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１．農業部会におけるこれまでの議論の概要 

○農地について（第２回部会） 

 

 
 

項  目 主 な 意 見 

１ 農地面積  ☆ 現在の５００万 ha の農地は、食料の安定供給のための国内資源として維持すべき 

☆ 現実には農地の減少は続いており、農地の制度や運用が現状のままであれば、農地の減少は更に進み、５００万 ha

の維持は困難 

２ 農地転用許可、農用地区域  ☆法律上農用地区域内の農地転用はできないとされながら、実際には農用地区域からの除外により転用が行われてお

り、農振法の運用に問題 

☆農振法のゾーニングと農地法の転用規制との整合性を図る観点から両制度を一体化すべき 

☆ゾーニングの厳格化には賛成だが、一気に厳格化するのは実際には困難であり、時間をかけて計画的な土地利用制

度となるように、制度の改善を進めることが必要 

☆土地利用計画や土地利用規制の問題は、地域の農業者の合意形成が難しく、その意向に配慮することが重要 

☆我が国には真の意味での土地利用計画制度がないので、「計画なくして開発なし」との理念の実現に向け、市町村が

しっかりとした土地利用計画を作り、それに適合しない限り開発を認めない制度が必要 

３ 株式会社の農地取得等   ☆転用規制を厳格化できるのであれば、株式会社の農地取得は賛成 

☆株式会社については、最初だけ要件を厳しくして権利取得を認めても、株式の譲渡に伴いその転用を防ぐことは難し

いことから、参入には反対 

☆農地転用期待を排除できる農地制度を作れるのかという観点から株式会社の問題を考えるべき 

☆株式会社というとすぐに農業外部からの株式会社の参入を想定しがちであるが、現在農地の権利取得が認められて

いる農業生産法人の発展形態ということも考えられるのではないか 

４ 農地の利用   ☆現在の農地制度には利用の担保がなく、今後はいかに農地の農業上の有効利用を確保していくかが重要 

☆農地は耕作者が所有することを最適とする農地法と、貸借による流動化を図るための農業経営基盤強化促進法を一

体化すべき 

☆大規模借地経営が安定的に経営を持続していけるような仕組みを検討することが必要 
 

 

 
 

 



○担い手について（第２回部会） 

 

 
 

項  目 主 な 意 見 

１ 総論   ☆将来の農業や担い手の姿を描いた上で、担い手の確保や育成を考えるべき 

☆農業経営の体質強化のためには、生産だけでなく、流通・加工・販売等川下部門との連携の強化が重要 

☆現に農地を利用しないで農業を営む株式会社があるが、将来の農業・農村を考えた場合に、株式会社の農地の権利取

得を一切排除することが日本の農業にとってよいことなのか。営農の意志が確実であれば担い手の一つとして株式会社は

認められるべき 

☆従来、農地に関する制度は相当に整備が進んだが、今後は経営に着目した制度の強化が重要 

２ 認定農業者   ☆認定農業者への施策の集中化を一層徹底する中で、法人化の推進が実現するのではないか 

☆認定農家は地域において孤立しがちであるので、認定農業者に施策を集中するとともに、認定農家が地域において、周

囲の小規模な農家等と融和し得るような政策配慮を行うことが必要 

３ 新規就農者対策   ☆法人は、新規就農者の就業先として活用できる面もあり、そうした観点からも法人化を促進すべき 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○経営安定対策について（第３回部会） 

 

項  目 主 な 意 見 

１ 現行の価格政策の評価 ☆これまでの農政は安易に価格政策に依存し、また価格の安定よりも価格の支持に傾斜しすぎていたのではないか 

☆現行の価格安定制度は、ＷＴＯルールを前提とすると限界にきており、市場原理を導入した上で経営安定について考えるべき 

☆農産物の性格上、市場原理だけでは価格の乱高下を生じやすく、国民生活の安定、農家の経営安定の両面から、今後とも価

格安定制度は必要 

２ 経営支援のあり方  ☆価格の安定よりも経営の安定をどう図るかが重要。すべての担い手を対象とするのではなく、実態をみて、本当に育てていか

なければならない担い手層の経営を安定させる視点が重要 

☆価格制度だけでなく､農業の生産性向上、法人化による人材の確保、金融・税制面の支援など農業政策全体で考えるべき 

３ 直接所得補償の導入 ☆価格支持制度が限界となる中で、育成すべき担い手に着目した経営安定を図ろうとする場合には、直接所得補償の導入は有

効 

☆価格支持水準引下げの代償として安易に導入の検討を行うのはいかがなものか 

☆直接所得補償について考える際、農業生産が、環境保全効果、食料供給等の面で何らかの社会的貢献に対する見返りとして

補償するという視点が必要 

☆米国、ＥＵと日本とでは、農業の生産構造が異なることに留意すべき。農業構造の改善がなかなか進まない中で､先に直接所

得補償を導入すれば構造政策への努力が失われ、構造政策が中途半端なものになる懸念 

☆直接所得補償は、長期的な施策としてではなく、農業構造のスムーズな転換のために必要な一時的な施策として考えるべき 

４ 国境措置等   ☆国内農業生産の維持、食料の安定供給の確保のためには、一定の国境措置は不可欠。世界の自由な貿易ルールだけでは

日本農業は成立しえないため、ＷＴＯの国際ルールは尊重しつつも、国境措置は継続すべき 

☆食品産業は国産農産物の重要な供給先であることから、食品産業が厳しい国際競争にさらされ、その体力低下、海外への移

転が進めば、結局、国内農業が脆弱化することになるので、原料価格引下げのため国境措置水準を引き下げるべき 

☆消費者負担から財政負担へという国民の負担の形態のあり方については、現在の日本の財政事情からするとその財源が問

題 
 

 

 

 

 
 

 

 



○生産政策について（第４回部会） 

 

 

 

 
 

項  目 主 な 意 見 

１ 生産政策の理念・国内生

産の位置づけ   

☆国が価格や需給調整等を含め誘導してきたこれまでの生産政策は、国内農業の自立や適地適作を妨げてきた面もある

ことを踏まえ、今後国が行う生産政策は、基盤整備、試験研究・普及、環境保全等に限定していくべき 

☆食料安全保障の観点から、国が自給率等の目標を示し、国内生産を誘導していくことが必要 

☆産業効率を求める農業振興策と産業として成り立たない地域における農業保護策とは、切り離して考えるべき 

☆今後の国内生産は、経営感覚、経営の自立、適地適作を尊重するものとすべき 

☆産業政策、効率性の追求には限界があり、農山漁村と都市が共生するネットワークを考えるべき 

２ 国内農業の体質強化   ☆国民の納得が得られる価格で農産物が供給されるよう、今後とも経営規模の拡大による生産性向上が必要 

☆国内農業の体質強化のためには、規模拡大だけではなく、高付加価値化や経営の多角化・複合化も目指すべき 

３ 生産基盤の整備   ☆農業生産基盤の整備は効率的な農業の実現のために重要 

☆土地改良事業については、区画規模を大きくし事業展開のテンポを早めるべき 

☆生産基盤整備、特に土地改良事業については、効率化・重点化のため見直しが必要 

☆土地改良事業の対象となった農地の転用については、規制を強化することが必要 

４ 技術の開発・普及   ☆技術の開発・普及については、効率化・重点化のための試験研究体制や取組内容の見直し等が必要 

☆普及については、技術偏重を改め、経営指導面や環境対策面の強化が必要 

５ 環境保全型農業の推進   ☆環境と農業の視点は現行基本法にはなかった新しい視点であり、答申の中での明確な位置づけが必要 

☆環境保全型農業への取り組みの助長のためには、真に環境保全に貢献するものについて、基準に基づき公的支援をし

ていく必要があるが、すべてを公的負担とすることもできないので、表示等による農産物の差別化等の手法も有効な施策 

☆ふん尿や残さなどを土壌に還元し農業生産を行うという、リサイクルの視点が重要 
 

 

 

 

 

 

 

 



○米をめぐる諸課題について（第５回部会） 

 

 

 

 
 

項  目 主 な 意 見 

１ 総論         

  

☆米の価格の大幅な下落による影響は大規模農家ほど深刻であり、生産調整の拡大が不可避となる中で、総合的な新た

なシステムを早急に確立することが必要 

２ 生産調整   ☆現在の需給状況の下では、需給均衡のためには生産調整の拡大は必要であるが、まじめに生産調整に取り組む生産者

に対するメリハリをつけたメリット対策が不可欠。また、生産者が主体的な判断で参加できる仕組みが必要 

☆生産調整は、短期の過剰解決のためには否定するものではないが、長期的には構造的な生産過剰は市場メカニズムを

通じて解消していくべき問題 

☆適地適作を進める観点から、とも補償を活用すべきではないか 

☆生産調整は、生産者・生産者団体自らの問題として対応し、行政は支援に徹すべき 

☆在庫水準の変動に連動して自動的に生産調整面積が変更されるようなルールが考えられないか 

☆生産調整を通じ、水田という持続的な生産装置を維持しているという、食料安全保障の視点も重要 

３ 経営安定対策     ☆政府と生産者の拠出による基金を創設し、自主流通米価格が低下した場合、生産調整実施者が出荷した自主流通米価

格に対し価格補てんを行う仕組みが必要 

☆新たな対策の対象については、生産調整の実施を条件とすべきだが、さらに稲作経営に意欲のある生産者に限定するな

ど構造政策的な観点も必要 

☆国際的な農業規律を念頭に置いて対策の内容を検討していくことが必要 

４ 備蓄         ☆食糧法に基づき、政府米の役割は備蓄に徹底させ、その売渡しは市場実勢に合わせて販売するシステムを作るべき 

☆政府備蓄米は市場から一番安い米を買えばよい 

５ 流通、価格形成  ☆自主流通米価格形成センターは、値幅制限、入札販売数量や取引参加者の制限など依然として制約が多い 

☆計画流通米、計画外流通米の区別を廃止し、米市場を一本化するなどの見直しが必要 
 

 

 



２．農業政策に関する各種団体からの提言の概要 

（注）このペーパーは各種団体の提言を事務局の責任において要約したものである 

項目 経済団体連合会 

（農業基本法見直しに関する提言） 

全国農協中央会 

（第２１回ＪＡ全国大会決議） 

全国農業会議所 

（農林水産大臣諮問に対する本答申） 

１ 理念について ☆魅力ある職業としての農業の確立と、国際競争にも

耐え得る産業としての農業の確立のために、施策を重

点化・効率化すべき 

☆産業としての農業が成り立ちえない、条件の厳しい

地域の農業保護政策とは区別すべき 

☆農業者と農業以外の産業従事者や都市生活者

等とそれぞれの役割を認め互いに恩恵を受けつつ

共に生きていく「共生」の考えが重要 

☆国内生産を基礎とする食料の安定確保国内資源

の活用によるわが国農業の持続的発展、生き生き

としてひらかれた農村地域社会の形成をめざすべ

き  

☆２１世紀の農政は経済効率性の追求と合わせて

多面的・公益的機能の総合的な発揮により国民生

活の安定と質的充実を図るという理念に基づいて

推進されるべき 

☆農業の経済効率性の追求は自然生態系 と調和

し持続性をもつものであることが不可欠 

２ 食料供給における国内農

業生産の位置付けについて

☆食料の安定供給のためには、国内生産の重要性に

加え、輸入の役割を正当に評価し、生産・輸入・備蓄・

加工・流通・販売までをトータルに捉えた食料政策を確

立すべき 

☆食料安全保障の問題は、国民の負担コストを勘案し

つつ、想定する食料危機に応じた対策が議論されるべ

き 

（例えば、短期的な食料危機に対しては、備蓄や多角

的な輸入先の確保等で対応。戦争等有事の際の食料

危機に対しては、非常時における土地利用や食料供

給体制など総合的な危機管理体制を検討。超長期的

な不確実な見通しに基づく食料危機に対しては、平時

より、競争力確保のための農業諸施策や優良農地の

確保、農業技術の開発と発展途上国への移転等に努

めることを基本） 

☆米をはじめ主要な農畜産物等基礎的な食料につ

いては、国内生産を基本とすべき 

☆国内で一定水準の農業生産を行うことを明確に

した中長期的な国内生産目標の設定とこれを実現

する生産基盤の確保等を明示することが必要 

☆カロリーベースの自給率について政府として一定

の目標を定め、これの実現に向け生産・消費両面

からの政策を明確にすべき 

☆主要な品目について、品目別生産目標を設定

し、生産サイドとしても目標の実現に向けた努力を

行うとともに、政策的な支援を講ずべき 

☆食料の基本政策においては、食料自給力の可能

な限りの維持・向上を基本に食料供給力の確保と

潜在生産力の維持安定輸入の確保、備蓄の組合

せにより食料の安全保障の明確化が必要 

☆国として短期、長期、非常時を含めた食料安全

保障計画を策定し、食料安全保障の確保に向けた

方針と具体的方策を明らかにすることが重要。その

際、平常時における一定の自給率目標を設定した

対応が望ましい 

☆食料自給力の維持・向上に向け、主要農産物の

生産目標を設定し、穀物全体の国内自給を重視し

た作付転換を進めることが必要 

☆「飽食」といわれる現在の食生活を見直し、食べ

物を大切にするという国民意識の転換に向けた国

民的運動や健康増進の食生活教育が重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 農地の確保・利用につい

て  

☆優良農地の保全・有効活用を図るため、 

農業的利用を行う区域と非農業的利用を行う区域との

区分を明確化し、農業的利用を行う区域については、

農地として厳格にゾーニングして転用規制を強化し、こ

れらの農地は効率的・安定的に農業を行う経営体に

集積すべき 

☆自作農主義を原則とした農地法を抜本的に見直し、

優良農地の保全とその有効活用という、農業経営の

視点を柱に据えた法律にすべき 

 

☆食料の安定確保のためその基礎となる農地につ

いて、確保すべき量を食料安全保障の役割から明

らかにするとともに質・量の両面から確保すべき 

☆このため、現状規模の農地の確保と、より有効な

利用を図るための合理的かつ整合性のある政策展

開が必要 

☆農地の秩序ある利用を継続し、耕作放棄地等を

含め農地保有合理化法人を通じた中間保有機能

の活用により、中心的な担い手への利用集積をは

じめとして、農地の有効利用を実現することが必要

☆国が将来にわたり保全・確保すべき農地総量に

ついての方針を示し、耕作者主義を基本とする現

行の農地制度を堅持しつつ公共的視点にたった土

地利用秩序を確立することが不可欠 

☆担い手への農地の利用集積のため、強力な構造

政策の推進体制を整備しつつ土地基盤整備との連

携のもと農地の流動化を進めることが必要 

☆将来とも農地として保全すべき農地の「保全農

地」としての指定や、公的セクターによる農地の保

全・管理対策が必要 

４ 担い手について ☆施策の対象を効率的・安定的な農業経営を行うい

わゆるプロの農家と農業生産法人に重点化し、これら

の経営体に優良農地の集積や基盤整備等の予算の

重点配分を行うべき 

☆魅力ある職業としての農業を確立するため、営農者

の自主性や創意工夫が活かされるよう、諸規制の緩

和を推進すべき 

☆担い手は地域社会に定住し地域社会を支える存

在である 

☆担い手や地域の多様性を前提に施策のあり方も

多様であるべき 

☆政策は農業者自らが政策支援の対象となるかど

うかを選択できる仕組みが必要 

☆担い手は労働、経営及び地域での生活が一体と

なっているより効率的かつ安定的な家族農業経営

とその延長線上にある農業生産法人を基本とすべ

き 

☆多様な地域資源を活用した加工・販売・観光など

農業所得を総合的に確保できるような新たな農業

経営概念を確立すべき 

☆体質の強い農業経営の広範な確保・育成のため

認定農業者をはじめとする担い手を施策の対象と

して明確化し、施策を強化することが必要  

５ 農業生産法人について ☆農業の多様な担い手を確保し、農業の活性化を進

めるため、農業生産法人の事業要件、構成員要件、

経営者責任要件など規制緩和を進めていくべき 

（特段の記述なし） （農業生産法人については現行の家族農業経営の

延長線上を前提に議論） 

６ 株式会社参入論について ☆営農形態の選択肢の一つに株式会社を加えるべき

☆株式会社に対する懸念を取り除くため、農地転用規

制の厳格化や株式会社の農地取得の段階的解禁な

どが考えられる 

☆農地の土地投機の対象となるおそれがある規制

緩和の観点からの株式会社の農地利用には反対

☆家族による農業経営が農業を持続させ農業の多

面的機能を維持できること、株式会社の農地取得

は認定農業者の育成など従来の施策に支障をきた

すおそれがあり、また企業による農地の投機的取

得を招くおそれがあることから株式会社の農地取

得を認めるべきではない  



７ 価格・所得政策について ☆消費者負担型の価格支持政策を見直し、価格形成

は市場原理に全面的に委ねる方向に進めるべき。具

体的には、米を除く農産物については、行政価格及び

関税率等を段階的に引下げ、５年程度後を目途に消

費者負担型価格支持制度を原則的に廃止すべき。米

については２００１年以降の関税化は不可避と考えら

れ、一定の関税水準を維持したうえで国内価格につい

ては市場原理に委ねていくべき 

☆価格支持政策の見直しの代替措置として目的や時

限性等を考慮したかたちで財政負担型の所得政策へ

の転換を検討すべき  

☆価格安定制度も、先物市場の整備や農業保険の拡

充など自己責任に基づくリスク分散・回避に置き換え

ていくべき 

☆価格政策に対するさまざまな制約から価格政策

の運用のみで担い手の所得を確保することは困難

になると予想される 

☆価格の変動が経営に与える影響を緩和する収入

保険制度のような経営安定政策の確立が必要 

☆農業の国際化の進展や市場原理の導入による

価格変動、農業災害など経営を取り巻く環境変化

やリスクに対応し得る経営を確立するための経営

安定対策を強化すべき 

８ 農業の公益的機能の評価

について 

☆産業としての農業が成り立ちえない条件の厳しい地

域の農業については、産業政策としての農業振興策と

は区別し、地域経済の安定化、環境保全等の公益的

機能の維持の観点から、財政負担型の所得政策の導

入を検討すべき 

☆検討にあたっては、農業が公益的機能をどの程度

発揮しているか、また、公益的機能を農業以外の方法

によって実現する場合との比較考量を行うなど、地域

毎のきめ細かな検討が必要 

☆財政負担型の所得政策は環境保全等の政策目的

を明確化・限定化して、目的の遂行に対する財政給付

とすべき。財源は農林水産予算全般の見直しにより捻

出すべき 

☆農業の公益的な役割についてのより明確な評価

が必要 

☆環境保全をはじめとする公益的機能に着目し、

農林業を通じて行われる公益に資する生産活動等

を対象とする支援政策（日本型デカップリング）が必

要 

☆農業者の努力による環境負荷軽減の取組につ

いての政策的な支援が必要 

☆２１世紀の農政は経済効率性の追求と合わせて

農業・農村がもつ経済外的な多面的・公益的機能

を総合的に発揮させることにより国民生活の安定と

質的充実を図るという理念に基づいて推進される

べき 

☆中山間地域などにおいて農業の有する多面的機

能に着目した経営・所得確保対策を検討すべき 

 

 


