エ 農業生産や地域の活性化に大きく貢献している女性の役割を正当に評価すると 
   ともに、その能力を十分に発揮できるようにしていく必要がある。 

  オ 高齢農業者の有する技術や能力が活かされるよう、地域の実情に応じて役割を 



   明確化するとともに、高齢農家の福祉の向上を図る必要がある。 

    農業者年金制度について、財政状況も踏まえ、その果たしてきた役割や機能を 
   検証しつつ、制度のあり方を見直すべきである。 

 (3) 市場原理の活用と農業経営の安定  

  ア 自由な経営展開を促進し、生産性の高い農業を営む経営感覚に優れた担い手を 
   育成するため、価格が需要の動向や品質に対する市場の評価を適切に反映するよ 
   う、農産物の価格政策に市場原理を一層活用すべきである。  

  イ この場合、価格変動により意欲ある担い手が大きな打撃を受けることがないよ 
   う、価格政策の見直しに応じ、市場原理活用の趣旨に反しないように留意しつつ、 
   価格低落時の経営への影響を緩和するための所得確保対策を講じていくべきであ 
   る。また、個々の品目ごとではなく農業経営単位での所得を確保するための対策 
   について、価格政策の見直し状況等を踏まえつつ検討していくべきである。 

  ウ 農業災害補償制度について、意欲ある担い手の育成と農業経営の安定を図る観 
   点から見直しを図るべきである。  

  エ 米の生産調整について、農業者の経営の選択として実施する方向を追求すると 
   ともに、生産性の高い水田営農の定着を図ることが必要である。  

  オ 資材費の削減等の努力とともに、農業の生産性の向上により、内外価格差の縮 
   小を図り、国産農産物の販路を確保・拡大する必要がある。  

 (4) 農業の自然循環機能の発揮  

  ア 農業の自然循環機能を発揮させるため、農法がより環境と調和した持続的なも 
   のになるよう、土づくりを基本として、化学肥料や農薬の使用量の低減等を併せ 
   て行う農法への転換を進めることが必要である。 

  イ 農薬、化学肥料、家畜ふん尿等による環境に対する負荷を低減するとともに、 
   有機性廃棄物の資源化と循環利用を推進していく必要がある。 

 (5) 生産基盤の整備  

  ア 農業生産基盤整備について、地域の立地条件に即した事業展開を図るとともに、 
   環境の保全等に配慮していくことが必要である。  

  イ 土地改良制度について、情勢変化を踏まえ総合的に見直しを行うべきである。 

 (6) 技術の開発・普及  

  ア 技術開発について、食料の安定供給、生産性の向上、品質・安全性等国民の期 
   待と政策の展開方向に即したものに重点を置く必要がある。 

  イ 農業改良普及事業について、事業のねらい・対象分野を重点化すべきである。 

   

３ 農業・農村の有する多面的機能の十分な発揮  



 (1) 農業・農村の有する多面的機能の重視  

   農業・農村の有する国土・環境保全、緑・景観の提供等の多面的機能が十分に発 
  揮されるよう、食料・農業・農村政策の各施策を実施することが必要である。（こ 
  れらの機能の役割について計量評価した場合、算出の根拠・条件により値は変わり 
  得るが、代替法による評価の一例として、年間約６兆９千億円に相当する価値があ 
  るとの試算がある。このうち中山間地域は約３兆円と全体の４割強を占める。） 

 (2) 美しく住みよい農村空間の創造のための総合的整備 

  ア 農村地域における計画的な土地利用と施設整備が行われるよう土地利用に関す 
   る制度を見直すとともに、必要な農地確保の方針を明示し、農地の有効利用や保 
   全のための施策を拡充すべきである。  

  イ 土地利用に関する計画手法と生産・生活面での基盤整備の事業手法とを組み合 
   わせ、農村の総合的な整備を行うことが必要である。 

 (3) 中山間地域等への公的支援  

  ア 中山間地域等の多彩な立地条件・地域資源を活用し、多様な農業生産を推進す 
   るとともに、加工・販売等と結びついた複合的・多角的経営を展開することが必 
   要である。また、就業機会の拡大を図るため、地場産業の振興を図ることが必要 
   である。  

  イ 中山間地域等への直接支払い  

    中山間地域等での多様な食料生産と多面的機能の低減の防止に資するよう、担 
   い手農家等の継続的で適切な農業生産活動等に対して直接支払いを行う政策は、 
   真に政策支援が必要な主体に焦点を当てた適用がなされ、施策の透明性が確保さ 
   れるならば、その点でメリットがあり、新たな公的支援策として有効な手法の一 
   つである。  

    直接支払いについては、既存施策との関係、費用対効果、地方公共団体の役割 
   等につき明確化する必要があり、国民の理解が得られる仕組みと運用のあり方、 
   すなわち対象地域、対象者、対象行為、財源等の検討を行っていく必要がある。 

 (4) 都市住民のニーズへの対応  

  ア 都市住民の多様なニーズに適切に対応するため、都市農業の役割を適切に評価  
   し、地域の実情に応じて必要な施策を講じるべきである。 

  イ グリーン・ツーリズム等都市と農村の交流活動を促進すべきである。 

   

４ 農業団体のあり方の見直し  

  各政策における各種農業団体の位置付け・役割を明確化するとともに、合併統合等 
 による組織の簡素合理化や事業運営の効率化に努めるべきである。  

   

５ 食料・農業・農村政策の行政手法  



 (1) 行政手法のあり方  

  ① 政策の効果について評価し、必要に応じ見直しを行う。  

  ② 財政措置について効率的・重点的に運用する。  

  ③ 情報公開と国民の意見の反映により、政策立案の透明性を確保する。  

  ④ 国と地方の役割分担を明確化する。  

  ⑤ 国際規律との整合性に留意する。  

 (2) 政策のプログラム化と定期的な見直し  

   今後３～５年間で推進する政策をプログラム化し、５年程度ごとに全体の見直し 
  を行うべきである。  

   

 おわりに  

   

 以上でございます。  

 続きまして、資料番号の４番でございますが、お手元に答申案がお配りしてあります 
ので、前回との修正点ということに絞りまして御紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、１ページ目でございます。「はじめに」の部分につきましては、前回の調査会 
におきまして、この全体が長過ぎるということで、簡潔にすべきであるという趣旨の御 
意見がございました。原案では、１ページにわたりまして書いている部分を、この「は 
じめに」の下から８行目までの段落に要約をいたしまして、前のもののダブっている部 
分等を短めるという修正を行っております。  

 続きまして、７ページ目でございます。７ページ目の(3)の部分の下から２行目でござ 
います。原案では「農業を担う者」という表現でございましたが、この表現につきまし 
て、かたいという御指摘がございまして、この案のように「農業を担う人」と書いてお 
ります。以下、同じような表現につきましては同様の修正を加えております。  

 次に、８ページ目でございます。８ページ目の中ほど、(7)の一番下から３行目の部分 
でございます。原案では「財政措置を従来以上に効率的かつ重点的に運用」云々と記述 
されておりました。こうした記述にしますと、これまでの運用の延長と取られるのでは 
ないかという御指摘がございましたので、「従来以上に」という部分を削除いたしまし 
て、今日の案のように修正をいたしております。同様に、24ページの５の(1)の②の部分 
も同じような表現となっておりましたので、同様の修正を加えております。  

 次に、９ページ目でございます。９ページ目の「第３は、」という一番下の段落で、 
この２行の部分でございます。前回の原案におきましては、「現実化し、総体として我 
が国農業の持てる力を最大限に発揮」と記述されておりましたけれども、「持てる力」 
の趣旨がわかりにくいという御意見がございまして、今日の案のように、「我が国農業 
の力を最大限に発揮することである。」と修文をいたしております。  

 次は11ページ目でございますが、上から13行目あたりでございます。「他方、国内消 



費の面では、食生活の変化により脂質摂取過多の傾向が生じており、」という文章がご 
ざいます。この後に、前回の案におきましては、「栄養バランスの崩れ、生活習慣病の 
増加等が懸念されている」云々という記述がございまして、この部分が次のページの(5) 
の部分と重複するのではないかということ等の御指摘がございました。したがいまして、 
そうした部分は削除しまして、今日の案ということにいたしております。  

 続きまして、12ページ目でございます。(5)の「食生活のあり方と的確な情報提供」の 
部分でございます。上から７行目に、「このため、国際規律」云々ということで続いて 
おります。前回の原案におきましては、この部分につきまして、「有機食品の検査・認 
証」と「遺伝子組換え食品の表示」を同じように書いていたわけでございますけれども、 
この二つの事柄は性質が違うのではないかという御指摘がございまして、書き分けてお 
ります。すなわち、「このため、国際規律との整合性も念頭に置きながら、有機食品の 
検査・認証制度の創設も含め食品の表示・規格制度の見直しを行うべきである。また、 
技術の進展に伴って開発されてきた遺伝子組換え食品等についても、表示に関する検討 
を進めるべきである。」と修正をいたしております。  

 それから、同じページのすぐ下の行、「また、我が国では栄養バランスのとれた」云 
々という部分がございます。原案におきましては、この部分につきまして、「栄養バラ 
ンスの優れた日本型食生活」となっておりましたけれども、単に栄養面だけではなく、 
食事の取り方などを含めまして、幅広い意味での食生活のことを記述すべきであるとい 
う御指摘がございましたので、ここにお示ししておりますように、「栄養バランスのと 
れた健康的で豊かな「日本型食生活」が営まれ」というふうに修文をいたしております。 

 続きまして、14ページ目でございます。真ん中に、イといたしまして、「優良農地の 
確保」という項目がございます。この上から５行目の一番右の末尾の方でございますが、 
「明示するとともに、農地は単なる私的な資産」となっております。原案では「農地は 
単なる個人的な資産ではなく」と記述されておりましたけれども、「個人的資産」より 
は「私的な資産」という表現が適当ではないかと御指摘がありましたので、そのとおり 
修文をいたしております。  

 続きまして、17ページ目でございます。17ページ目の真ん中ほどに、イといたしまし 
て、「意欲ある担い手に対する所得確保対策の導入」という項があります。この最後の 
３行の部分でございます。この点につきましては、原案におきましては「品目横断的な 
観点から」云々ということで、こうした表現の趣旨がわかりにくいという御指摘があり 
ましたので、この３行のように直しております。  

 読み上げますと、「農産物の価格変動に対応して、個々の品目ごとではなく農業経営 
単位での所得を確保するための対策を導入することについては、品目別の価格政策の見 
直しや所得確保対策の導入の状況を踏まえつつ、検討していくべきである。」、以上の 
ように修文をいたしております。  

 続きまして、18ページ目でございます。真ん中から下の方に、オといたしまして、 
「内外価格差の縮小」という項目がございます。この下から２行目の点でございます。 
原案におきましては「一層の活用及び意欲ある担い手の所得確保」云々ということで文 
章がございましたけれども、この文章は、修正にありますように、「担い手の所得の確 
保対策」とした方が適切ではないかという御指摘がありましたので、御指摘のとおり、 
修文をいたしております。  

 続きまして、19ページ目でございます。上の方に、イといたしまして、「環境に対す 
る負荷の低減」という項目がございます。この２行目でございます。原案では「化学肥 
料や農薬の不適切な使用」という表現がございましたけれども、化学肥料のみならず有 
機質肥料の不適切な使用も問題ではないかという御指摘を踏まえまして、ここにありま 
すように、「化学」という字を取りまして、「肥料や農薬の不適切な使用」という表現 



にいたしております。  

 それから、同じページの下の方に、(5)といたしまして、「生産基盤の整備」という項 
目がございます。この下２行につきまして、原案におきましては「総合的な見地から土 
地改良制度の見直しを行う」と記述をいたしておりましたけれども、問題の所在等の具 
体的な点がよくわからないという御指摘がございましたので、その御指摘を踏まえまし 
て、下の２行のように、「このような点も含め、土地改良制度について、農業構造の変 
化、ニーズの多様化等を踏まえ、総合的に見直しを行うべきである。」というふうに修 
文をいたしております。  

 次に、20ページ目でございます。20ページの３、「(1)農業・農村の有する多面的機能 
の重視」のところで、金額表示をいたしている点でございます。この点につきましては、 
前回の調査会におきましてさまざまな前提条件等で数値が変わることを本文で触れるこ 
とが適当かどうかという意見がありました一方で、農業・農村のこうした価値を数値化 
することは世界的にも取り組まれているということですとか、公益的な機能に対します 
国民の理解を深めるためには数字が必要という御意見等いろいろございました。最終的 
には、こうした括弧で一応御紹介することではどうかということで修文をいたしており 
ます。  

 次に、21ページ目でございます。21ページ目の下の方に、「(3)中山間地域等への公的 
支援」というところがございます。上から３行目の中ほどに、「自然的条件が不利で、 
規模拡大等による」云々とありますが、原案におきましては「規模拡大による」という 
ことで「等」が入っておりませんでした。単なる規模拡大だけではないのではないかと 
いうことで、今日の案にありますように、「等」を入れているということでございます。 

 次に、22ページ目でございます。アの「特色ある農業・林業・地場産業の展開」とい 
う表題でございます。前回、林業の重要性がこの表題自体に盛り込まれていないという 
御指摘を踏まえまして、原案では「特色ある農業、関連産業の展開」ということだった 
わけでございますけれども、表題自体を「農業・林業・地場産業の展開」ということで、 
広げたような中身にしております。  

 また、その趣旨を文章に盛り込むということで、上から３行目の「また」以下でござ 
います。「また、中山間地域等では森林が極めて大きなウェイトを占めており、その活 
用を組み入れた地域振興が特に重要である。」という文章を挿入いたしております。 

 同時に、こうした中山間地域等におきましては、農林業以外のものの活用も重要では 
ないかという趣旨の御指摘がありましたことを踏まえまして、アの最後の３行でござい 
ますが、「さらに、中山間地域等においては、幅広く就業・所得機会の増大を図ってい 
くことが重要であり、立地条件や地域支援を活かした観光等各種地場産業の振興を図る 
必要がある。」という趣旨の文言を加えております。  

 最後に、23ページでございます。イといたしまして、真ん中よりちょっと上に、「都 
市と農村の交流と相互理解の促進」という項目がございます。この中におきまして、児 
童・生徒の農業体験学習を全国的に展開すべきではないかという御意見がありましたの 
で、そうした趣旨を踏まえまして、イの最後に３行加えております。読み上げますと、 
「以上のほか、児童・生徒の農業体験学習については、自然に親しむ機会を与え、豊か 
な心をはぐくむ役割も果たしており、全国的にこうした活動を一層展開すべきである。」 
と、この文章を入れております。  

 以上が修文の概要でございます。  

○会長 ありがとうございました。 



 ということで、前回、皆様方からお出しいただいた意見を可能な限り修文の形で訂正 
させていただきました。  

 この答申案を本調査会の答申として決定したいと思いますが、いかがでございましょ 
うか。  

〔「異議なし」の声あり〕  

○会長 ありがとうございました。  

 それでは、この答申案は決定とさせていただきます。  

   

３ 答申  

   

○会長  総理もお見えになりましたので、ただいまから、答申を内閣総理大臣にお渡 
ししたいと存じます。  

〔答申書手交〕  

○内閣総理大臣  長い間、ありがとうございました。委員各位、どうもありがとうご 
ざいました。  

   

４ 内閣総理大臣あいさつ  

   

○会長  ここで、内閣総理大臣にごあいさつをお願いいたします。  

○内閣総理大臣  ただいま答申をいただきました。  

 木村会長を初め調査会委員・専門委員の皆様方におかれましては、昨年４月の調査会 
の発足以来、約１年半の長期間にわたり精力的な御議論を賜りまして、ありがとうござ 
いました。厚く御礼申し上げます。  

 今日、我が国は、急速な少子高齢化、情報化、国際化などが進展する中で、大きな変 
革期に直面しており、国民の間に我が国経済・社会の将来に対する不安感が生まれてい 
ます。このような中で、我が国経済を再生し、また経済構造改革を推進しつつ、豊かで 
安心のできる社会を築き上げていくことが急務となっております。世界に目を転じます 
と、人口・食料・環境・エネルギー問題は、21世紀を間近に控えて、日々重要性を増し 
ております。  

 こうした情勢のもとにあって、国民の毎日の暮らしに欠かすことのできない食料を生 
産する我が国の農業と農村は、長い歴史と伝統のもとに、その生産活動を通じて国土や 
環境を保全するとともに、我が国経済社会の安定と繁栄の礎としての役割を果たしてき 
ました。  

 しかしながら、今日では、将来に向けての食料供給力と国土・環境を保全する機能の 



低下が懸念されており、これに早急かつ適切に対処する必要があります。  

 本日いただきました答申は、我が国各界の英知を結集していただいたものであり、21 
世紀を展望した我が国の経済社会システムの改革とあわせて、食料・農業・農村政策を 
構築していく上で、基本的な指針となるものと重く受けとめております。  

 政府といたしましては、答申を尊重し、ここに示されました政策の実現に向けて最大 
限の努力を傾注してまいる所存であります。  

 答申の取りまとめに御尽力をいただきました委員・専門委員各位に重ねて御礼を申し 
上げまして、私のあいさつといたします。  

 どうもありがとうございました。  

○会長 ありがとうございました。総理は御所用のため、直ちに退席されます。  

○内閣総理大臣 会長、ありがとうございました。 

   

５ 農林水産大臣あいさつ  

   

○会長 引き続きまして、中川農林水産大臣にごあいさつをお願いいたします。  

○農林水産大臣 ただいま総理からごあいさつがございましたので、一言、私からも申 
し上げさせていただきます。  

 本調査会におかれましては、53回に上る御審議をいただき、ただいま総理に対しまし 
て答申をいただきましたことに、心から厚く御礼を申し上げます。 

 国民を代表する各界各層の皆様方に御参集いただき、本調査会は、まさに国民的な討 
議の場として熱い論議を繰り返してきていただきました。私も皆様方の御議論を拝聴さ 
せていただく機会もございましたが、本日、総理に御提出いただきました答申は、この 
ような皆様方の御努力のたまものであり、皆様方に深く敬意を表する次第であります。 

 今後は、いただきました答申を真剣に受けとめ、政策具体化のためのプログラムを速 
やかに作成し、これに沿って個別の施策を重視しながら、21世紀を切り開く食料・農業 
・農村政策の遂行に全力を尽くしてまいりたいと考えております。  

 委員・専門委員の皆様方におかれましては、今後とも農林水産行政に対し御指導、御 
鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

 まことにありがとうございました。  

○会長 ありがとうございました。  

   

   

６ 会長あいさつ  



   

○会長 調査会答申を終えまして、私からも一言あいさつさせていただきます。  

 １年半の長い間にわたりまして、皆様方には大変熱心に御議論いただきまして、また 
御協力を頂戴いたしました。おかげさまで、やっと本日、この首相官邸で総理に答申を 
させていただくことができました。改めまして、心から厚く御礼申し上げます。 

 これから、政府におかれましては、この答申に示された考え方を踏まえまして、国民 
的な合意の形成を図りながら、現行の農業基本法にかわる新しい基本法の制定に取り組 
んでいただきたいと存ずる次第でございます。事は国民の「くらしといのち」にかかわ 
ることでございますので、早急に具体化のための政策を実現していただきますよう、重 
ねてよろしくお願い申し上げます。 

 本答申の作成に際しまして、終始、お忙しい中、熱心に御議論いただきました委員、 
専門委員の方々に重ねて厚く御礼を申し上げます。また、私たちを支えてくださいまし 
た事務局の皆様方の御努力にも、ト書きにありませんが、ここで改めてお礼を申し上げ 
ます。まことにありがとうございました。  

   

７ 閉会  

   

○会長  この調査会の終了後、私と食料部会長、農業部会長、農村部会長の４人で答申 
に関する記者発表を行うことになっております。御了解いただければ幸いでございます。 

 これで食料・農業・農村基本問題調査会を閉会させていただきます。ありがとうござ 
いました。  

   


