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１ 開 会  

   

○会長 それでは、皆さんおはようございます。  

 大変お久しぶりでございまして、何か同窓会みたいな感じがしますが、今回、最終回、第12回食
料・農業・農村基本問題調査会でございまして、これから開会させていただきます。  

 本調査会、平成９年４月18日に第１回の調査会を開催して以来、約２年にわたりまして活動を続
けてまいりましたが、今月の31日をもって我々みんな首ということで、役目を終えることになるわけ
でございます。  

 本日、その最終回としまして、昨年９月17日の答申を踏まえまして、このたび３月９日に政府が閣
議決定を経て国会に提出いたしました食料・農業・農村基本法案についてご説明いただきます。
その後、自由な意見交換をしたいと思っております。何とぞよろしくお願い申し上げます。  

 まず、本日は松下政務次官にご出席いただいておりますので、ごあいさつをちょうだいしたいと
思います。よろしくお願いします。  

   

２ 農林水産政務次官挨拶  



○松下政務次官 おはようございます。  

 政務次官、松下忠洋でございます。  

 大臣は、ただいま衆議院の農林水産委員会が開会しておりまして、本日、米の関税化に関連す
る食糧法関係の改正案が、審議の後、採決、可決ということになっておりますので、その委員会の
方に出ておりまして、私が参りました。よろしくお願いいたします。  

 今、会長からお話ございましたけれども、新たな基本法につきましては、昨年９月に本調査会か
ら答申をいただきました。それを踏まえて食料・農業・農村基本法案、これを３月９日に閣議決定
いたしました。今、国会で審議が始まっております。大変期待しておりまして、皆さん方にまずこの
ことをご報告申し上げたいと存じます。  

 内容につきましては、後から説明を申し上げますけれども、農業の持続的な発展と農村の振興
を基盤として食料の安定供給と国土保全等の多面的な機能の発揮を確かなものとすることを基本
理念としておりまして、食料自給率の目標を基本計画に定めるなど、政策推進の基本的事項を明
らかにしております。これらは本調査会の答申を踏まえたものでございまして、農業者が誇りと自
信を持って国民が「くらしといのち」の安全と安心を実感できるための政策指針となるものと確信し
ております。  

 本法案につきましては、現行農業基本法制定から数え、ほぼ40年ぶりに農政の向かうべき新た
な方向づけを行おうとするものであります。農業者はもとより、消費者を含めた国民各界各層から
は大きな期待が寄せられておりまして、政府としましても、本法案の早期成立を目指して国民全体
の理解を得て、新たな食料・農業・農村政策の構築とその推進に全力を傾注する考えでございま
す。  

 農政改革に向けた作業がここまで進展いたしましたのも、ひとえに木村会長を初めとする調査会
の皆様方の本当のご指導のおかげでございまして、心から感謝、そして御礼を申し上げる次第で
ございます。  

 本調査会は、３月31日をもってその任務を終えることになりますけれども、先生方におかれまし
ては、引き続き農政に対するご支援、ご協力を賜りますように心からお願いを申し上げる次第でご
ざいます。  

 また、新しい農業基本法の出発に際しまして、行政改革の中でも農林水産省の本省も含めて大
幅な機構改革、内部の改革に踏み切りまして、課の編成、局の編成もし直しました。いよいよ新し
い出発になりますので、それも含めて皆さん方に今日はご説明を申し上げたいと考えております。 

 よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。  

   

○会長 松下政務次官、まことにありがとうございました。  

 それでは、食料・農業・農村基本法案につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。よろ
しくお願いします。  

   

３ 資料説明  

   



○事務局 企画室長でございます。  

 お手元に何種類か資料をお配りしてございますが、資料４の一番厚い資料でご説明をさせてい
ただきたいと思います。  

 法案につきましては、中ほどにはさまっておりまして、赤い附せんをつけておりますので、そこの
ところをお開きいただきたいと思います。そこから法案が始まってございます。最初の方は要綱で
ございますので、この法案の方でご説明をさせていただきたいと思います。  

 まず、名称でございますが、「食料・農業・農村基本法」ということになってございます。法のカバ
ーする範囲が拡大したことに伴い、「食料・農村」という部分を含めての基本法ということになりまし
た。  

 また、現行基本法を廃止をして新法を制定するという形にとっております。これは当時とは状況
が大きく変わってございますし、その基本理念も変わってございます。国民の新たな要請というこ
ともございまして、現行法を廃止して新法を制定するという形にしておるところでございます。  

 目次が１ページにございますけれども、４章43条ということでございます。現在の法律が６章29条
でございますので、やや条文は多くなっております。  

 第１章は総則で、目的なり基本理念あるいは国の責務等を盛り込むところでございます。２章が
基本的施策で、基本計画と食料・農業・農村それぞれにつきまして基本施策を掲げておるところで
ございます。第３章が行政機関及び団体、それから、第４章が現在の農政審議会が衣替えをいた
しまして、食料・農業・農村政策審議会ということになるわけでございまして、その関係の規定を置
いておるところでございます。  

 それでは、２ページをお開きいただきたいと思います。  

 第１条が目的でございます。この基本理念なり、あるいは基本となる事項を定め、あるいは国等
の責務を明らかにするということで、究極的な目的でございますが、国民生活の安定向上及び国
民経済の健全な発展ということを目的にしてございます。  

 現行の基本法は、農業の発展と農業従事者の地位の向上ということを目的にしておりましたが、
先ほど申し上げましたように、視野を広く全般の視点に立ってこの法律があるということでござい
ます。  

 続きまして、第２条から第５条までの４条が、いわゆる基本理念をなす部分でございます。  

 第２条をごらんいただきたいと思いますが、食料の安定供給の確保という柱になってございま
す。第１項におきましては、食料の国民生活におきます重要性ということにかんがみまして、良質
な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならないという原則を課しております。  

 そして、２項でございますが、ここは安定供給の体制といいますか、仕組みを書いておりまして、
国内の農業生産を基本として、これと輸入及び備蓄を適切に組み合わすということでございます。 

 ３項目が供給の対応なりあり方を示しておりまして、農業の生産性の向上、それから高度化、多
様化する国民の需要に即して行うということでございまして、これは供給の両翼をなしております
農業と食品産業の健全な発展を総合的に図るということを通じて達成するということでございま
す。  

 ４項目が不測の事態におきます供給ということで、最低限必要とする食料はそういう事態におい
ても供給の確保が図られなければならないという原則を示しております。  



 次の第３条が、いわゆる多面的機能ということで、国土の保全等、そこに掲げておりますような
機能が国民生活あるいは国民経済の安定に果たす役割ということで将来にわたって適切かつ十
分に発揮されなければならないということでございます。  

 この２条、３条が、いわゆる国民的要請の非常に高い機能でございます。これの支えます農業あ
るいは農村、基盤をなします農業・農村につきまして次の４条、５条ということで規定をするという
構造になっておるところでございます。  

 ３ページの第４条、農業の持続的な発展ということでございますが、農地、農業用水、その他農
業資源あるいは農業の担い手を確保いたしまして地域の特性に応じてこれらを効率的に組み合
わせた望ましい農業構造を構築するということで、ここの部分は経済効率性の追求ということでご
ざいます。他方、農業の自然循環機能というもので、農業の有する特質を生かしながら全国の経
済効率性と調和をとりながらやっていくということで農業の持続的な発展を図っていくということの
考え方が示されております。  

 ４ページの第５条、農村の振興ですが、農村はまさに農業の持続的な発展の基盤の役割をなし
ているということで２行目に書いてございます。そういうことで、この機能の十分な発揮ということで
生産条件の整備はもちろんでございますが、生活環境の整備その他福祉の向上ということで総合
的な振興が図られなければならないということの原則を書いているところでございます。  

 以上の４条が、いわゆる基本理念でございます。  

 第６条におきましては、水産業と林業への配慮ということで、これは食料あるいは農村の振興す
ることで密接に関連をいたしておりますので、その振興に必要な配慮がなされるものとするという
ことを書いてございます。  

 第７条から第12条までにつきましては、国、地方公共団体の責務でありますとか消費者の役割
等に至るまでの規定となってございます。  

 第７条は、国の責務でございまして、この基本理念にのっとりまして総合的に策定し、及び実施
する責務ということが書いてございます。そして、特に５ページの冒頭の第２項でございますが、国
民の理解を得ながらこういう政策を進めていくということで、基本理念に関する国民の理解を深め
るよう努めるということを特記してございます。  

 第８条は、地方公共団体でございまして、地方分権の時代でございますので、国と適切な役割
分担、またその行政区域の諸条件に応じた施策策定等の責務を有するということでございます。  

 第９条が農業者及び団体の努力でございまして、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努め
るということになってございます。  

 第10条は、食品産業の事業者ということで、これも基本理念にのっとりまして、国民に対する食
料の供給が図られるよう努めるということでございます。  

 次のページ、第11条でございます。国あるいは地方公共団体が施策を講ずるに当たっての趣旨
でございますが、農業者あるいは団体、あるいは事業者が行います自主的な努力を支援するとい
うことを旨として行うということでございます。  

 そして、第12条が消費者の役割ということで、自給率の目標等も掲げますが、食料の消費向上
に積極的な役割を果たしていただきたいということで、こういう規定も置いてございます。  

 それから、次の第13条は法制上の措置ということで、法制上、財政上あるいは金融上の措置を
政府は講ずるということでございます。  



 第14条が年次報告に関する規定でございまして、動向編と施策編があるわけでございますが、
国会への提出ということを規定してございますし、施策につきましては審議会の意見を聞くという
手続規定を置いてございます。  

 第２章からが次の７ページに入ります。基本的施策の部分でございます。  

 第１節が食料・農業・農村基本計画ということでございます。  

 基本法は、その基本理念なり基本的施策ということで、いわば宣言法ということでございますが、
個々の個別具体の施策の展開がどうなるかということを明らかにするという意味で、その間をつな
ぐものとしてこの基本計画を掲げまして、おおむね10年程度の先を見直しまして作成することにし
てございますが、そして、それを５年ごとに必要な見直しをしながら行うということで、いわゆるロー
リング方式の計画を想定をしております。  

 ２項に計画事項がございます。１号は基本的な方針ということでございます。２号に、いわゆる食
料自給率の目標というものを定めるんだということを明記してございます。  

 そして、この食料自給率の目標につきましては、そのページの最後でございますが、性格づけ等
をあわせて書いてございます。国内の農業生産及び食料消費に関する指針としまして、農業者そ
の他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めると書いてございます。農村に関しまして
は他の計画との調和について第４項で規定しておりますし、第５項におきましてはこの審議会の意
見を聞いて定めるということにしてございます。また公表の規定や、先ほど言いました５年ごとの
変更の規定ということについては第７項に置いてございます。これはいわゆる政策評価等も踏ま
えまして行うということにしておるところでございます。  

 これが基本計画でございますが、続きまして、第２節に入らせていただきます。食料政策の部分
でございます。  

 まず、第16条は食料消費に関する施策の充実ということで、食料の安全性の確保あるいは品質
の改善ということでございますが、それに伴いまして消費者の合理的な選択に資するということで
食品の表示の適正化、その他の必要な施策ということでございます。  

 また、２項におきましては、特に食生活のあり方の的確な情報の提供という趣旨で、１つは健全
な食生活に関する指針というものを策定するということを明示をしてございますし、情報提供その
他につきましての施策についても明記してございます。  

 それから、第17条が食品産業の健全な発展ということでございます。食料供給の一翼を担いま
す食品産業につきまして事業基盤の強化あるいは農業との連携の推進、技術の合理化、その他
必要な施策を講じるということについて書いてございます。食品産業は、流通業を含む広い概念と
して規定をしてございます。  

 それから、次の第18条、農産物の輸出入に関する措置ということでございます。１つは、安定的
な輸入の確保ということの施策を講ずるということでございますし、もう一つは競争関係にある農
産物の生産に重大な支障がある場合等におきまして、緊急に必要があるときは関税率の調整、
輸入制限等を行うということでございます。もちろんこの実質的な発動は実際は国際的なルール
に従って行うということでございます。第２項におきましては、輸出の促進に関する規定を置いてご
ざいます。  

 それから10ページでございますが、第19条でございます。不測時における食料安全保障というこ
とでございまして、国民が最低限必要とする食料の供給を確保するために食料の増産であります
とか流通の制限その他必要な施策を講ずるということでございます。法例としましては初めて食料
安全保障という言葉を使わせていただいたところでございます。  



 それから第20条でございますが、国際協力の推進ということで、これは世界の食料需給の安定
が日本の食料の安定、食料安全保障にも資するということもございます。広く国際貢献ということ
でも、その国際協力の推進に努めるという趣旨を書いてございます。  

 続きまして第３節でございます。農業の持続的な発展に関する施策ということで、農業の分野で
ございます。  

 第21条は、望ましい農業構造を確立するということで、そのあり方といたしましては効率的、安定
的な農業経営という概念がまずはございます。この新政策以降とられた概念でございますが、こう
いう経営が農業生産の相当部分を担う農業構造ということでございます。ただ、これは全国画一
的にそういう構造ということではなくて、営農の類型あるいは地域の特性に応じて図っていくという
ことの趣旨を明記してございます。  

 それから、第22条が個々の農業経営の展開をどう図るかということでございますが、ご覧いただ
きますように、国は専ら農業を営む者その他経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業
経営を展開できるようにするということが重要だということで、専ら農業を営む者というのは農業を
主として作業に取り組んでいただく専業的な農家というものを考えております。あるいは経営意欲
のある農業者というものをターゲットにいたしまして、特にそういう方々の創意工夫を生かした農業
展開を確保するということが重要だということでございまして、経営の発展なり、あるいは円滑な継
承に資する条件整備、あるいは農業経営の活性化、法人化の推進ということの必要施策を講ずる
としてございます。  

 それから次の11ページ、第23条は、農地の確保及び有効利用ということでございます。農業生
産の基盤となる農地でございますので、その確保なり有効利用を図るための施策というものを明
示してございます。  

 それから、第24条がそういった農地の営農条件をよくするとか、あるいは農業用水を確保すると
いう意味での農業生産基盤の整備ということで土地改良事業等の関係でございますが、これにつ
きましては時代の要請や地域の特性に応じて、また環境との調和に配慮しつつ事業の効率的な
実施を旨として必要な事業を行うということでございます。  

 次のページ、第25条から28条までの４条が、いわゆる担い手に関します規定でございます。第25
条は、一般的な人材の育成及び確保という規定にしてございまして、その技術なり経営管理能力
の向上、また新規就農者を対象にしたいろいろな施策の推進というものも書いてございます。それ
から、国民的理解の一環といたしまして、第２項におきましては農業に関する教育の振興その他
必要な施策を講ずるということもここに規定してございます。それから、第26条が女性の参画の促
進でございまして、営農上、重要な役割を果たしております女性につきまして、役割の適正な評価
でありますとか、自らの意思によりまして農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確
保するための環境整備を推進するということでございます。第27条が高齢農業者に関する規定で
ございます。それぞれの立場に応じた役割分担あるいは技術能力に応じた活動の促進のための
環境整備ということがございまして、特に高齢農業者の場合、福祉の向上というのも大きなテーマ
になってございますので、その点を明記してございます。それから、第28条が農業生産組織の活
動の促進ということでございます。地域によりましては、個々の農業経営だけではなかなか対応が
し難い部分があるわけでございまして、ここの中にございますとおり、集落を基礎とした農業者の
組織、いわゆる集落営農あるいは共同農業組織、あるいは受託の農作業組織というものがござ
いますので、そういうものにつきましても、あわせて必要な措置を講じていくということを明記してご
ざいます。以上が担い手の関係でございます。  

 第29条は技術の開発及び普及に関する規定でございまして、生産性の向上や品質の向上に不
可欠な技術の開発につきましては、ここにも書いてございますとおり研究開発の目標の明確化で
ありますとか、連携の強化あるいは普及事業の推進といったものを明記してございます。  

 それから、第30条が価格政策と経営安定対策の関係の規定でございます。価格政策につきまし



ては、第１項にございますとおり、農産物の価格が需給事情なり、あるいは品質評価を適切に反
映して形成されるようということで、市場評価が適切に反映されるような価格政策への見直しとい
うものをいたします。第２項は、これにあわせまして育成すべき農業経営にその価格の著しい変動
が影響を及ぼすことを緩和するための必要な施策ということで、経営安定対策もあわせて講じて
いくということの趣旨を書いてございます。  

 14ページ、第31条は、災害によります損失補てんということで、これも農業が自然を相手にして
おりますので、重要な規定でございます。  

 それから、第32条でございますが、自然循環機能の維持増進ということでございます。農業の持
続的発展を図る上で一つの大きな要素であります自然循環機能につきましては、ここに書いてご
ざいますとおり農薬及び肥料の適正な使用の確保でありますとか、あるいは地力の増進や、その
他必要な施策を講ずるものということで、基本的な考え方を書いてございます。  

 第33条が農業資材の関係でございます。コスト問題では非常にウエートの高い農業資材につき
まして生産、流通の合理化の促進その他必要な施策ということで基本的な考え方を書いたところ
でございます。  

 14ページの最後からが第４節でございまして、農村の振興に関する施策ということになってござ
います。第34条でございますが、これは一般的な農村の振興を書いてございます。土地利用の調
整が重要であるということをまず書きまして、農業の振興のみならず総合的な振興ということを計
画的に推進するという考え方を第１項で述べております。  

 また、振興のあり方でございますが、目的的には地域の農業の健全な発展とともに景観がすぐ
れ、豊かで住みよい農村ということで定住の条件も含めまして、その地域の特性に応じた農業生
産の基盤の整備のみならず、これとあわせまして、そこに書いてございます生活環境の整備、イン
フラ、そういうものもあわせて総合的に推進するんだという考え方を述べております。  

 第35条が中山間地域等の振興でございます。中山間地域等につきましては、特に高齢化、過疎
化等が深刻でございますし、特に就業機会にも恵まれないという状況にございますので、ここに書
いてございますとおり、地域の特性に応じましてさまざまな施策の実施が必要であるということで
書いてございます。  

 それから、第２項でございますが、これは中山間地域等におきます直接支払いを念頭に置いた
規定でございます。適切な農業生産活動が継続的に行われるように農業の生産条件に関する不
利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策というふ
うに位置づけてございます。  

 それから次のページ、第36条でございます。都市と農村との交流ということで、農業及び農村に
関する国民の理解と関心を深めるということ、それから健康でゆとりある生活に資するという観点
から交流の促進、また市民農園の整備等をするというのが第１項でございます。そして、第２項に
おきましては、いわゆる都市農業を位置づけてございます。都市及びその周辺における農業につ
きましては、消費地に近い特性を生かしまして、都市住民の需要に即した農業生産の振興を図る
ために必要な施策を講ずるというふうにしてございます。  

 以上が農村の振興に関する規定で３条にわたって規定をしてございます。  

 次の３章が行政機関及び団体ということで、第37条、38条でございますが、第37条は、国及び地
方公共団体というのは、行政組織の整備なり、あるいは行政運営の効率化及び透明性の向上と
いうことを基本的流れとして進めるということでございますし、団体につきましても、効率的な再編
整備ということを目指す。それについて国は必要な施策を講ずると、こういう形にしてございます。 

 それから、第４章でございますが、食料・農業・農村政策審議会でございまして、現行基本法に



置かれております農政審議会を衣替えするものでございます。第39条に農林水産省にこの審議
会を置くということでございます。その権限といたしましては、従来と同じでございますが、この法
律なり、あるいは他の法例の規定によって権限に属された事項を処理するということもございます
し、内閣総理大臣等の諮問に応じまして重要事項を調査審議するということでございますし、内閣
総理大臣等に対して意見を述べることができるということになってございます。  

 第41条は組織に関する規定でございますし、42条は資料の提出等の要求、また43条は委任規
定ということでございます。以上が本則でございます。  

 附則をごらんいただきたいと思います。  

 第１条でございますが、この法律は公布の日から施行するということにしてございます。  

 第２条が、冒頭申し上げましたように、現行の基本法を廃止して新法という形での制定ということ
で現行基本法は廃止をするという規定を第２条に置いてございます。  

 第３条以下は、今回の制定に伴います経過措置等でございます。各種の関係、それから、土地
改良法でも農政審議会の意見を聞いて長期計画を定めるといったようなことがございましたので、
その改正について規定をしてございます。  

 それから、第５条では甘味資源特別措置法で長期見通し等を引用しておりましたので、今回は
その規定を廃止いたしますので、その関係での整理をしてございます。  

 それから、国有林野の活用に関する法律につきましては、基本法の農業構造の改善という定義
を引用しておりましたので、その関係での整理をしたということでございます。  

 ちょっと駆け足でおわかりづらかったと思いますが、以上が基本法案の内容でございます。以上
でございます。  

   

○会長 ありがとうございました。  

 続きまして、先ほど政務次官からお話がありました、これから後、2001年１月からということのよ
うでありますが、農水省の部局の再編成ということがございまして、その中身についてお手元に資
料が行っているかと思いますが、総務審議官の方からご説明をお願いします。  

   

○事務局 お手元に配付してあると思いますが、２枚紙の「再編成の基本方向」という資料に沿
いましてご説明をさせていただきます。  

 ご案内のとおり、中央省庁の改革でございますけれども、2001年１月から12省庁体制にするとい
うことが決まっております。  

 これは内部編成につきましては、中身といたしましては２つございまして、１つは従来の産業別、
事業別あるいは物別の内部部局の編成から行政目的あるいは機能別に再編成をし直すというの
が１つございます。それから、もう一つは、現在、局の数が全省庁合わせまして 128ございますけ
れども、これを90に近づけるということが決まっておったわけでございますけれども、これを最終的
には96にするとうことが決まっております。これに伴いまして、農林水産省につきましては、現在、
内局というのが５局ございましたが、これを１つ減らす。官房のほかに４つの局ということが決定さ
れたということでございます。  



 このように、編成につきまして行政目的、機能別にするということ、それから、局の数を１つ減ら
すということを踏まえまして、農林水産省といたしましては、そこにありますような形の再編成を行
うということにいたしております。  

 １つの基本的考え方のところにございますように、食料・農業・農村政策を推進するという観点か
ら、食料・農業・農村とこの３つに大きく分けるということでございます。  

 食料では、食料の安定供給に着目した行政分野ということで自給率の問題、それから流通、消
費の問題をここで行うということでございます。  

 それから、２つ目は農業でございますけれども、農業の分野は非常に広いということで、これを生
産と担い手、経営の２つの分野に分けております。生産の分野では、技術、手段、価格等、こうい
うものに着目しまして、そこにありますように生産局というものを作るということでございます。ここ
では、その２の新しい内部部局編成のところにございますように、農畜産物の生産・価格対策、病
害虫防除、生産資材あるいは環境保全型農業の推進、こういうものを行うということでございま
す。  

 それから、農業はもう一つございまして、担い手、経営に着目した分野ということで、その２のとこ
ろにあります経営局という形で金融、税制あるいは人の問題、それから普及、保険の問題を携わ
るということでございます。  

 それから、３つ目が農村、中山間という地域の振興に着目した行政分野ということで、農村振興
局という形で農振制度、それから農業農村整備事業、中山間地域の振興、山村振興、こういうも
のをここで担わせるということにいたしております。  

 それから、食料のところでは総合食料局ということで、安全保障の問題、表示の問題等、あるい
は国際交渉の問題を行うということでございます。  

 このように、４つの局に編成する。このほかに官房がございます。  

 なお、一番下のところに書いてございます米の生産調整業務は、これまで農産園芸局が所掌し
ておりましたが、米はすべて食糧庁の方に所掌させるということでございます。  

 なお、食糧庁はそこにあるとおりでございますが、このほかに林野庁、水産庁は現行のままとい
うことでございます。  

 このように、今後の農林水産省2001年１月以降は１官房４局３外局という形でスタートするとうこ
とになります。  

 また、課の編成でございますけれども、課の編成につきましても、この局の編成にあわせしまし
て、現在、今検討を進めているところでございまして、また最終の農林水産省全体でどれぐらい削
減するかというのは来ておりません。全体では当面全省庁合わせまして 1,200の課がございます
けれども、これを当面は 1,000にする。全体で15％程度削減するということになっておりまして、い
ずれ農林水産省も課を幾ら削減するかというのがあります。それを今回のこの局の編成にあわせ
ましてその削減もその中でこなしていくということになります。  

 ２ページ目に新旧対照を入れてございますが、説明は省略させていただきます。  

 以上でございます。  

   

４ 意見交換  



   

○会長 ありがとうございました。  

 ただいまの法案の説明並びに部局の再編成、事務局からご説明いただきましたが、これから後
は自由討議というか、ご意見なりご質問なり、何しろ最終回ですから、何でも結構でございます。ど
うぞ、遺言のつもりでおっしゃっていただければ幸いでございますので、よろしくお願いします。  

   

○専門委員 コメントは後で、もし時間があればさせていただくことにいたしまして、ごく単純な質
問をさせていただきたいと存じます。  

 この調査会で例の株式会社の参入問題、それから中山間地における公的助成という問題が大
きく議論されたと思うんですが、その件についてはどういういきさつで、どういうことになったのか、
ちょっと若干詳しくご説明をいただければ大変幸せであります。  

   

○事務局 まず、株式会社の参入問題でございますが、ご答申をいただきまして、さらにそれを具
体化するということで与党の方と、また団体の方とも議論をしまして大綱という形で昨年の暮れに
まとめてございます。  

 その中で、農業生産法人の一形態として導入するということでの基本的な方向は既に結論をい
ただいておりまして、ただ、いろいろ懸念がございます。投機的な土地取得が行われるんではない
かとの懸念がございまして、そういったものを払拭する具体的なあり方と措置というものについて
さらに検討を進めるということでございます。  

 このことにつきましては、直接の担当である構造改善局の方で調査研究会を既に発足させてま
して、この７月なり８月の上旬に結論を出すということでの検討が今鋭意行われているところでご
ざいます。  

 その結論が得られますれば、これは農地法の改正でございますので、次の通常国会に提出が
なされるということを予定しているところでございます。  

 それで、法律の規定の関係でいいますと、そういう個別の規定でございますので、特にこの基本
法には明示してございませんが、ただ、考え方の範囲といたしましては第22条の農業経営の法人
化の推進ということの範疇に入る事柄というふうに位置づけておるところでございます。  

 それから、２点目の中山間地域に対する直接支払いの問題でございますが、これにつきましても
12年度から実施に移すということでの結論が出ております。ただ、この対象地域でありますとか対
象の行為でありますとか、あるいはそういう助成の手法でありますとか、そういうものの具体的な
詰めにつきましては、これもまたさらにより詳細な検討が必要ということでございまして、これにつ
きましても制度の検討会を構造改善局の方で設けまして、１月から発足をいたしまして、今現在、
鋭意検討が行われているというところでございまして、これも来年度予算にまとめなくてはいけま
せんので、来年度の概算要求に間に合うように７月を目途で今最終取りまとめに向けての検討を
鋭意行っておられるということでございます。  

 また、法律の関係でいきますと、先ほど申し上げましたように、これはより具体的な形で第35条２
項の方にその考え方を規定させていただいたところでございます。  

 以上でございます。  



   

○会長 ほかに。  

   

○委員 第32条と33条ですけれども、自然循環機能の農業ということなんですが、今、農業をして
おりまして、農業資材の低減ということが書いてあるんですけれども、例えばブドウや桃を発送す
る場合、昔はもみがらとか木の細かいもくげなんかを使って発送していたんですが、最近は手軽さ
ということで発泡スチロールのつぶだとかスポンジの細かいものを、例えば桃の下へ入れて都会
へ発送しますが、消費者の方へ発送して、それが大変ごみとして困ると思うんです。自分も農業し
ながら、これらが都会へ行ったときに困るんだろうなと思うんですよ。そういうことが日々感じられる
もんです。しかし、山梨の場合はもうお米つくっていませんので、もみがらなんて手に入れるのは
大変なことなんです。だから、そういうことを国じゅうをうまいぐあいにしていただいて、コストもかか
るかもしれませんけれども、農薬、肥料とかそういう問題ばかりではなく、農業資材の低減ばかり
じゃなくて、その循環型機能ということを考えれば、ちょっと昔に帰るんですけれども、そういう土に
かえるようなものうまく使えるように指導していただいて、そういうものをたくさん使う方向で農業を
やっていきたいなと思うんです。  

 それから、桃の品質をよくするために光を反射させて使うシルバーマルチというものを農家で使
うんですけれども、雨の日なんか歩く場合は、それが泥だらけになるわけです。そうすると、それが
反射効率が悪くなるので、洗うわけですね、河川の近くで。そうすると、細かいビニールなんかが
河川へ流れていくんです。心を痛めながらそういうことをしているんです。いつか使わない方向で
検討してきたんですけれども、消費者は色の悪い桃は絶対高く買ってくれませんので、またそれを
使わなければならない方向へ行ったんですね。いろいろ農家もそれを使わない方向に検討をした
りするんですけれども、農協の指導もあったりしてしたんですけれども、値段が全然、これこそ天と
地の差で価格が伸びないってことで、またそれを使っているんです。それらが年間は物すごい量
なんです。それが１年目はいいんですけれども、２年、３年というと、それがもう使えなくなって農地
のはじっこへ置くんですけれども、去年、農協でそれを回収して随分畑の周りもきれいになったん
ですが、そういう細かい方向へ自然循環の農業といえばそういうことまでこの中に入っていません
でしたので、一言そういう方の指導もやっていっていただいたらいいなと思ったもんですから、お願
いいたします。  

   

○会長 ありがとうございました。  

 実際はそういう積み重ねが農業でしょうから、そういうご提言を積極的に出していただけるように
農水省にもよろしくお願いしたいと思います。  

   

○専門委員 ここに食品流通局長もお見えになっていますけれども、食環境流通ビジョンをつくり
つつあるんですよね。その中でも、ぜひまたそこまでは踏み込んでいないように私は思えるんです
けれども、そういう場で、今のご意見を反映したらいいんではないかなというふうに思います。  

 それから、その赤い桃の話なんですけれども、前にミカンにワックスをつけるというんで、私たち
ノーワックス運動というのをやったことがあるんです。ピカピカきれいではっているのはワックスを
塗っているんだよということを消費者が知らないからきれいな方を選んでしまう。ですから、農村と
よく交流しながら桃のつくり方、私はちょこちょこあそこに網ホールみたいの張ってありますよね。
山梨の方に中央線に乗っていくとき、あれ何だろうというふうに見ていたんですが、見ていない人
もいるって、そういうことをしているんだって、そして、このごみに後になって非常に問題ではないか
というようなことを知らせていく必要が、知らないから私は申しわけないけど、赤いのを買うと言わ



れて、知らないから買っているんではないかというふうに思いますので、その生産の現場のことを
よく私たちと交流したらいいんではないかなというふうに私は思います。この中でそういう施策も入
っていますので、ぜひ積極的にやっていったらいいというふうに思います。  

 それから、私は１つ質問があるんですが、食料消費の指針をつくるということ、これは調査会の
中でも大変議論になったところで、そんな食生活に関する食べ方の指針なんかつくる必要ないと
いうような御意見もありましたが、私などはぜひつくるべきだということを主張してここに入れてい
ただいたのは大変よかったなというふうに思っていますが、今、具体的にこの問題にもし具体的な
動きがあれば教えていただきたいと思います。  

 以上です。  

   

○会長 ありがとうございました。  

   

○事務局 今ご指摘のあった食生活に関する指針というのは９ページの16条の２項に明示をした
ところでございます。これにつきましては、法案の策定過程におきましても、厚生省とも十分協議を
いたしまして、連携をして進めていきたいということで、今後、具体的な内容につきましては両省が
共同歩調をとってやっていくということが１点ございます。  

 また、省内にも今後そういう中身を具体的に詰めるための検討を着手したところでございまして、
また、今後、基本計画等をつくってまいりますが、それと同時並行的にこの指針についても作業を
進めていきたいと、こういうふうに思っているところでございます。  

   

○会長 ありがとうございました。  

 国ではないんですけれども、今のご質問とぴたっと合っているかどうかはわからないんですが、
戦後、お金はどんどんもうかって、そして世界じゅうのものを雑食してまいりましたが、こういうこと
を今、自給率まで下がっているんですが、これから日本型の食生活について考えていこうではな
いかということで、兵庫県知事の貝原さんを中心に「ご飯を食べよう、国民運動」というのが昨年の
暮れに立ち上がりまして、この調査会の会長代理の渡辺知事も入っておられますが、それは大震
災のときにボランティアの人たちがおにぎりを差し入れてくれた。そのおにぎりをいただいたときに
大きな安心があったというのがその貝原知事のそもそもの「ご飯を食べよう、国民運動」の始まり
なんですが、国ではありませんが、そういうものも立ち上がっております。代表発起人に私はさせ
られていますが、以上でございます。  

 ただ、食の倫理についてやはりそういうような国民運動が起こるといいなと思っています。食べ
残しをしないとかですね。  

   

○委員 ただいま農業を従事している方からご発言があったので、大変うれしく思っているんです
けれども、この基本法について全文は大変丁寧に書いているんですが、ここで拝見していまして
も、一番最初の農業の持続的な発展というところでは大変しっかり書いてあるんですけれども、そ
の後でちょっとトーンが下がっておりまして、循環型農業という言葉はほんのちょっとしか書いてい
ないんですが、ただいま提案がありました塩ビやなんかもいろいろ使っている材料というのをだん
だんなくしていこうというのは、やっぱり循環型社会への大きな意味があると思いますのと、もう一
つは容器リサイクル法が随分普及してまいりますので、やはり心ある農家だけがやってもなかな



か進展いたしませんので、そういう法案の中で組織的に動かしていきましたら大変いい方向に行く
のではないかと思います。つくった人が捨てるところまで責任を持つという形の法案ですので、そ
れがうまく機能していけばいいのではないかという感じがいたしております。  

 それから、消費者に食料消費に関する施策の充実というところも８、９ページにありますけれど
も、情報の提供というんですが、今のお話でも、いかに情報の提供が少なかったと、今までやはり
つくる人、食べる人に対する情報の提供というのが大変少なくて、やっぱり便利性とか経済コスト
とか、そういう意味では大変進歩したんですけれども、それに伴ういろいろな問題の情報というの
は大変少なかったように思いますので、これはただ情報となっていますけれども、私たち物を買う
ときはまず表示ですので、表示の中身というのは選択を可能にする、私たちがよりよい選択を可
能にするよう表示の方に努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

   

○会長 ありがとうございました。  

 農村見学もこれから積極的に進める必要があると思いますね。  

   

○委員 ２つございますが、１つは、新しい基本法に盛り込まれました理念とか施策というものを着
実に実行していただきたいということなんでございますが、そういう視点からこの内容を拝見します
と、基本計画とともに５年ごとの見直しが盛り込まれたということに私は大変意義を感ずるわけで
ございます。ただ、見直しというものが正しく行われるためには計画と現実がなぜ乖離したのかと
いうところがしっかり把握されなければならない。そのためには計画作成の手法にいろいろな工夫
というのが必要なんではないか。例えばいろいろ定量化していくとか、あるいはまた施策そのもの
を極力細かくプロジェクト化していく。そういうようなことによって原因の正しい把握ができるし、そ
れによってまた見直しも正しくできるようになるんではないか。特に中長期的な構造改善を推進し
ていく上では、そういう意味での正しい見直しとかその辺の連続性というものが非常に大事です
し、また均等化したものが有効に生かされるとか、あるいは進行状況というのが国民の目にもよく
映るとか、そういうようなことでこの辺の見直しを正しくやるということ、そのためのいろいろな工夫
をお願いしたいなと、このようにひとつ思います。  

 それからもう一つ、それは食品産業という立場からでございますけれども、食品産業は農業と車
の両輪あるいは両翼と言われておりますが、必ずしも私どもにはそこまでの位置づけというものは
なされていないような気がしてきたわけでございますが、今回、食料とか食品産業というようなもの
が基本法にも盛り込まれたということで、大変前進したと思っているわけでございますが、ただ、そ
ういう点から先ほどの再編成の基本方向というこれを見ますと、ちょっと意味のわからないところ
があるのでご質問申し上げたいなと思うんでございますが、新しい内部局編成、総合食料局（仮
称）となっておりますが、食料の安全保障、その次に食料の流通・加工、食品産業となっておりま
すが、この場合の食品産業というのはどういうものなんであるかと。つまり食品製造というものと、
いわゆる外食産業などの食品サービスと両方含むという意味合いでございましょうか。  

 なお、そういう場合に、食品の食料の流通と加工というところに出てくる加工というのはどういうこ
とを言うんであるか。つまり一次加工のような簡単なことを言うのか、いわゆる製造業的に原料が
何だかわからないぐらいまで加工してしまうようなものが食品産業の中に入るというのか、この辺
の言葉の意味ですね。  

 それから、この次のページの総合食料局の中の飲食料品というものと油脂となっておりますが、
こういう分類というのも私どもにはちょっとわかりにくい。飲食料というのは飲料と食料、油脂という
のはなぜそこに分けられるのかとか、あるいは後ろに出てくる食品産業というのは商品とはまた別
に産業としての固有の問題をいろいろ取り上げている。例えば経営とか、そういうことでおっしゃら
れているのか、この辺の意味がちょっとわかりにくいなと、こういうふうに思いました。  



   

○事務局 はっきり言ってそんなに厳密に使っているわけではないということを申し上げたいと思
います。  

 食品産業はこれまでこの調査会で議論をしていただいたような意味合いで大体使っていると思
います。  

 それと従来から、いわゆる農林水産省設置法で使っている用語と混在しておるんでちょっとわか
りにくいかと思うんですが、まず、食品産業というところでこれまでご議論いただいたところを包括
して意味しているというふうにご理解をいただきまして、あと、その他のものはちょっと角度を変え
て整理しているということだと思います。したがって、１ページでいえば、食品産業がありまして、物
の流通・加工という面を原料面から、いわば農産物の面から書いているということですから、重な
り合っている部分が相当多いと思います。  

 それから、２ページの方も同様でございますが、飲食料品・油脂というのはまさに現在の農林水
産省設置法で使われている言葉でして、要するに米とか麦という主要食料以外のものを飲食料品
と簡単にいえば言っています。  

 それと、油脂がなぜこれが特記してあるのかというのは、農林水産省 100年の歴史の前からこう
いう整理になってきているもんですからちょっと定かではないものがありますが、重なり合っていた
ら、それは排除し合うというんではなくて、それはそれで重なっていて別に差し支えない、そういう
オーバーラップしていても、役所の仕事の分類表ですから、場合によっては油脂に当たると同時に
飲食料品に当たるかもしれませんが、いずれにしても農林水産省の仕事だよということでの整理
ですから、余りそこら辺は省の外、例えば通産省との重なり合いがしょっちゅうあるというと、これ
は役所同士でやっかいなことになりますけれども、農林省の中でしたら多少重なり合っていても大
目に見られているといいますか、どうせ農林省じゃないかということでなっている。その辺がやや
厳密にいえばいろいろ問題かもしれませんが、やや大目に見られているところがありまして、重な
り合っているところがそのまま書かれているということだろうと思います。  

   

○委員 質問の趣旨がおわかりいただければ結構でございます。  

   

○事務局 それから、産業という点では、先ほど言いましたように物だけではなく経営面が入って
いるということでございます。  

   

○会長 先ほどの委員のお話の中で、５年ごとに基本計画を変更するというのがあって、私も農業
団体の人から質問を受けまして、５年ごとに話が変わるのかと、大きな不安が農業者の間にある
ようです。そのとき、私が答えましたのは、要するに、今時代の大きな転換期なものですから、今こ
こで基本法をつくっても、これがあと何十年もそのまま続くということはちょっと考えにくいので５年
ぐらいでプログラムの見直しを行って、修正すべきところは修正するという程度のことだと思います
というふうに私はそのとき答えておいたんですが、この５年ごとに基本計画を変更というと、変更と
いう非常にきつい言葉なんですね。農水省の方からもうちょっとこのあたり、農業者だけじゃなくて
ご説明をもうちょっとしていただいた方がいいんじゃないかと思いますが、どうでしょうかね。  

   

○事務局 両面あると思います。というのは、余り硬直的でずっと法律と同様に何十年かというの



はわかりませんけれども、かなり長いものだということについて今おっしゃられたように見直しとか
弾力性を欠くことになるのではないかという議論と、一方では変更規定を置くということは安定性と
いいますか、しょっちゅうそれこそ猫の目のように変わることを容認するのかと、こういうご議論と
あろうと思います。  

 それで、この法制化の過程でも議論がありまして、例えば食料自給率の目標は法文上、明確に
規定すべしというような、例えば数値を、という議論もありました。ただ、これはやはりいくらなんで
も固定が過ぎるんではないかということで、やはり基本法に根拠規定は置くけれども、具体的数値
は基本計画で規定した方がいいんじゃないかということで整理をいたしました。  

 一方で変更するということで、しょっちゅう変わるんではないかという印象を持たれている方もお
られます。これに対しましてはこういうふうに考えています。大体この基本計画、10年ぐらいのター
ムで想定をしておりますけれども、そうなりますと、５年ぐらいたちますとどっちにしても10年ぐらい
のタームで考えているわけですから、５年たつと残りの期間が５年ぐらいになるということもありま
して、やはりそのもう一つ先の５年を見通した見直しというのは、やはり５年ぐらいたつと不可避に
なるのではないかということが大前提であります。ただし、きっちり５年というと、また硬直的になり
ますので、おおむね５年ということでございますけれども、いずれにしても10年ぐらいを見通した場
合に５年ぐらいたつとどうしても、その先のことを、さらに５年先のことを当初予定していたよりさら
に５年先のことを想定をした、また新しい動きに対応しなければいけないと、こういうことが不可避
になるであろうという意味で変更が、結果的には全分野変更しなくてもいいことになろうかとも思い
ますけれども、変更するということを織り込んでもいいのではないかと、こういう考えでございます。 

   

○会長 その辺のところを一般の方々にお知らせいただいて、安心をしていただくということが大
事だと思いますので、よろしくお願いします。中身の問題じゃなくて、何だろうなということで不安を
覚えている人が結構いるようです。  

   

○委員 今、自給率のお話が出たんでありますけれども、自給率の問題は、私最初の方からいろ
いろ考えておるんですが、実際に指標を出したときにどういうことができるのかということになると
難しい面が非常に強く感じております。  

 そういう意味で、今、エネルギーベースの自給率ということを基本の指標としているわけでありま
すけれども。  

   

○会長 カロリーベースですね。  

   

○委員 失礼しました、カロリーベースです。  

 もう一つの指標として、付加価値ベースの自給率というのが考えられるんじゃないか。といいま
すのは、カロリーベースでいきますと、まさに農地とか現実の問題しかないわけです。あとはほか
に何もやりようがなくなってしまう。しかし、実際に国民が努力しているのは農村だけではなくてほ
かでも努力しているわけです、自給率といいますか、食料の供給のために。そうすると、その努力
がどのぐらいまであるのかというようなことを把握するためには、一体輸入したものがどのぐらい
の付加価値がついて、実際に食料になっているかというようなことがあると思うんです。ですから、
そういうところを少しお考えいただけると、いわゆる食品産業がどのぐらい努力しているとか、ある
いは外食産業がどのぐらい努力しているとか、あるいは全体の状態としてどこがどれだけ改善し



ているとか、問題になっているかということが把握できるんではなかろうかというふうな感じがしま
したので、ちょっと提案させていただきました。  

   

○会長 ちよっと私にはよくわからなかったんですが、それは数字になることなんですか。  

   

○委員 いわゆる、きょうちょっと聞いたんですが、通産省なんかは工業生産高かなんかで実際は
管理するようですね。ですから、食品産業も生産高というのがあるわけですから、それと消費高が
ありますから、それから、今度は逆に輸入したものを引けばそういうものはできてくるわけです。そ
れから、輸出したものがあればそれは引かなきゃいけません。調整してみれば、カロリーベースだ
けじゃない指標が別にあるんではないか。そういうものも参考の指標としてお考えしていただけれ
ば大変ありがたい。というのは、そういう我々の努力は例えば私どもは何ができるかということずっ
と考えていたんですけれども、国内麦の消費ぐらいしかないんですね、正直言いまして。ですけれ
ども、今あるものを原料としてはありますけれども、それに価値をつけるということもできるわけで
すね。ですから、その辺のことをなんか幅を広げてくださったわけですから、その一部の指標の中
にそういうものを入れていただけると大変ありがたいと、このように感じたわけです。  

   

○会長 ありがとうございました。  

 私初めて聞いたのでよくわからないんですが、少しずつわかってきました。  

 これはどなたかご専門の人いらっしゃいます。  

   

○食料部会長 これは大体わかりますから。  

   

○会長 ありがとうございました。大体わかるそうです。  

   

○専門委員 最後ということで、２点と１つ質問をさせていただきたいと思います。  

 基本計画、それからプログラム化ということが盛り込まれて、これ自体は大変喜ばしいことだと思
っております。ただ、このプロセスの中で一番大切なのは事後評価といいますか、政策を行ってき
たときに単に見直すということだけじゃなくてどこがどういうふうに悪かったのか、だから見直すん
だという、そういういわゆる事後評価のシステムをぜひ確立していただきたいと思うわけです。これ
は政策といいますか、こうした基本計画化、プログラム化だけではなくて、例えば公共事業なんか
についても事前の評価はあっても、なかなか事後評価というのがこれまでなされてこなかったんで
はないかという気がしておりますので、この中にどういう形で具体的に盛り込むのかということは
別にして、見直しの作業の中できちんとそうした事後評価ということをきちんと行っていけるような
システムを確立していただきたいと思っているわけです。それが第１点です。  

 第２点は、先ほど来情報に関していろいろなご意見がありましたけれども、情報というのはある
意味で金を使って買うもんだと、情報はただじゃないんだという部分はあるわけですけれども、特
に農業者、現場サイドの話を聞いてみますと、なかなか霞が関で決められたことが現場まで伝わ



っていない部分が非常に多い。この調査会の間、あるいはその後も私も何度も地方の農家と話を
する機会を持ったり、講演なんかに出かけてまいりましたけれども、どうもよく伝わっていない。あ
るいは基本法の調査会の報告を見ただけでもなかなかわからない。何らかの解説が必要だという
部分もあるわけです。解釈がそれぞれ違うというのも困りますけれども、しかし、現場サイドにこれ
からどう変わるんだということをきちんと説明していく、ある意味での説明責任といいますか、そうし
たものをきちんと果たしていただきたいということです。  

 ちょっと具体的な話になりますが、古いことで言えば93年の米以外の関税化のときに、ある農村
に行きましたら、米で頑張っているんだから、米以外のものも全然関税化なんかしないんじゃない
のということが、93年11月にある農村地域に行って話を聞きましてびっくりしたことがあります。そう
いう形で、どうも情報といいますか、これは農村、農家側にも責任はあると思うんです。きちんとア
ンテナを張っていないという。しかし、一方できちんとした説明責任といいますか、そうしたものを果
たしていく、先ほど来話がありましたように、新しい基本法に変わって何がどう変わるんだというこ
とをきちんと現場まで届けていただきたいというふうに思います。  

 それから、１点質問で、これはちょっといやみな質問をするわけじゃないんですけれども、組織が
えの中で、現在と再編後の新旧対照表で大臣官房の役割の中から基本的な政策計画の立案とい
うのが消えているんですけれども、これは基本的な政策計画の立案というのは基本計画というも
のを立てるんだから、もうそれ以上はあと必要ないということなのか、何か特別な意味がおありな
のか、あるいは政策審議会の方に、でも、審議会といいますと、立案したものを提案して、それを
審議するという形になると思うんですけれども、これが消えた経過といいますか、あるいは何か特
別な意味がおありなのかそうでないのかうかがえればと思います。以上です。  

   

○事務局 まず、最初の政策の評価につきましては、先ほど委員からもお話がございましたが、ま
さにこれから公共事業につきましても事後評価システムをやっていきたいということで方針は今決
めて、これから実行に移すということにしています。  

 それから、今、ちょうどお話があった組織の中の再編後というところの大臣官房を同じく見ていた
だきたいんですが、右側の４行目に政策の評価・調整というのが書いてございます。これは局レベ
ルですが、これから課レベルをどうするかという検討をするわけですけれども、課としても政策の
評価を専門に行う課を設けることを検討したいと思っております。  

 それから、今お話があった計画ですが、これは基本計画は大臣官房で取りまとめるというふうに
思っています。ただ、これ立案と書いてあったんでちょっとなんですが、各省がいろいろな計画をお
つくりになる場合の調整とか、中には全体的にかかわらないで、例えば地域振興的な計画であれ
ば、例えば首都圏整備計画とか、そういうのもあるわけです。例えばそういうのは農村振興局で担
当していただいてもいいんじゃないかということで、ここからは表記としては落としたと思います。総
合調整なり基本計画を外すという意味ではありませんので、ご理解いただきたいと思います。  

   

○会長 ありがとうございました。  

   

○専門委員 先ほど２点の質問をさせていただきまして、コメントは時間があればということで留保
させていただきました。そのコメントの部分を申し上げたいと存じます。  

 まず、この基本法を拝見いたしまして、今ご説明いただきまして、事前に読まさせていただきまし
て、現行の基本法と比べると格段の差といいますか、私から見ればもちろんいい方向にうつってお
りまして、また、この相当長いエネルギーを使ってここで議論したことが非常によく反映されている



んじゃないかなというふうに思っておりまして、そういう意味で木村会長を初め、委員の皆様方や、
それから特に事務局、農林水産省の皆様のご奮闘に敬意を表したいと存じます。  

 私自身、農業の専門家でもないのにここに加わってきたのは、私自身は環境・文明というのを今
私なりに真剣に取り組んでおります。それは、結局20世紀のパラダイムというのが市場経済、科学
技術というものに基本を置いて、とにかく市場経済と科学技術で大体世の中メインストリームは大
体行けるという信念で多分20世紀はやってきて、それなりのいろいろな意味の成果ガ出てきてい
ると思うわけですが、20世紀末から21世紀にかけて、私から見ますと非常に地球環境の大変な問
題、それから、地球環境の一種だと言えると思いますが、最近化学物質、単にダイオキシンの問
題だけではなくて、いろいろな問題が出てきている。これはやはり今までの市場経済、それから科
学技術に基盤を置くパラダイムというのがそれでよかったのかなという深刻な反省をいろいろな人
に促していると思います。なにも環境の専門家だけじゃなくて、いろいろな分野の経済の専門家と
かいろいろな分野の専門家に促していると思います。  

 私自身は環境とか農業というのは、まさに市場経済、科学技術というのとはちょっと違った視点
で見るべき分野だというふうに最近ますます考えてきています。もちろん何も市場経済とか科学技
術とかというものに対するアンチテーゼと、そこまではあえて言わないまでも、一種のノールナタテ
ィブといいますか、そういう市場経済に対して仮に生命経済という言葉があるかどうかわかりませ
んが、そういった命とか健康とか継続性だとか永続性、持続農業といってもいいかもしれません。
そういう今まで短期的なコスト計算だとか利益、ベネフィット計算にのってこない、なにか抜け落ち
る、ないしはそれになるものが21世紀にもちこたえていくべき重要な使命じゃないかというふうに考
えておりまして、そういう観点から私はこの委員会に参加してきたつもりなわけです。  

 そういう点で、この法案をもう一回見直しますと、先ほど言いましたように、非常に農業のもって
いる多面的機能でありますとか、自然循環機能でありますとか、さらに例えば女性の参画だとか
高齢者に対する配慮だとか、従来言われていたものとまた違ったものが出てきていまして、私は
従来の基本法とは理念も、また手法もいろいろな意味で異にするというふうに思っております。先
ほど専門委員が、もっと内容を知ってもらった方がいいというのは、そういう面も含めて知ってもら
った方がいいのではないかというふうに思っております。  

 そういう意味で、ここに盛られた、恐らくこの法案は通るんだと思いますが、この盛られた内容を
ぜひ農林水産省におかれまして全力を挙げて実施していただきたいなと。もちろんそのつもりでい
らっしゃると思いますけれども、そういうふうに私の方も環境をやっている人間としてもぜひそういう
熱烈なラブコールを送りたいというふうに思っているわけです。そのためには、これが単に農業者
のための基本法にならないようにぜひお願いをいたしたい。この日本の農業というのはなにも農
業従事者だけが担っているわけじゃないと。私なりに都市に住んでいて農業とは直接関係ない環
境の仕事をしている人間あるいはその他この委員会でも繰り返し申し上げましたが、いろいろな全
く農業と一見まるっきり関係ない人たち、こういう人たちも農業に深い思いを持っている。そういう
人たちをいつも動員していく。なにも相手にするのは農協だけではないというふうに思っていただ
きたい。いろいろな人に、国民に常に語りかけて、国民を巻き込んでこの日本の農業というのを守
り、発展させていってほしいなという気がいたします。  

 この法案、それからこの基本法に基づく先ほどのご説明でもいろいろな実行する上で必要な、例
えば農地法だとか、そういったものの改正が予定されているようですので、そういった中で文字通
り国民を巻き込んでやっていっていただければいいなと。組織の改編もそういうふうに、いわば、
いわゆる従前の農業にだけ向いているのではなくて、 360度の方向へ向いてやっていただければ
ありがたいなというふうに思います。  

   

○会長 ありがとうございました。  

   



○委員 今こうして議論されているときにも、日本は我が農村・農業だけではなしに、大変な変化
が農村に急速に起こっております。この事実を皆さんにお伝えして、今回でこの法律が一日も早く
成立することを大変期待しております。それを今も先ほどからありましたように、今、耕作放棄地で
あるとか、不在地主というのがどんどん急速な勢いで進んでいくだろう。その中で、例えば我々専
業農家なりプロ農業者の担うべき役割というのは今回相当明確に意識させていただきましたけれ
ども、安心して我々がその耕作放棄地をお世話でき、農地を守っていく、日本農業を守っていける
ような体制にぜひ法律ができることを祈ると同時に施策を進めてほしいということでありまして、ぜ
ひその辺をお願いしておきたいということであります。  

 問題は、スピードという言葉が今我が国、また農村・農業には必要ではないかと思っております
ので、大変な時代でありますけれども、施策のスピード化ということもぜひお願いしておきたいなと
思っております。以上です。  

   

○会長 ありがとうございました。  

 そろそろ時間でございます。  

   

○専門委員 最初の調査会の会議からすると、ようこういうふうにおまとめいただいたなと率直に
思います。ご努力に心から感謝を申し上げたいと思いますが、全体を通してそういう感じでありま
すが、地方とのかかわりが第８条に触れておる点で、実際、各論になると地方とのかかわりで出て
くるのではなかろうかというふうに思うんですが、その点がやや弱いのではないかという、いわば
下からの盛り上がりをどう酌み取るかという、そういう作業に連動するような思いが若干少ないの
ではなかろうかという感じがしますので、今後の具体的な扱いになった場合には、そこのところを
念頭に置いてひとつお願いをしたい。もう一つお尋ねしたいのは、この２枚目の再編の方向の中
で、構造改善局の大部分が農村振興局に移るような感じでありますが、その中に構造改善事業
がまだ残っているということは、もっと今とは違う意味の構造改善が積極的に行われるという意味
合いなのかどうかということですが、お聞かせいただければありがたい。  

   

○事務局 まず最初の地方公共団体ですけれども、現在の基本法では、地方公共団体は国に準
じて施策を行わなければならないということで、甚だ国のコピー的位置づけであります。これに対し
まして、今回ではまさに国との適切な役割分担を踏まえてということと、その地方公共団体の区域
の条件に応じた施策を策定し、ということで地方の主体性というものを大きく位置づけた規定ぶり
というふうに考えておりまして、画期的に進んだのではないかというふうに思っております。これは
当然ですが、自治省さんとか地方分権担当部局と相談してつくった条文でございます。  

 それから、２番目の構造改善事業ですけれども、これは新たな経営局におきますかなり有力な
経営改善の手段、手法として位置づけたいということでありまして、その内容、名称は構造改善事
業という名称を用いておりますけれども、内容につきましてはこれから抜本的に見直して経営の発
展に役立つような、あるいは構造改善に役立つような、こういう事業に見直してつくり上げていきた
いというふうに思っています。  

   

○会長 そろそろ時間でありますが、なければ最後の会長あいさつというところに進みたいと思い
ますが、よろしいでしょうか。  

 それでは、本日、農林水産省の方から食料・農業・農村基本法案の内容の説明をちょうだいいた



しました。本調査会としては、これで完全に任務終了ということになるかと存じます。これまで委員
の皆様方からちょうだいいたしましたご支援、ご協力、そしてまたご苦労のことを思いますと、まさ
に万感の思いがございます。心から厚く御礼を申し上げます。  

 特に渡辺会長代理、荏開津食料部会長、後藤農業部会長、祖田農村部会長におかれましては
常に私を支えていただき、というふうにあいさつメモに書いてございますが、時には本委員会以上
のつかみ合いのようなけんかもありましたが、でも、結果としてこの法案という形にまとまる上で大
変その意味で大きなご貢献をいただきまして、心から厚く御礼を申し上げます。  

 私たち、この調査会での活動を通じまして、食料・農業・農村について実に多くのことを学ばせて
いただきました。今回の新しい基本法が「くらしといのちの新基本法」と、こういう言い方もなされて
いるようでありまして、それは先ほど松下政務次官の方からもそういうごあいさつがありましたが、
その意味では、ぜひこの新しい基本法の趣旨につきまして一般の国民の方々、もちろん農業者の
方々に周知徹底する必要があるかと思います。まだまだこの問題についての一般の国民の関心
が高いとは言えないものですから、ぜひ私どもこれから一人一人そのような周知徹底についてご
努力させていただきたいというふうに思っております。  

 また、農水省におかれましても、ぜひこれから非常に大きな転換期の中で食料・農業・農村につ
いて大きな変革が行われるんだということをよく国民の皆様方にお知らせいただければと思いま
す。農業はこれから単に産業とか商業とかに並んで置かれるべきものではなくて、総合産業にな
るのではないかと思っております。まさに「くらしといのちの基本法」ということはそういうことであり
まして、ほかの省庁との関連、協力なしにはなし遂げられないものではないかなと思っているとこ
ろでございます。  

 21世紀は、したがって農の時代であると私は確信いたしておりますが、この大きな転換期の中で
皆様方に２年にわたりましてご苦労をちょうだいいたしましたことを、その意味で私にとりまして大
変にありがたく、また、一生心に残ることだったというふうに思っております。まことにありがとうご
ざいました。改めてお礼を申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうご
ざいました。（拍手）  

 以上で閉会といたします。  

 本日はご苦労さまでした。  

   

５ 閉会  


