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１ 開会 

○事務局 ただいまから第１回食料・農業・農村基本問題調査会を開会いたします。 
 私は農林水産省の官房長でございます。会長が選出されるまでの間、私が司会進行を担当させ
ていただきます。 
 なお、本日の会議につきましては、午後５時20分ないし30分までを予定いたしております。 

２ 委員紹介 
○ 事務局 まず、委員の皆様方の御紹介をさせていただきます。五十音順に御紹介させていた
だきます。［略］ 

３ 会長互選 

○事務局 次に、当調査会の会長を選出していただく必要がございます。食料・農業・農村基本問
題調査会令第３条の規定によりますと、当審議会の会長の選出は、委員の互選によることとされ
ております。つきましては、会長の互選について何か御意見がございましたらお願いいたしたいと
存じます。 
○委員 各方面で大変幅広く御活躍になっておられまして、また、食料とか農業・農村についても
深い御見識をお持ちの木村委員に会長をお願いすることにしてはどうかと思いまして、御提案をさ
せていただきます。 
○事務局 ありがとうございました。 
 ただいま○○委員から、木村委員に会長になっていただいてはどうかとの御提案がございまし
たけれども、いかがでございましょうか。 
○委員 異議なし 
○事務局 御異議ないようでございますので、皆様の互選により木村委員が会長に選出されまし
た。 
 それでは、木村委員、会長席にお移りいただきたいと存じます。 
 恐縮でございますが、総理大臣がお見えになります。しばらくお待ちいただきたいと思います。 



４ 会長挨拶 

○事務局 それでは、ここで会長から御挨拶をいただきたいと思います。 
 なお、これからは会長に議事をお進めいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま
す。 
 会長、よろしくお願いいたします。 
○会長 木村尚三郎でございます。ただいま本調査会の会長に選任されまして、まことに身の引
き締まる思いをいたしております。 
 今、全世界的に歴史の大きな転換期に差しかかっているように思います。19世紀以来の大変革
の時ではないかと思います。そのときに当たりまして、我が国の農村・農業も大きな転機を迎えて
いるように思います。そういうときだけに、本調査会の会長に選任されましたことは、私自身、力不
足でございますので、緊張する次第でございます。 
 委員の皆様方、それぞれお立場はおありかと思いますが、日本の将来、私たちの子供とか孫の
世代の話にかかわる話でございますので、できる限りお肩書きを外されて、大所高所から自由
に、また闊達に御議論をちょうだいできれば幸いでございます。 
 会長といたしましても、審議の円滑な進行に努めてまいりたいと存じますので、何とぞ皆様方の
お知恵と御助力、御協力をよろしくお願い申し上げます。 

５ 会長代理指名 

○会長 それでは、これから私が議事進行をさせていただきます。 
 食料・農業・農村基本問題調査会令第３条の規定によりますと、会長があらかじめ会長の職務を
代理する委員を指名するということになっておりますので、私の方から指名させていただきたいと
存じます。 
 会長の代理は、渡辺委員にお願いしたいと存じます。 
 渡辺委員、よろしくお願いいたします。 

６ 内閣総理大臣挨拶 

○会長 本日は、橋本内閣総理大臣に御出席いただいておりますので、総理に御挨拶をちょうだ
いし、引き続いて諮問をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 
○内閣総理大臣 では、このままの形で大変失礼と思いますけれども、一言御挨拶をさせていた
だきます。 
 今回、食料・農業・農村基本問題調査会を発足させるに当たり、委員をお引き受けいただきまし
た皆さん、大変お忙しい方々ばかりでありますのに御快諾をいただきまして、本当にありがとうご
ざいました。厚く御礼申し上げます。 
 現在、我が国は、高度情報通信の発展による世界の一体化や、急速な少子・高齢化の進展、産
業の空洞化への懸念への対応などのさまざまな課題に直面いたしております。こうした諸課題に
的確に対応するためには、自由で活力のある発展を妨げている現在の我が国の仕組みを大きく
変えていかなければなりませんし、世界の潮流を先取りする経済社会システムを一日も早く創造
することが不可欠でございます。 
 そのような認識に立ち、行政、財政、社会保障、経済、金融システムに教育を加えた六つの改革
を、この内閣の最重要課題として今日までまいりました。六つの改革は、相互に密接に関連したも
のであり、全体としての整合性や統合を図りながら一体として取り組んでいく所存です。 
 農業につきましても、抜本的な構造の改革が急務となっております。農業・農村は、我が国経済
社会の繁栄と安定を支える基盤であり、まさに国の礎という役割を果たしてきたところであります
が、農業・農村をめぐる環境は大きく変化しており、今、重要な転機に差しかかっているものと考え
ております。一方、21世紀に向けて、人口・食料・環境・エネルギーの問題が地球的規模での重要
な課題となってきており、農業のあり方を考える上では、これらの諸問題を十分に踏まえ、明日の
我が国のあり方を考えていくことが不可欠であります。 
 こうした観点に立ちますと、将来にわたって我が国が豊かさと安定を維持し続けていく上で、足
腰の強い魅力ある農業を確立し、活力にあふれ、快適な農村の再生を図っていくことは極めて重
要でありますので、新たな時代に対応し得る農政を実現すべく、施策の全般にわたって抜本的な
見直しを加えていかなければなりません。 



 農政の改革は、国政全般の改革と深くかかわるものでございます。我が国の社会全体が大きな
変革期にある中で、経済社会の基盤である農業・農村の発展を図るための改革は、内閣として極
めて重要な課題であると認識しており、さきに申し上げた六つの改革と一体となって実現していか
なければなりません。 
 食料、農業及び農村に係る基本的な政策に関し、広い視野と将来への展望のもとに、十分な御
審議をいただき、未来の農業・農村を築いていく上での国民的な合意を形成していただくようお願
い申し上げ、御挨拶とせていただきます。 

７ 諮問 

○内閣総理大臣 それでは、諮問を申し上げます。 
 「食料、農業及び農村に係る基本的な政策に関し、必要な改革を図るための方策に関する基本
的事項について、貴調査会の意見を求める。」 
○会長 謹んでお受けいたします。 
○内閣総理大臣 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

８ 農林水産大臣挨拶 

○会長 それでは、続きまして、藤本農林水産大臣から御挨拶をお願いいたします。 
○農林水産大臣 食料・農業・農村基本問題調査会第１回会合が開催されますに当たりまして、
一言御挨拶を申し上げます。 
 私は、昨年11月に農林水産大臣に就任して以来、農業・農村を21世紀に向けて発展させ、将来
にわたって基幹的な産業及び地域として次世代に受け継いでいけるよう、全力を注ぎ、積極果敢
な行政を展開していくことが必要であると考えてまいりました。我が国経済社会が調和のある発展
をし、真に豊かな国となるためには、農業・農村の健全な発展が欠かせないと確信しております。 
 しかしながら、我が国経済社会が大きく変化する中で、農業・農村は、担い手の減少や高齢化、
過疎化の進行などの構造的な諸課題を抱えるに至っており、一方で、国際化の進展などもあっ
て、農業・農村は大きな転機を迎えております。 
 特に、21世紀に向けて食料の問題が人類共通の大きな課題になると予想されます。昨年11月に
世界各国の首脳が一堂に会し、「世界食料サミット」が初めて開催されましたが、私もこの会議に
出席し、食料・農業問題の重要性を改めて認識したところであります。 
 また、国内的にも、昨年９月に行われた総理府の世論調査におきましては、８割以上の方が食
料は生産コストを引き下げながら極力国内で作ることを望んでおり、農業・農村に対する国民の期
待には大きなものがあると考えております。 
 こうした中で、昭和36年に制定されました農業基本法につきましては、その後の社会経済情勢
の変化や、国際化の進展という状況変化のもとで、21世紀における農業・農村の発展と国民生活
の向上を図るべく、その見直しが強く求められております。また、我が国農業・農村が大きな転機
を迎えていることにかんがみれば、農業基本法の見直しのみならず、食料、農業及び農村にかか
わる基本的な政策全般を根本的に改革し、その再構築を図ることが必要な情勢になっていると認
識しております。 
 このような農政の改革を行うため、国民各界各層を代表する有識者の皆様方の御参集を得て、
本調査会が設けられたところであり、この場において、21世紀の食料、農業及び農村にかかわる
基本的な政策を築いていくべく、国民的な討議の場としていただきたいと考えております。委員の
皆様方の十分かつ活発な御審議をお願い申し上げまして、私の挨拶といたします。 
○会長 どうもありがとうございました。 
 総理は公務の関係でここで退席されますが、御了承いただきたいと存じます。 
○内閣総理大臣 よろしくお願いいたします。 
○会長 総理、ありがとうございました。 

９ 議事規則の決定 

○会長 本日は、第１回の調査会ということで、当調査会の議事規則の案と当調査会の情報公開
の仕方についての案が用意されておりますので、事務局から説明をお願いいたします。 



○事務局 それでは、お手元に資料が幾つかお配りしてございますが、資料４をごらんいただきた
いと思います。 
 食料・農業・農村基本問題調査会議事規則（案）を読み上げさせていただきます。 

（会議の招集） 
第１条 会議は、会長が招集する。 
（議事） 
第２条 会議は、半数以上の委員の出席がなければ、開くことができない。 
２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する ところによる。 
（意見の開陳等） 
第３条 専門委員は、会長の求めに応じ、会議に出席して意見を述べることがで きる。 
第４条 会長は、適当と認められる者に対して、会議への出席を求め、その説明 又は意見の開
陳を求めることができる。 
（部会） 
第５条 前４条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの 規定中「会長」と
あるのは「部会長」と、「調査会」とあるのは「部会」と読 み替えるものとする。 
（委任規定） 
第６条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が 定める。 

 次に資料５でございます。ここに「食料・農業・農村基本問題調査会の情報公開について」という
案がございます。これも読み上げさせていただきます。 
     食料・農業・農村基本問題調査会の情報公開について（案） 

 当調査会の情報公開について、下記のとおり取り扱うこととする。 

                  記 

１．食料・農業・農村基本問題調査会（部会を含む。）においては、審議の透明性を確保する観点
から、原則として議事録を公開するものとする。 
２．関係者の自由かつ公平な立場からの審議を確保する観点から、会議は非公開とし、公開する
議事録においては、発言者の名を伏すものとする。 
  また、会議の円滑な運営を図るため必要がある場合には、会議の議決を経て、議事録に代え
て議事要旨を公開するものとする。 
３．議事録又は議事要旨の公開は、当調査会の庶務を処理する農林水産省の文書閲覧窓口に
おいて行う。 
４．毎回の会議終了後、原則として、事務局から記者会見を行い、会議に提出された資料を配布
して議事の概要につき紹介するものとする。 
 以上でございます。 
○会長 ありがとうございました。 
 食料・農業・農村基本問題調査会議事規則の案と、食料・農業・農村基本問題調査会の情報公
開の案について、ただいま事務局から説明がございましたが、これでよろしいでしょうか。 
○委員 異議なし 
○会長 ありがとうございました。 
 それでは、原案どおりとさせていただきます。 
 なお、本日は、３人の委員が所用により欠席されておられます。したがいまして、委員20名のうち
17名の方に御出席をいただいております。議事規則によりますと、当調査会の定足数は委員の半
数以上となっておりますので、本日はその定足数を満たしております。 

１０ 調査会の進め方の協議 

○会長 本日は初会合ということもあり、食料・農業・農村をめぐる情勢等について事務局から資
料を提出していただいておりますので、まず、その説明をお願いし、また、若干の質疑等の時間を
設けたいと存じますが、その前に、今後のこの調査会の進め方について御相談いたしたいと存じ



ます。事務局の方で何かお考えがありますでしょうか。 
○事務局 それでは、資料を配布いたしまして、事務局としての考え方を説明させていただきたい
と存じます。 
 お手元に「食料・農業・農村基本問題調査会の進め方（案）」ということでお配りしたわけでござい
ます。御案内のように、この調査会は、総理府本府組織令に基づきまして２年間の期間で設置さ
れております。したがいまして、２年間にわたりまして御審議をいただくということになるわけでござ
いますが、先ほど総理、農林水産大臣の御挨拶にもございましたように、審議の対象としていただ
きます農政改革というものが、現下の諸情勢のもとで緊急な対応を必要としている重要な課題と
認識いたしておりますので、今後、国民的な合意を得る努力を払いながら、できるだけ早くお取り
まとめをいただけないかと事務局としては考えております。 
 こうした観点から、できますれば、年内に食料・農業・農村政策に関します基本的な考え方につ
きまして、第一次答申というような形で取りまとめを行っていただけないかと考えております。この
第一次答申を踏まえまして、来年にかけまして、具体的な施策の内容につき、さらに議論を深めて
いただきまして、来年のなるべく早い時期に最終答申といった形で取りまとめていただければあり
がたいと考えております。 
 この資料の冒頭からございますように、今申し上げました年内に第一次答申を取りまとめていた
だくということで考えますと、まず、５月、６月に１回ずつ２回程度、本調査会におきまして検討すべ
き事項等につきましての議論をいただいてはどうかと考えております。その上で、検討の対象とな
ります分野が広範に及ぶというふうに考えられますので、６月ごろから食料と農業、さらに農村と
いった三つの分野別に部会を設けまして、委員の皆様のほか、専門委員の方々も含めまして各
部会に所属していただき、議論を深めていただいてはどうかと考えております。これらの御議論を
調査会で取りまとめていただきまして、冒頭申し上げましたように、12月に第一次答申を行ってい
ただければありがたいと考えております。 
 その後につきましては、先ほど申し上げましたように、来年のなるべく早い時期に最終答申を取
りまとめていただけないかと考えております。その最終答申の時期につきましては、今後の御議論
の中で、国民的な合意の形成ということの状況にもよるわけでございますけれども、必要となって
おります農政改革の緊急性にかんがみまして、例えば来年の夏ごろに最終答申をまとめていただ
きますれば、政府といたしましては、これに基づいて法案作成等の準備を行いまして、できますれ
ば、来年秋の臨時国会が開かれれば、その臨時国会、遅くとも再来年の通常国会に関係法案を
提出することが可能になると考えております。 
 事務局の希望といたしましては、以上のようなスケジュールを考えているところでございます。 
 以上でございます。 
○会長 ありがとうございました。 
 ただいま年内に第一次答申、そして、来年夏ぐらいまでに最終答申という進め方についての御
希望が出されましたが、それでよろしいでしょうか。 
 特に御異論はないようですので、そういうことにさせていただきます。 

１１ 配布資料の説明 

○会長 次に、事務局から提出していただいております食料・農業・農村をめぐる情勢等の資料に
つきまして、説明をお願いしたいと存じます。 
○事務局 それでは、お手元の資料６に沿いまして概要を私の方から御説明させていただきま
す。 
 食料・農業・農村をめぐります情勢について、最近のデータ等、あるいは過去の経年変化等も含
めまして一応の整理をしたものでございます。 
 １枚めくっていただきますと目次がございます。経済社会をめぐる情勢ということで、国際経済社
会、あるいは我が国経済社会についての事柄、それから、我が国の食料・農業・農村をめぐる情
勢ということで、食料需給の問題、生産構造の問題、農村地域という形で整理をさせていただいて
おります。 
 まず、１ページをごらんいただきたいと思います。経済社会をめぐる情勢ということで、１番目に
国際経済社会ということで整理してございます。（１）が世界の人口です。御案内のように、世界の
人口は、1995年には57億人ですけれども、アジア、アフリカの開発途上国を中心に大幅な人口増
加が続いております。右側の資料にありますように、世界全体で2010年には70億人、2025年には
83億人ということでございます。内訳といたしましては、アフリカ、アジア等で大きく増加する見込み



でございます。先進国は大体12億ということで横ばいでございます。 
 下の方の資料ですけれども、世界の栄養不足人口は、8億4000万人に上っております。右側に
その内訳がありますけれども、特に東アジア、南アジア、サハラ以南アフリカ等に集中いたしてお
りまして、世界全体で8億4000万人の栄養不足人口という状況でございます。 
 ２ページをお開きいただきたいと思います。世界経済ということで、世界の経済につきましては、
左側にありますように、アジア地域の新興開発途上国を中心として拡大してきております。特に
中・低所得国と高所得国との間で差が開いております。また、下の表にありますように、最近では
人、商品、資金、情報といったものが地球的な規模で動くボーダレス化が進行いたしておりまし
て、世界の貿易額も大きく拡大いたしております。 
 ３ページは地球環境問題ということで整理をさせていただいておりますが、左側の文章にありま
すように、現在、世界の各大陸の農用地の２～３割におきまして、過放牧、過耕作、塩類集積等に
よりまして土壌劣化が進んでおります。さらに、１年間に砂漠化に至っております農地面積は、世
界全体で約500万haということで、ちなみに我が国の農地面積が約500万haですので、我が国の農
地面積が毎年毎年砂漠化に至っているという状況でございます。 
 森林はどうかということですが、森林の減少につきましては、過放牧や薪炭林の伐採、焼き畑農
業等によりまして、年間で1630万ha、これは我が国の森林面積の約65％に相当いたしますが、こ
れだけのものが減少いたしております。 
こういったことから、長期的には二酸化炭素の増加に伴います地球の温暖化の問題、あるいは酸
性雨の影響等によります農業生産への影響ということも懸念されているところでございます。 
 右側の上の表は各大陸ごとに整理しておりますが、横の数字は農用地面積のうち、人為的要因
に起因する土壌劣化面積の割合です。アフリカやアジアで非常に高くなっているということが読み
取れます。 
 ４ページはエネルギー需要ということで、右側の表をごらんいただきますと、世界のエネルギー
需要は、経済の発展なり人口増加ということから拡大を続けているという状況がわかるわけでござ
います。 
 さらに、左側の下に世界の食料需給ということで整理しております。中長期的な食料需給です
が、まず、需要面につきましては、飼料穀物需要の増加ということから、開発途上国を中心に大幅
な増加が見込まれております。逆に、生産面におきましては、砂漠化等の地球環境問題から生ず
る制約等がありまして、将来的には食料需給に不安定な局面があらわれるということも懸念され
ております。 
 右の表を見ていただきますと、一人当たり穀物消消量、肉類消費量ということで整理してありま
すけれども、どちらも開発途上国を中心に大きく増加いたしております。例えば下の中国の欄を見
ていただきますと、一人当たり穀物消費量は過去20年間で約1.34倍ということです。さらに、肉類
消費量は2.63倍ということで非常に大きく増加いたしております。ちなみに参考として、畜産物１の
生産に要する穀物消費量ということで、鶏卵、鶏肉、豚肉、牛肉という形で整理してございます。 
 ５ページからは我が国経済社会について整理してございます。これも御案内のとおりですが、我
が国の人口は、右の図にありますように、引き続き増加いたしておりますが、その伸びは鈍化して
おります。平成２～７年の間は年率0.3％の増加となっております。また、高齢化なり少子化が進行
しているという状況が右の上の図、下の図から読み取れるわけでございます。 
 ６ページに我が国経済の動向ということで若干の数字の整理をしてございます。我が国の経済
規模は、世界経済の約18％を占めております。世界第２位の経済力を持つまでに至っているわけ
ですが、近年におきましては、右の２段のところに５年間の増加年率とありますように、バブル経済
期を経まして、実質経済成長率は約１％ということで、低成長にとどまっているという状況でござい
ます。 
 真ん中の欄が労働力人口ですが、これにつきましては緩やかに増加いたしておりますが、人口
全体の高齢化、少子化等を反映いたしまして、最近ではその伸びが鈍化いたしております。 
 一番下が経常収支の黒字幅ということで、海外生産比率の上昇なり、製品輸入の増加ということ
から、近年は減少傾向、縮小傾向にございます。平成７年度が一番右側ですが、前年に比べまし
て23.7％減の9.5兆円ということになっております。 
 ７ページは消費・生活の動向ということで整理してございます。家計消費支出の動向ということ
で、一世帯当たりの額が載せてありますが、食料品の伸びは緩やかなものになっておりますが、
住居、教育、娯楽等の伸びが大きくなっております。ちなみに平成７年の食料品の黒いところです
が、現在、23.7％となっております。 
 真ん中の欄にありますように、国民の生活意識は物の豊かさということよりも、心の豊かさを求



める傾向が強まっております。ゆとりあるいはうるおいを重視する価値観が強まっているわけでご
ざいます。右側の下の方に総理府の世論調査がありますが、今後の生活の力点としてレジャー、
余暇生活を掲げる方が多くなっております。また、最近では健康志向等を反映いたしまして、食生
活を重視する方も若干ずつ増加しているという状況でございます。 
 ８ページからは我が国の食料・農業・農村をめぐる情勢です。 
 まず、食料需給の関係を整理してございます。（１）が食料消費と食生活ということですが、我が
国の食生活は所得水準の向上に伴いまして、主食であります米の消費が減少する一方で、畜産
物等の消費が増加するということで、多様化・高度化をいたしております。一人一日当たりの供給
熱量、カロリーにつきましては約2600kcalということで、ほぼ飽和水準に達したと見られます。 
 右側に国民一人当たり供給熱量の推移を整理してありますが、昭和40年代以降、米が下がって
畜産物、油脂の消費が増加するということで、米と畜産物と油脂をあわせた三つの合計がほぼ一
定ということがあらわれております。代替関係が進んできているということでございます。 
 下段の方に食料自給率を整理しております。米の消費の減少とか、畜産物消費の増加によりま
す輸入穀物の増大ということを背景に、カロリーベースの自給率は42％まで低下いたしておりま
す。また、穀物自給率は30％となっておりまして、世界の163カ国中111番目ということで、主要先
進国では最も低い水準となっております。 
 ９ページです。今のような状況を受けまして、（３）で農産物貿易を整理をしてございます。昭和59
年以降、我が国は世界第１位の農産物純輸入国となっております。右側にありますが、我が国の
農産物の純輸入額は、1994年には361億ドルということで、ドイツが161億ドルでございますが、こ
れの２倍以上となっております。そういう意味では、我が国は人口では世界全体の２％ですが、輸
入する食料では世界の農産物貿易額の9.3％を占めております。 
 その結果、我が国が輸入しております主要農産物の生産に必要な海外の農地面積は、約1200
万haということで、国内農地が約500万haですので、約2.4倍に相当いたします。下段に海外に依
存している作付面積ということで、1200万haの作目ごとに整理してありますが、小麦、とうもろこし、
大豆等が多いわけでございます。 
 10ページに農業生産の状況が載せてございます。農業総産出額は右の表の一番上にあります
ように、20年間にわたりまして約10兆円ということで、ほぼ横ばいで推移いたしております。品目別
につきましては、米が約３割、野菜が22ということで２割強、畜産が24.3ということで約２割強、この
３品目で全体の４分の３を占めております。また、規模は小そうございますが、近年は花きが増加
いたしております。 
 下の農産物の価格の推移を整理してございます。農産物の生産者価格の推移は、これは50年
度を100ということで整理しておりますが、50年代以降横ばい傾向で推移いたしております。現行
の行政価格は50年代初頭の水準ということで、米の政府買入価格、加工原料乳の保証価格等が
50年代初頭の水準ということでございます。 
 11ページ、食料品の小売価格ですが、右側に内外価格差ということで整理しております。東京は
海外主要都市に比べて、食料品総合欄にありますように、２～３割程度高くなっております。それ
を分析したものが下にありますが、我が国は国土面積が小さい、平坦な土地が少ないということ
と、さらに農地価格、賃金、生産資材価格、光熱料金も割高となっておりまして、諸外国と比べまし
て、農産 

物の生産コストが割高とならざるを得ない面があります。右側の下段の表にありますように、農家
一戸当たり農用地面積が、アメリカと比較して127分の１、逆に農地価格は113倍、電気料金が４
倍、ガソリン価格が3.8倍という状況でございます。 
 12ページに食品産業が整理してございます。食品産業につきましては、加工食品の増加、食の
外部化、サービス化ということに伴いまして大きく成長いたしております。右側に最終消費される
飲食費の推移が載せてありますが、現在は72兆円規模まで大きくなっております。最終消費され
ます飲食費のうち、右側の真ん中の表ですが、農水産業に帰属する割合は23％ということで、そ
れ以外に食品工業、飲食店、関連流通業が23％以外のところを占めているわけでございます。 
 一番下に食料についての国民の意識ということで、これは総理府の世論調査ですが、将来の我
が国の食料事情につきましては、平成５年11月、平成８年９月ともに、大体国民の皆様の約７割が
不安を抱いているという状況が出ております。 
 13ページも同じく総理府の世論調査です。我が国の食料の生産・供給のあり方につきましては、
外国産より高くても、生産コストを引き下げながらできる限り国内で作る方がよいと考える方が８割
以上となっております。ちなみに平成５年11月段階で77.4％、平成８年９月で合わせて83.4％の方



がそういった意向を示されているということでございます。 
 下段の方ですが、日ごろの食生活におきましては、栄養面と同時に、品質、鮮度、安全性といっ
たことに対する消費者の関心が非常に高くなっている状況が読み取れます。 
 14ページには生産構造を整理してございます。 
 まず、農家ですが、農家戸数は一貫して減少いたしておりまして、平成７年では344万戸となって
おります。この内訳として、専業農家の割合が２割以下となっております。他方で、農業以外から
の所得の多い第二種兼業農家が約７割となっております。 
 下の方ですが、最近におきましては、花き、畜産部門等におきまして法人形態をとる農業経営も
多くなっております。右側の表をごらんいただきますと、法人計というところで、4986の法人経営が
ありまして、農事組合法人が1529、株式会社が951、有限会社が2073という形で、農業経営組織
の事業体数が出ております。 
 15ページには農業労働力を整理してございます。農業労働力につきましては、担い手の減少と
いうことと、高齢化の進行ということで脆弱化してきております。特に農家におきましては、全国平
均よりも約20年先取りする形で高齢化が進行しております。右側に、平成７年で490万人の農業就
業人口ということと、農家人口に占める高齢者比率が24.7％ということになっております。下の方
は男女別の農業従事者数ということで、農業就業人口に占める女性の割合は約６割ということで
ございます。 
 16ページですが、新規学卒者、Ｕターン青年等の新規就農状況を整理してございます。減少傾
向にあるわけですが、近年におきましては、農業外から新規参入を希望する方が見られるように
なっておりまして、右側の一番右側に平成７年の数字が載せてあります。新規の学卒就農者は
1800人、Ｕターン就農者が5800人ということで、平成２年に比べまして増加いたしております。 
 また、新規就農ガイドセンター、あるいは非農家出身の農業大学校の学生というのは、わずかで
すが、増加傾向ということでございます。 
 16ページの下に農地の動向を整理してございます。農地面積につきましては一貫して減少いた
しております。右側の表にありますように、昭和40年、600万haの農地面積でしたが、一番右側の
平成８年、最新の数字では500万haを切りまして499万haとなっております。農地のかい廃面積は、
最近は大体４～５万haということで毎年かい廃が進んでいるという状況にございます。 
 17ページ、農業経営です。我が国の国土面積に占める農用地の割合は、右側の真ん中にあり
ますように、13％ということで、諸外国に比べて低いわけでございます。また、諸外国と比べまして
も、相対的に農家戸数が多いということから、農家一戸当たり農用地面積は、アメリカ、ドイツ、フ
ランス、イギリス等と比べて著しく小さくなっているということでございます。 
 右の下段の表にありますが、農業経営の規模につきましては、畜産、施設園芸は規模拡大が着
実に進展いたしております。また、地域別では、北海道では規模拡大が進展いたしておりますが、
都府県につきましては、規模拡大のテンポは緩やかでございまして、零細な経営が多いということ
でございます。 
 18ページです。近年、耕作放棄地が増加いたしておりまして、右側の表にありますように、平成７
年には16万ha、率では3.8％ということでございます。 
 下の方に環境との関係を書いてありますが、左側の文章にありますように、農業は農薬、化学
肥料等の多投入、不適切な使用によりまして環境に負荷を与えている面があります。そういうこと
で、これを軽減しようとする取り組みが徐々に広まっておりまして、右側の真ん中にありますよう
に、環境保全型農業ということで、実施している旧市町村の割合が約19％、２割程度で環境保全
型農業に取り組んでいる事例が見られます。 
 19ページは農家経済ということで、農家の世帯員一人当たりの家計費につきましては、近年は
農家が勤労者世帯を上回っているという状況が見てとれます。農家の中では、専業農家につきま
しては、現在も勤労者世帯を下回るという状況でございます。 
 20ページ以降に農村地域の整理をしてございます。農村地域は、右の表にありますように、国土
の97％を占め、また、総人口は35％ということでございます。 
 21ページの上の方に農村地域と農業ということで各地域別に整理してございます。北海道、東
北、四国、九州あたりにつきましては、国内総生産に占める農業・食料関連産業の割合が相対的
に高くなっております。 
 22ページの下の欄を見ていただきますと、農村地域の生活環境ということで、道路、汚水処理施
設等、農村地域におきます生活環境の整備が都市に比べて立ち遅れております。特に汚水処理
施設の普及率ですが、大都市の場合は94.7％、中都市で58％、農村では17％ということで、この
あたりの整備が非常に遅れております。 



 23ページに中山間地域の整理をしてございます。中山間地域は、国土面積の約７割、人口では
15％が居住いたしておりますが、下の欄にありますように、中山間地域の農業は、農業粗生産
額、耕地面積ともに全国の約４割を占めております。一方、過疎化、高齢化が進むということで、
耕作放棄地も増加いたしておりまして、地域社会の維持、国土・自然環境の保全等に支障が生じ
ることが懸念されているわけでございます。 
 24ページに総理府の世論調査を整理しております。右側の表にありますように、農業のいろいろ
な機能ということで、農業は緑、大気、水等の維持培養を図り、洪水などの災害を防止するなど、
自然環境と国土の保全に貢献していると考えておられる国民の方々が６割を超えております。 
 農村についてどういうイメージを持っておられるかということで、当然ながら、食料を生産する場
としての役割ということですが、それ以外に、水資源を蓄え、土砂崩れや洪水などの災害を防止す
る役割、あるいは保健休養などのレクリエーションの場としての役割、こういったことが、この３年
間の推移を見ましても、国民の皆様の評価が増大しているということが読み取れるわけでござい
ます。 
 以上でございます。 
○会長 ありがとうございました。 

１２ 質疑、資料要求等 

○会長 ただいまの御説明のように、全世界的に食料不足が深刻な問題になっております。その
割に、日本では自給率がものすごく低いという問題があり、また、農家では特に高齢化が進んで
いて、我々現代において、「安全」をさらに「安心」、心の平和まで高めたいというときに、まさに不
安心が食料・農業・農村において大きいのではないかと思います。今すぐにも私たち知恵を出さな
ければいけないときに来ているように思います。 
 意識も変わってきていると思いますのは、農水省が就農準備校、農業に就くための準備の学校
というものを昨年８校開校し、今年は10校になりますが、これに1231人の人が来ておりまして、専
業農家をやりたい人が１組、八ケ岳が出てまいりました。菊作りでありまして、30代、40代、50代の
意識は確実に変わりつつあるように思います。そういうことから、ぜひ広い観点から、つまり単なる
食料という観点だけではなくて、文化とか農村景観とか、広い観点からぜひいろいろな御意見をち
ょうだいしたいと思います。 
 さっき、座って説明されたらという御発言があって「ハッ」となったのですが、横に誰がどうなって
いるのかよくわからないんです。次回からは顔が見えるように丸くしてもらえませんか。円卓会議
みたいに。委員の方もお互いに見えないのではないかと思うのです。ですから、事務局、何とかお
願いいたします。 
 それから、ちょっとつぶやいたのですが、「食料・農業・農村」というのは長くて、何か略称はない
でしょうか。わかりやすさというのは非常に大事なことで、対外的にも何をやっているのか、余り長
くて意味もよくわからないかもしれない。もう少し簡単に、正式な名前はこれでいいのですが、通称
というか、新聞社の方が何か作っちゃうかもしれませんが、何かお考えいただければと思います。
要するに「食」と「農」に関する調査だと思いますが、ぜひお願いいたします。 
 私は、いつも第１回目は委員の先生方お一人お一人にお話をちょうだいするという原則にしてお
りますが、今日は時間がなくて、20分しかないということは、私を除いて16名おいでになるので、１
人１分しかなくて、そういう方式がいいのか、それとも今日どうしても話をしたい、次回に譲って、次
回はたっぷり話したいという方、いろいろおいでですので、よくわからないのですが、１～２分程度
でできるだけ多くの方にお話をいただければと思います。こんな資料が欲しいとか、今説明があっ
たけれども、こういった問題もあるのではないかとか、そういうポイントだけ今日御発言いただけな
いでしょうか。 
 どうぞ。 
○委員 質問ですが、「食料・農業・農村」ということになっておりますが、食料というと全部がかか
わってくると思います。農村も山村と漁村とみんな絡んできますので、そういうものを全部ひっくる
めて議論していくことが必要だと思うのですが、そういうことでよろしいのでしょうか。よろしけれ
ば、今日いただいた資料には中山間地域の名前は出てくるけれども、山村というのは農業と漁業
一緒ですし、林業も入るわけです。そういうことで林業と漁業の資料も同じようなものをお示しいた
だけるとありがたいと思います。 
○会長 ありがとうございました。そのとおりですね。 
○委員 時間がありませんので、簡単にということでございますが、ただいまいろいろ資料説明を



いただきました。まさに我が国の農業・農村を取り巻く現状というのは幾多の課題が山積いたして
おります。そういう中にありまして、減反に次ぐ減反、生産調整、そして、ウルグアイラウンドの合
意によりましてミニマム・アクセス米が毎年輸入されておるという現状、加えて、ＷＴＯ体制下にお
ける農産物の輸入、少なからず我が国の食料・農業に影響を及ぼしております。 
 加えて、昨年ローマにおいて「世界食料サミット」が開催されました。時間の関係上、内容は省略
いたしますが、内外ともにこういう極めて大事なときに、国民合意の食料・農業・農村について取り
組もうということで、こういう審議会あるいは専門委員会が持たれたことはまことに意義の深い、評
価すべきことであると思います。 
 政府の方からもお話がありましたが、できるだけ国民の合意形成をして、来年の秋ごろには取り
まとめ、そして法案作成、再来年の臨時国会等々いずれ早い時期に法案作成をいたしたいという
ことでありますが、1999年はウルグアイラウンドの見直しの時期でもありますし、加えて、ＷＴＯに
おいて新たな貿易ルールの確立をしていく、そこへつないで成果のあるようなことを期待いたすも
のでございます。そういう意味において、こうした国民合意の取り組みが行われるということは、最
初にして最後の大切な会議であるということを評価いたしたいと思っております。 
○会長 ありがとうございました。 ほかにございますか。 
○委員 ちょっと質問的なところもあるのですが、今もちょっとお触れになりましたが、間もなく今の
ウルグアイラウンドの見直しの時期があって、そのときに多分また米の部分開放をどうするかとい
う議論があると思います。そういう直近の、いささか生々しいことと、やや中期的な改革の方向とい
うものをどういうふうに整理していけばいいのかということ、つまり直近の具体的なことを越えて、
その後まで息を続けられるような改革をやろうということですが、それはかなり微妙なところもあっ
て難しい点もあろうかと思います。その辺の議論の整理の仕方をどういうふうにしたらいいかとい
うことが一つです。 
 それから、逆に言うと、先まで行きますと、先ほども資料で御説明がありましたけれども、2025年
ぐらいになると人口がものすごく増えて食料危機であると。そうすると、日本は減反どころではなく
て、どんどん米をつくって、アジアのために貢献しなければいかんという事態になるかもしれない。
そういう時間的なことが、今の基本法は、昭和36年から辛うじて35～36年もっているわけですが、
一体どうスパンの改革を考えていけばいいのか。事務局には恐らくそういうイメージはおありだと
思うし、我々も何かイメージがあると思いますが、その辺のところを最初の総会か何かのときにで
もお話をいただけたらと思います。 
○会長 ありがとうございます。 
 短期、中期、長期とあると思いますが、長期のコンセプトを踏まえた上で、短期と中期それぞれ
について、ここでぜひ具体的なことを出していただければと思います。 
○委員 こういう重要な日本農業の大きな転機のときに、こういう会を持っていただいて大変あり
がたく思っております。特に日本の場合は、先ほどから出ておりますように、世界史的に見ても例
のない農業後退の状況にあります。根本的に考えなければいけない時期が来ておると思います。
 現在、国土庁の方で、国土の将来といいますか、21世紀をにらんだ国土利用のあり方が審議さ
れておりまして、その問題と農村地域のあり方と連動させて考えないと、恐らく農業の問題、農村
の問題は解決しないだろうと思っておりまして、ぜひともそうした審議の内容等も御紹介いただい
て、委員の参考に供していただきたいと思います。 
 そして、委員の皆さんに、私自身も含めまして、農業の実態、世界の農業も含めて現実を知ると
いうことが大事だと思いますので、今日資料等をお願いして作っていただくということも大事です
が、ふと思いついたときに、資料をどこにお願いしたらいいのか、ここに電話すればお願いした資
料がちょうだいできるというふうな窓口といいましょうか、電話でも教えていただければ、事務局の
方は大変と思いますけれども、そういう利便を図っていただければ、委員の皆様も便利ではない
かと思いますので、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。 
 それは、事務局、大丈夫ですね。 
○事務局 官房企画室の方で庶務をいたしております。国土庁の関係でもやっていただいており
ますので、委員の皆様方に、資料の要求等はここでということで御連絡させていただきたいと思い
ます。 
○会長 ありがとうございました。ほかに、どなたでもどうぞ。 
○委員 検討の進め方ですが、例えば三つの部会に分かれてやるわけですが、普通の審議会の
やり方だと、委員がそれぞれに所属して、独立して走っていって、最後のところで事務局が一本化
するという感じがありますけれども、この問題というのはみんな絡み合っている問題だから、時間



がないということは一つの大きな制約ではありますけれども、それぞれの審議の途中で全体会議
的な、合同会議的なものもやらないとうまくまとめられないのではないか。幅広い観点から与えら
れた問題を検討していくということはいかがなものでしょうかと思っております。 
○会長 それは大事なことだと思います。おっしゃるとおりです。最後に三つを合わせてお互いに
びっくりしても困りますし、それは事務局がきちんと調整するのでしょうけれども、貴重な大事な御
提言でぜひ考えさせいただきます。 
○委員 今のことと少し関係があると思いますが、よく消費者ニーズが多様化したからといって、
いろいろな物の買い方のかわりようを消費者の責任のように言われるのですが、食の問題です
と、12ページにありますように、農水産業に帰属する割合は23％、食に関する材料をお買いになる
方は消費者だと考えれば、流通とか、飲食とか、加工業とか、そういうもののニーズもすごく大きい
部分を占めていると思うのです。 
 確かに国民的コンセンサスといいますと、作ったものは食べられなければ意味がないわけで、残
るとごみになります。21世紀を見詰めて、食料危機が来るだろうということは私どもも想像はできる
のですが、今の日本の飽食の時代ですと、一般にはむしろ余って捨ている部分が多いのではない
か。そこら辺でもうこれ以上胃袋は増えていかない。そうしますと、今余っているところ、捨てている
部分というのが大分多いのではないか。そちらの方も考えませんと、工業製品と違いまして、環境
に左右されて作られるものですので、まず環境を考えないと、飢饉が来るかもしれないし、自然を
大事にいたしませんと、いつ砂漠化するとか、雨がなくなるとか、太陽がささなくなるということがあ
り得ないとは言えないような気がいたしますので、三つに分かれてそれぞれがやりますと、ドッキ
ングのところがどうなるのかと危惧いたします。 
○会長 ありがとうございました。 
 パーティなどでみんな残してもったいないですね、みんな弁当箱持ってきたらどうですかね。パー
ティで水割りだけ飲んで、みんな置いていっちゃうんで、あれは捨てちゃうんでしょう。もったないで
すね。倫理の問題もありますよね。 
 あと、いかがでございましょうか。 
○委員 先ほど、委員がおっしゃったことと関係するのですが、農業基本法が昭和36年にできてち
ょうど36年たっているわけです。いろいろなめぐる情勢なり、食料・農業・農村のその間の変化があ
るというのは今日資料で出していただきましたが、ここにも国際経済社会ということが出ております
が、36年の間に国際的な農業とか食料についての議論というのがかなり変わってきているような
気がします。農産物貿易問題一つとっても、基本法ができたころは輸入割当をどうするかというこ
とと関税という話でしたけれども、今、世界貿易機構では、各国による農業保護政策を、お互いに
約束して制限し合う。また、農政の手段としても、なるべく生産を歪曲しないような格好での農業保
護をやりなさいみたいなガット、ＷＴＯ系統の議論とか、ＯＥＣＤ系統の議論というのが一方にあり、
それともう一つ、ＦＡＯとか食料サミットなどの21世紀になると食料なり人口問題というのは深刻だ
よという議論が片一方にあります。 
 それが、ガット、ＯＥＣＤの方とＦＡＯとか食料サミットの方と必ずしもしっくり合わないところがある
わけです。２年後に新しい多角的な貿易交渉が一応始まる－本当に始まるかどうかわかりません
が－ということを考えますと、農業なり農政なり食料なりをめぐる国際機関の動向、考え方、これも
幅を広げればきりがないのですが、そのエッセンスのようなものを、これは後の議論の中で出てく
ると思いますので、最初から出していただいた方がいいのではないかと思いますので、お願いした
いと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
 国際的な論議のポイントの推移みたいなものですね。 
○委員 はい。 
○会長 それは大事ですね。ありがとうございました。 
○委員 私は、山梨県で桃とぶとうとバラの花を栽培しておりますが、地域で若い農業者が少なく
なっております。この資料の中にありますように、８割の方々が、国で作った方がいいという考えが
あるようですが、どうしてこんなに農業者の若い人たちが少なくなってしまったんだろうかと考えま
すと、我が家は後継者が育っておりますが、教育の中で農業は楽しいものだということをもっと教
えていったらいいのではないかと思うのですが、教育の中でどのように取り上げられているのか、
資料が欲しいと思いましたので、お願いいたします。 
○会長 ありがとうございました。 
 資料がどういう形であるのかよくわかりませんが。 
○事務局 それは文部省の方とも連絡をとって、きちんとした資料をお出ししたいと思います。 



○会長 どうぞ。 
○委員 数年前ですけれども、お米の騒動がありました。そういうことを思いますと、私は日本の
食料というのは大変足元が脆弱のような気がいたします。いざ何かがあった場合にどうするかと
いうことに関して、長期的な視野に立って準備をしておく必要があるのではないか。そういう意味で
は、お米だけに頼るのではなくて、第二、第三の主食のようなものをビジョンの中に入れておく必
要があるのではないかと思います。 
 特に阪神大震災で感じたことが、私ども食料供給に努力させていただいたのですが、どうしても
夕食はお米がないと日本の人はとても耐えられないということがあるようですが、そのほかは別の
ものでもいけるような感じがいたしております。そういう意味で、一つだけに頼るということでなく
て、幾つかの支えがあるような体制を考える必要があるのではないかという感じがいたします。 
 もう一つ、資料を読まさせていただきまして、よくわからないのですが、農家の規模がなかなか大
きくならないということが大きな課題のようですが、その原因を追及してみるといろいろなことが出
てくるのではないかという気がいたします。 
○会長 ありがとうございます。 
○委員 私は、出身は農村で、今は都市で消費生活をしているという感じですが、農業問題といっ
たときに、私たちは供給してくれるものを食べているにもかかわらず、ちょっと遠いという意識があ
るわけです。今回、こういう食料・農業・農村という横断的なテーマを掲げてやっているということ
で、これからの農業をどうしようかということを、都市の消費者も考えられるような情報の提供をし
ていっていただきたいと思います。 
また、先ほど意見が出ましたけれども、私も三つの部会に分けることが本当にいいのかどうか、せ
っかく三つを統合しようということなのに、また分けて議論するとせっかくの総合的な観点が抜け落
ちてしまう可能性もあるということで、進める都合上、そういうことは仕方ないということであれば、
その三つを常に横断的に見られるような場をぜひ作っていただきたいと思います。 
○会長 ありがとうございました。 
 本日は、時間がなくてまことに恐縮でございましたが、大変に大事な問題が出てまいりました。３
部会は必要だが、しかし、お互いの連携も考えていけという問題とか、あるいは短期、中期、長
期、三つの視点をしっかり据えた議論が必要であるとか、その他たくさん大事な問題が出てまいり
ました。 
 農の問題は、単に物理的な、食えるか食えないかという問題だけではなくて、日本の私たちが安
心して生きていくために、まさに農業とか農村が文化の基礎になっているということです。これはぜ
ひ御留意いただいて、御議論いただければと思います。食料というのは餌ではないので、私たち
がそれを食べて、お互いに心の通い合いが出てくる、そういうものだと思うので、先ほど文部省の
話も出ましたが、機能性、経済性、効率性一点張りの生き方だったこれまでの生き方とは違う生き
方が今求められているという点を踏まえて御議論いただければ幸いでございます。 
 ということで、事務局の方と相談しまして、横断的なものをぜひ考えさせていただきますが、差し
当たりの会議のスケジュールとしまして、第２回目、第３回目は総論で自由闊達に御議論いただき
たいと思いますが、第２回は５月13日、午後２時ということにさせていただきたいと存じます。後
日、文書にて御案内を差し上げることといたします。また、委員の御都合もおありと思いますので、
一応現段階で第３回調査会の日程を予定させていただくということで、６月13日、午後２時からと
いうふうにさせていただきたいと思っております。 
 なお、本日の会議の状況につきましては、後ほど私の方から記者会見を行って説明するというこ
とにしたいと存じますので、何とぞ御一任のほどをよろしくお願い申し上げます。 
○農林水産大臣 本日はどうもありがとうございました。時間の関係がございましたので、今御発
言されました委員の皆様方から御質問もございましたが、その問題につきましては、次回、事務局
から御報告、またお答えさせていただきたいと思いますので、時間の関係でお答えできなかったこ
とをお許しいただきたいと思います。 
 今日はありがとうございました。 

１３ 閉会 
○会長 それでは、本日はこれにて閉会させていただきます。 
ありがとうございました。 


