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Ｉ．はじめに 

 農業基本法については、平成６年１０月、内閣総理大臣を本部長 
とする緊急農業農村対策本部で決定された「ウルグァイ・ラウンド 
農業合意関連対策大綱」において、「農業基本法に代わる新たな基 
本法の制定に向けて検討に着手する」とされた。 
 その検討の一環として、本研究会は、農林水産大臣からの依頼を 
受け、現行農業基本法の政策目標等の今日的評価及び農業基本法を 
めぐる諸問題について、平成７年９月以降、関係団体等の意見を聴 
取しつつ議論を深めてきた。 
 この報告は、今後、食料・農業・農村に関する国民的な議論が展 
開される際の素材を提供するという観点に立って、研究会における 
議論の成果を取りまとめたものであるが、取りまとめに当たっての 
方針は、以下のとおりである。 
 ① 農業基本法を評価する前提として、同法の制定の背景、ねら 
い・内容等を再確認すること。 
 ② 農業基本法の政策目標及びそれを達成するための諸政策（生 
産政策、価格・流通政策、構造政策）の成果、今日的な意義等につ 
き整理し、評価すること。 
 ③ 最後に、農業基本法の総括的評価を行うとともに、今後、新 
たな基本法の制定に向けた検討を行うに当たって考慮すべき視点等 
を整理すること。 

II．農業基本法の制定の背景とねらい・内容 

１．農業基本法制定の背景 
 戦後の農政は、農地改革をはじめとする農村民主化と食糧増産を 
基調とし、その成果もあって、昭和２０年代後半には農業生産は戦 
前水準にまで回復した。しかし、昭和３０年代以降のめざましい経 
済成長の過程で、農業従事者の所得ないし生活水準が他産業従事者 
に比して低くなり、さらにはその格差が拡大していった。 
 こうした現象が生じることとなったのは、非農業部門の著しい成 
長に対して農業部門の成長が相対的に低かったこと、消費者所得の 
増加ほどには農産物需要が増加しなくなったこと、国際貿易の影響 
がますます強くなってきたこと等、我が国経済の成長発展の過程に 
おいて農業が「曲がり角」にきているところに要因があり、さらに 
その根底には、零細農耕という我が国の農業構造の特質があると考 
えられた。 
 一方、著しい経済成長は、農業部門から他産業部門へ労働力を移 
動させ、また、農産物の需要構造を変化させる等、農業をめぐる環 
境条件をも大きく変化させていた。こうした変化は、いずれも従来 
の農業のあり方に大きな影響を与えるものであったが、同時にそれ 
は、農業の近代化を推進するために必要な条件が成熟しつつあるこ 
とであるとも考えられた。すなわち、労働力の移動は、零細農耕と 
いう農業構造の問題を解決する契機となり、また、農産物の需要構 
造の変化は、消費が増加する品目に生産を向けること等新たな生産 
展開の方向を示すものであったからである。このように、農業の曲 
がり角的現象を顕在化させた経済成長は、同時に曲がり角にある農 



業の新たな発展を可能ならしめる契機ととらえられたのである。 
 こうした状況の下で、農業基本法は、高度経済成長の過程で顕在 
化した農業と他産業との間の生産性及び所得ないし生活水準の格差 
を縮小させることを目標に、新しい農業・農政の方向付けを行うた 
め、昭和３６年に制定されたものである。 
 なお、当時西欧諸国においても農政は転換期にあったが、特に、 
昭和３０年の西ドイツの「農業法」の制定は、我が国において農業 
基本法の制定を求める動きの直接的な契機となったとされている。 
すなわち、西ドイツでは、「農業法」の制定によって農業予算が大 
幅に増加したが、このことは、厳しい財政事情の下で農業予算が縮 
減されていた我が国において、農業団体を中心に農業基本法の制定 
を求める声を強くすることとなった。 

２．農業基本法のねらいと内容 
(１) 政策目標 
 農業基本法は、その政策目標として、「他産業との生産性の格差 
が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業従事者が 
所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを期するこ 
とができること」を掲げ、これらによって「農業の発展と農業従事 
者の地位の向上」という究極的な理念を実現しようとしている。 
 「生産性の向上」と「生活水準の均衡」は、前者は産業の能率の 
視点から農業と他産業との格差が是正されるようにするとの目標で 
あり、後者は福祉の視点から農業従事者が他産業従事者と均衡する 
生活を営むことができるようにするとの目標である。 
農業の生産性については、それまで労働の集中的な投下によって土 
地生産性を高めることに力が傾けられていたが、労働の価値を高め 
ていくという観点から、労働生産性に着目してその向上を図ってい 
くべきであると考えられた。また、農業従事者が他産業従事者と均 
衡する生活を営むためには、生活の源泉たる所得を増大させること 
がまず必要であり、併せて生活環境の整備、生活改善等を推進する 
ことが必要であると考えられた。 
 一般的には、生産性の向上によって、農業所得が増大し、生活水 
準も向上すると考えられる。生産性の向上によらない農業所得の増 
大は、例えば価格支持政策による農産物の価格の引上げ等を必要と 
することになり、恒常的にこれに依存することは正常な姿とはいい 
難い。このため、まず生産性を高め、生産性の向上によって生活水 
準の向上が図られるようにする必要があると考えられた。しかしな 
がら、当時の６００万戸の農家すべての生活水準を、生産性の向上 
による農業所得の増大により均衡させていくことは不可能である。 
農家が、農業で自立する方向に進むもの、農業を縮小して兼業に比 
重を移していくもの、他産業に就業していくものと漸次分化してい 
く動向に即して、６００万戸の農家全体の生活水準の向上を図って 
いくことが必要であった。このため、農家の生活の源泉たる所得は、 
農業所得のみでなく、兼業所得も含めた農家所得全体で考えていく 
必要があると考えられた。 
 以上のようなことから、農業基本法は、「生産性の向上」と「生 
活水準の均衡」のいずれか一方だけを目標として掲げるとか、ある 
いは「生産性を向上し、もって生活水準を均衡させる」というよう 
に両者を目的と手段の関係におくようなことをせず、二つを並列的 
に目標としたのである。 
 なお、西欧諸国においても、戦後復興の後、農業と他産業との間 
の生産性及び所得ないし生活水準の格差が拡大するという事態に直 
面した。西ドイツの「農業法」、フランスの「農業の方向付けに関 
する法律」においても、こうした農工間格差の是正の方向が示され 



ている。農工間格差の問題は、我が国に限らず、農業が経済の成長 
発展の過程で直面せざるを得ない不可避的な問題であったともいえ 
よう。 

(２) 政策目標を達成するための施策 
 「生産性の向上」と「生活水準の均衡」という政策目標を達成す 
るためには、その前提として、農業固有の自然的経済的社会的制約 
により生じる他産業に比べて不利な条件を補正することが必要であ 
ると考えられた。そこで、農業基本法は、おおむねこの不利な条件 
の補正をねらいとし、生産政策、価格・流通政策及び構造政策の３ 
本の柱により国の施策の方向付けを行っている。 

 ア.生産政策 
 農業基本法は、生産政策の方向として、「農業生産の選択的拡大 
を図ること」及び「農業の生産性の向上及び農業総生産の増大を図 
ること」を掲げている。 
 農業基本法制定当時、農産物の需要構造には大きな変化が生じて 
いた。すなわち、消費者所得の増加ほどには農産物需要が増加しな 
くなるとともに、畜産物、果実等のように消費者所得が増加するに 
つれて需要が大きく増加してくる農産物と、逆に米、麦等のように 
需要が停滞又は減少してくる農産物とがはっきり分かれてきた。し 
かし、我が国の農業は伝統的に米、麦等の穀物生産が中心であり、 
必ずしもこのような需要の動向に十分に対応できないでいた。こう 
した中で、農産物の需要構造の変化に対応し、生産性の向上と総生 
産の増大を図りつつ、米、麦中心の農業生産から需要に適合した農 
業生産へと早急に変革していくことが強く要請されていたのである。 
 選択的拡大は、このような状況を踏まえ、農産物の需要構造の変 
化や国際的な影響の強まりに対応した生産のあり方を方向付けたも 
のである。その内容は、「需要が増加する農産物の生産の増進」、 
「需要が減少する農産物の生産の転換」及び「外国産農産物と競争 
関係にある農産物の生産の合理化」であり、国際競争力の弱い農産 
物は生産性の向上によって競争力を強化したり生産転換を行い、需 
要の動向に応じて農業の生産構成を変え、増大する需要に生産を適 
合させていこうとするものである。 
また、その選択的な農業生産は、生産性の向上を伴って、かつ、総 
生産が増大するように行われる必要があるとされている。これは、 
生産性の向上を伴わない単なる生産の増大では、コスト高のために 
需要の拡大はおろか需要の減退を来すおそれもあり、外国産農産物 
との競争にも耐えられないと考えられる一方、生産の増大を伴わな 
い生産性の向上だけでは、形成される価格との関係で必ずしも農業 
所得の増大には結び付かないと考えられたからである。 
 以上のような生産政策の具体的な施策として、①需要と生産の長 
期見通しの作成、②土地及び水の有効利用・開発（生産基盤の整備 
・開発）、③技術の向上（技術の高度化、資本装備の増大）、④生 
産の調整、⑤災害による損失の補てん等が規定されている。 

 イ.価格・流通政策 
 農業基本法は、価格・流通政策の方向として、「農産物の価格の 
安定及び農業所得の確保を図ること」、「農産物の流通の合理化、 
加工の増進及び需要の増進を図ること」及び「農業資材の生産及び 
流通の合理化並びに価格の安定を図ること」を掲げている。 
 価格政策は、価格の著しい変動や生産費にも見合わない水準への 
価格の低下を防ぐことを通じて、農業が本来有している生産条件、 
交易条件に関する不利を補正しようとするものである。生産条件、 



交易条件の不利の補正は、より基本的には生産政策や流通政策によ 
って行われるものである。しかし、それだけでは十分でない場合や、 
それらの施策は時間を要し即効的でない面もあることから、価格政 
策はそれらを補完する、より直接的な手段として位置付けられてい 
る。 
 また、流通政策については、農産物や加工食品の需要の増加に対 
応して流通過程の合理化や加工業の拡充を図ったり、農業経営の近 
代化に伴う新しい生産資材の利用の増大に対応してその生産・流通 
を合理化すること等を内容としている。 
 以上のような価格・流通政策の具体的な施策として、①重要な農 
産物の価格の安定を図るために必要な施策及びその総合的検討、② 
農業協同組合等が行う販売、購買等の事業の発達改善、③農産物取 
引の近代化、④農業関連事業の振興、⑤関税率の調整、輸入の制限、 
輸出の振興等が規定されている。 

 ウ.構造政策 
 農業基本法は、構造政策の方向として、「農業経営の規模の拡大、 
農地の集団化、家畜の導入、機械化その他農地保有の合理化及び農 
業経営の近代化（農業構造の改善）を図ること」を掲げている。農 
業構造の改善とは、農地の保有及び使用収益のあり方を農業経営と 
いう視点からみて合理的なものとし、それと相まって、農業経営を 
相当の規模を有し、機械等の装備を十分に備え、小農技術から脱却 
した近代的なものとしていくことである。 
 零細農耕、零細土地所有という農業構造がそのままでは、生産政 
策、価格・流通政策を十分講じたとしても、農業基本法の政策目標 
を達成することは困難である。このため、構造政策は、農業基本法 
の目標達成に不可欠のものであると位置付けられている。我が国の 
農業構造は、戦前以来長きにわたり固定的で、過剰就業圧力の下に 
あったが、高度経済成長に伴う農業就業人口の減少は、農業構造の 
改善を可能とする条件として認識されたのである。 
 また、これに加え、農業基本法は、「近代的な農業経営を担当す 
るのにふさわしい者の養成及び確保を図り、あわせて農業従事者及 
びその家族がその希望及び能力に従って適当な職業に就くことがで 
きるようにすること」を政策の方向として掲げている。 
 以上のような構造政策の具体的な施策として、①家族農業経営の 
発展と自立経営の育成、②協業の助長、③農地についての権利の設 
定又は移転の円滑化、④就業機会の増大、⑤農業構造改善事業の助 
成等が規定されている。 

 エ.その他 
 農業基本法は、以上のほか、「農村における交通、衛生、文化等 
の環境の整備、生活改善、婦人労働の合理化等により農業従事者の 
福祉の向上を図ること」を政策の方向として掲げている。 

III．農業基本法及びそれに基づく施策の評価 

１．農業基本法の政策目標 
(１) 生産性の向上 
 農業が「曲がり角」にあるとされたゆえんは、農業の生産性の向 
上が他産業に比べ遅れがちであり、そのため生産性の格差が拡大す 
る傾向にあるということにあった。このため、農業基本法は、「生 
産性の向上」の具体的な目標を、他産業との生産性の格差が是正さ 
れるようにすることに置き、実際には、物的労働生産性により農業 
と他産業の生産性の伸び率を比較し、格差が是正の方向にあるかど 



うかの検証が行われてきた。 
 農業の物的労働生産性は、昭和４０年代までは、生産の拡大と農 
業就業人口の大幅な減少とが相まって高い伸びを示した。昭和５０ 
年代以降は、生産がほぼ横ばいになったものの、農業就業人口が減 
少を続けたことから、相対的に緩やかなテンポではあるが向上を続 
けた。この結果、農業基本法制定以降総じてみれば、農業の物的労 
働生産性は製造業と同程度の伸びを示した。しかし、生産性水準の 
格差については、金額ベースの比較生産性が農業基本法制定当時か 
ら若干上昇したとはいえ、いまだに製造業の３分の１にとどまって 
おり、格差の是正には至らなかった。 
 「生産性の向上」は、農業のみならず産業一般に通ずる基本的方 
向であるといえる。しかしながら、農業基本法が、他産業との生産 
性の向上の率の比較に着目した結果、１単位の労働で生産される物 
量を向上させるため、いかに労働時間を短縮するか、いかに収量を 
増加するか等に関心が向けられ、生産コストの低減や農産物の高付 
加価値化等農業所得の増大に結び付く他の手法については軽視され 
てきた面があったと考えられる。このため、農業の物的労働生産性 
は製造業と同程度の伸びを示したものの、結果的には、十分な農業 
所得の確保や国内農産物の国際競争力の強化に必ずしも結び付かな 
かったと考えられる。 
 現在、農業に対し、国際競争力の強化、内外価格差の縮小等の社 
会的要請が高まっていることを踏まえれば、「生産性の向上」は生 
産コストの低減を十分伴ったものにしていく必要がある。また同時 
に、品質の向上や差別化により農産物の付加価値を高め、農業所得 
の増大に努めていくことも重要になっている。なお、生産コストの 
低減の目標は、外国産農産物との競合関係を踏まえて設定されるべ 
きであろうが、外国産農産物との間に現在生じている内外価格差は、 
為替動向や国土条件等の要因に大きく規定されていることに留意す 
る必要がある。すなわち、近年の農産物の内外価格差の拡大は、大 
幅な貿易黒字を背景として為替レートが円高基調にあることによる 
ところが大きく、また、急峻・狭あいな国土条件や高地価、高賃金、 
高エネルギー価格等の我が国特有の制約の下では、土地等の生産条 
件に恵まれた諸外国の農産物と無条件で競争することには無理があ 
るといえよう。 

(２) 生活水準の均衡 
 農業基本法でいう生活水準の計測は、消費支出を中心的な指標と 
して行われてきた。世帯内の就業者数の違いもあり単純な比較は困 
難であるが、農家と勤労者世帯の生活水準を世帯員１人当たりの家 
計費や所得で比較した場合、農業基本法制定以降今日に至る過程で、 
勤労者世帯優位から徐々にその格差は縮小し、さらには逆転した。 
このように、「生活水準の均衡」に必要な所得の増大については、 
農家平均の所得という面では目標を達成したといえるが、それは、 
主として経済成長による就業機会の増加を背景とした兼業所得の 
増大によるものであった。 
 「生活水準の均衡」という目標を福祉の視点からとらえれば、そ 
の目標達成のための所得の増大を農業所得だけに限る必要はなかっ 
たが、兼業所得も含めた目標であったことは、農業経営の発展との 
関係をあいまいにしたといえる。事実、農家所得に占める農業所得 
の割合は著しく低下し、多くの農業者の生活にとって、農業生産に 
よる所得確保の意味を減じさせた。 
 「生活水準の均衡」についての主要な課題であった所得水準の均 
衡が農家平均でみた場合既に達成されていることからすれば、現在、 
「生活水準の均衡」を直接的な政策の目標とする意義は低くなって 



いると考えられる。しかしながら、「生活水準の均衡」についての 
課題がすべて解決されているわけではない。農業を主業とする農家 
の世帯員１人当たりの家計費は依然として勤労者世帯よりも低いこ 
とや、下水道等の普及、道路の舗装、社会教育・文化施設の整備等 
の生活環境の面において、大都市地域と中小都市を含む農村地域と 
の格差は依然として大きいこと等の課題解決に引き続き意を用いて 
いくべきである。 

２．生産政策 
(１) 選択的拡大 
 個別品目別に実際の需要と生産の動向をみると、需要が増加した 
畜産物、果実、野菜の生産は増加した。しかし、昭和６０年代に入 
ると、円高の進行や輸入の自由化によりこれらの品目の輸入が増加 
し、需要の増加に生産が十分に対応しきれていない面がある。 
 需要が減少した食用大・裸麦、甘しょの生産は減少した。また、 
昭和５０年度をピークに需要が減少に転じたみかんについても、園 
地転換等の実施もあり、生産は需要に合わせて減少した。 
 外国産農産物との競争により生産が大きな影響を受けると考えら 
れていた農産物のうち、乳製品、砂糖については、国境措置を含む 
保護水準が総じて高く、外国産農産物との競合の影響が小さかった 
こともあり、生産が増加した。一方、飼料用大・裸麦については、 
需要は増大したものの、外国産農産物と競合し、他作物への転換が 
進んだことで生産は減少した。また、需要が増加した小麦、大豆に 
ついては、一定の国内生産の保護措置が講じられ、また、生産性も 
向上したものの、米と比較して相対的な収益性が低かったことや生 
産が不安定であったこと等から生産が減少し、輸入が増大すること 
となった。 
 米については、農業基本法制定当時、穀類全体の消費は低下する 
ものの、伝統的食糧たる米の消費はそれほど大きく低下しないと見 
込まれていた。しかしながら、実際には１人当たりの消費量は予想 
を大きく上回って減少し、総需要量も昭和３８年度をピークに減少 
に転じた。このため、昭和４６年度以降本格的な生産調整が行われ 
ている。この生産調整により単年度の需給はおおむね調整されてき 
たが、米価水準の相対的有利性等もあって潜在的な生産力が需要を 
大幅に上回る状況は継続しており、一部を除き生産の転換は定着し 
ていない。また、米の生産調整は、需給・価格の安定を図る目的を 
有していたにもかかわらず、収益性等の面での稲作の相対的有利性 
が継続する中で行われたことから、農家は生産調整を外から押し付 
けられた経営上のマイナス要因と受け止めることとなった。このた 
め、確実な目標達成を図ろうとする行政と一部の生産者との間では、 
目標面積の配分や実効確保措置等をめぐって様々なあつれきが生じ 
ることとなった。 
 このように、品目別にみれば、需要の動向や外国産農産物との競 
合への対応が不十分であったものもあるが、総じて言えば、選択的 
な生産が進められ、農業基本法制定当時の米、麦中心の農業生産か 
ら、地域の条件に即し、畜産物、果実、野菜等多様な広がりを持っ 
た生産の方向に変化してきたと考えられる。 
 なお、選択的拡大の考え方自体は、生産の「拡大」だけでなく、 
品目によっては縮小することを含むものであったが、実際には「拡 
大」に強い期待が寄せられていた。しかしながら、昭和４０年代半 
ば以降、米の過剰問題が表面化し、また、昭和５０年代に入り、食 
料需要の伸びの鈍化や外国産農産物との競争の強まりの影響もあっ 
て、米に加えてみかん、生乳、豚肉、鶏卵等も需給が緩和し、計画 
的な需給調整が進められることになった。こうして「需要が増加す 



る農産物の生産の増進」を図る余地が狭まるにつれ、生産の選択的 
拡大という目標への関心は薄れ、「選択的拡大」という言葉も使わ 
れることが少なくなった。 
 需要に応じた生産を図るということは、常に目指すべき生産の方 
向である。また、米について、潜在的な生産力が需要を大幅に上回る 
状況が継続していること等を踏まえれば、今日的な課題でもある。 
しかし、農産物の需要構造は、かつてと比較してダイナミックに変 
化するという状況ではなくなり、需要が増加する農産物の生産の増 
進を図る余地も狭くなっている。こうしたことからすると、「選択 
的拡大」という目標を設定し、国の強力なリーダーシップにより、 
我が国農業全体の生産構造を一律に誘導していくという政策の意義 
は減じていると考えられる。 

(２) 総生産の増大 
 農業生産の動向を、数量ベースの指標である農業生産指数でみる 
と、農業基本法制定当時からみて総生産は増加している。このこと 
から、総生産の増大という目標については成果があったという見方 
もできる。しかし、農業生産指数が昭和５０年代以降ほぼ横ばいで 
あることや、品目別の自給率が米、鶏卵及び砂糖類を除き総じて低 
下していることから明らかなように、農産物の総需要が頭打ちにな 
る中で農産物の輸入が増加することにより、総生産の増大は制約さ 
れることとなった。この場合、我が国の農業生産が生食向けを主体 
としてきたこと、また、国内生産で一定の品質のものを一定のロッ 
トで周年安定的に供給することには困難な面もあること等から、増 
加する食品製造業や外食産業向け需要への対応を外国産農産物に委 
ねる傾向があったことに留意する必要があろう。 
 今後、可能な限りの生産性の向上と併せて国産農産物の優位性を 
発揮していけば、国内生産の増大の余地もあると考えられるものの、 
農産物の消費が量的に飽和状態にあり、また、外国産農産物との競 
争が強まる中では、総生産の増大を図ることは容易なことではない。 
したがって、今日的には、単に量的な生産の増大を目指すのみでは 
なく、増加傾向にある食品製造業や外食産業の需要に国内農産物で 
対応することの現実的な可能性を見極めつつ、国際競争力の向上や 
外国産農産物との差別化、高付加価値化に重点を移していく必要が 
あると考えられる。 

(３) 農産物の需要と生産の長期見通し、生産基盤の整備・開 
   発及び技術の向上 
 農産物の需要と生産の長期見通しは、生産の選択的拡大を具体化 
するための政策の指針ないし道標となり、かつ、個々の農業者がど 
のような農産物の生産に力を入れたらよいかを選択する際の参考と 
なるものとして作成されるものである。特に、農産物の需要構造が 
大きく変化し、これに応じて生産構造の大きな転換が求められた過 
程においては、国が示す需要と生産の長期見通しは、政策推進にと 
っても、また、農業者の営農にとっても、指針として大きな役割を 
果たしてきたといえる。しかしながら、近年、外国産農産物との競 
争関係が強まる中で、国内生産について意欲的な見通しとなる傾向 
にあったため、見通しと実際の動きとにかい離が生じる傾向にあり、 
結果として指針としての機能を弱めている。 
 先に述べたように、農産物の需要構造の変化が小さくなってきて 
いることに加え、今後の農業生産には、農家自身が自らの経営の特 
徴を生かし、消費者ニーズの変化に機動的に対応していくことが一 
層強く求められていること等からすれば、これまでのような形での 
政策誘導的な長期見通しを作成する必要性は減じていると考えられ、 



農産物の需要と生産の見通しに関し、国が果たすべき役割の再検討 
が求められている。 
 生産基盤の整備・開発については、農地開発、畑地かんがい等に 
よる野菜、果樹、畜産等の大規模産地の形成、水田の乾田化、汎用 
化による作付けの自由度の向上等を通じ、生産の選択的拡大に寄与 
した。また、ほ場の整備率の向上、基幹かんがい排水施設の整備等 
は、効率的な機械の導入と相まって、単位面積当たりの投下労働時 
間を短縮させ、生産性の向上に寄与した。しかし、構造政策との関 
係では、ほ場整備等は農業構造の改善を進めるに当たっての基礎的 
な条件整備となるものであったが、作業の省力化により小規模兼業 
農家の営農の継続が可能となり、必ずしも農業構造の改善につなが 
らないという側面も有した。また、近年、土地改良事業に要する費 
用が物価の上昇等に伴い増嵩する一方、農産物の行政価格が抑制的 
に決定されてきたこと等から、事業の実施に伴う農家の負担感が高 
まり、事業の円滑な実施が困難になってきたという面もあった。 
 生産基盤の整備・開発は、生産性の向上等のためには引き続き必 
要であるが、農業総生産の増大が困難となる状況の中で、整備・開 
発コストの一層の低減に努力する必要がある。また、「分散錯圃」 
といわれる我が国の土地条件の克服や農地の利用権の集積等、構造 
政策との一層の連携強化が求められている。 
 技術については、多収品種や良食味品種等の育成、栽培管理技術 
の向上、高性能農業機械の開発、繁殖・肥育技術の向上等、時代の 
要請に応じて開発と普及が行われ、生産性や品質の向上に寄与した。 
また、こうした技術の開発・普及は、栽培可能地域の拡大や農産物 
の周年供給を可能とすること等を通じて、国民の豊かな食生活の実 
現にもつながるものであった。しかし一方で、小規模兼業農家にお 
いても生産の継続が可能となるような機械化技術体系や資材多投入 
型の技術体系の開発・普及が進んだ結果、作業規模の拡大や生産コ 
ストの低減の観点からは問題となる状況も生じてきている。 
 技術の向上は、生産性の向上等のために不可欠な手段であるが、 
現在においては、特に、国際競争力の向上や外国産農産物との差別 
化等を図る観点から、生産コストの低減や高品質化のための技術開 
発に重点を置く必要がある。その際、規模拡大等の他の政策との整 
合性に留意するとともに、技術開発には相当の期間が必要であるこ 
とから、生産現場のニーズとのかい離に注意しつつ、迅速な対応を 
行う必要がある。また、その普及に当たっては、個々の経営状況に 
応じた技術導入や資本装備の適正化を推進することが極めて重要で 
ある。 

３．価格・流通政策 
(１) 価格政策 
 ア.価格政策の諸機能 
 農業基本法制定当時においては、価格政策に対して、①農産物価 
格と農業所得の過度の変動の防止、②妥当な農業所得水準の維持、 
③消費者負担の可能な範囲内での価格水準の安定、④農業生産の需 
要への適応、⑤生産の選択的拡大への寄与、といった機能が期待さ 
れていた。さらに近年は、これらに加え、平成４年の新政策（「新 
しい食料・農業・農村政策の方向」）において提示されたように、 
農業構造の変革を促進する役割が期待されている。 
 このように、価格政策は本来様々な機能を有しているが、農業基 
本法制定当時、農業と他産業との所得格差の是正が緊急かつ基本的 
な課題であったことから、実際の運用においては、農業所得の積極 
的な確保に強い配慮が払われることとなった。米価政策において農 
業と他産業との所得均衡に対する配慮が強く加えられるようになっ 



たのが、その典型的な例である。なお、こうした米価政策の運用は、 
稲作が農業生産の中で大きな割合を占め、かつ、全国で普遍的に行 
われていることからすると、単に農家の所得確保という意義にとど 
まらず、地域経済社会の安定機能までも担わされていたといえよう。 
 一方、こうした農業所得の確保に重点を置いた価格政策の運用は、 
生産の選択的拡大への寄与という機能を制約することとなった。す 
なわち、生産の選択的拡大の観点からみれば、需要の動向に応じて 
生産を拡大させる必要がある品目の価格は相対収益性が有利になる 
ように設定し、生産を縮小させる必要がある品目の価格は抑制的に 
設定することが期待されていた。しかし、現実には、米が過剰基調 
にあったにもかかわらず、我が国の農業生産、農家所得形成におけ 
る米の重要性から、生産者米価を抑制する政策は十分でなく、その 
他の作物の価格政策も、品目ごとの制度に基づいてその時々の需給 
事情や経済事情に応じて運用されてきた。このため、米の相対価格 
の有利性は解消されなかった。 

 イ.価格政策が農業生産に及ぼしてきた影響 
 価格政策は、生産政策による効果が十分でない場合や即効的でな 
い場合に補完的な役割を果たすことが期待されるが、その運用によ 
っては生産性の向上や生産の選択的拡大に大きな影響を与えるもの 
である。 
 生産者米価をみると、昭和５０年代半ばまでは平均生産費を上回 
る価格水準であり、かつ、他作物に比べて収益面で有利であったこ 
とから、他作物への転換が進まなかったのみならず、生産性向上の 
意欲を鈍らせていた面がある。しかし、その後、価格の据置きや引 
下げが続き、生産者米価は生産性の高い層の生産費を反映した水準 
となってきたことから、稲作農家の生産コスト低減に対する意識も 
高まってきていると考えられる。 
 また、米の価格形成については、民間流通の長所を生かし消費者 
の選好に応じた流通を実現するための取組が進められ、自主流通制 
度の発足のほか、自主流通米の需給動向や品質評価をより的確に価 
格に反映させるため「価格形成の場」（自主流通米価格形成機構） 
での入札取引も開始された。また、生産調整を需給及び価格の安定 
のための手段として位置付けつつ、自主流通米を主体として、その 
適正な価格形成を図ること等を内容とする食糧法（主要食糧の需給 
及び価格の安定に関する法律）が制定される等、順次市場原理が反 
映されるようになってきている。このような中で、消費者の求める 
品質・価格の情報が、より明確に生産者に伝達されるようになって 
きており、評価の高い銘柄の米の生産が増加する等生産の実態や生 
産者の意識も大きく変化してきているとみられる。 
 小麦及び大豆については、需要は増加したにもかかわらず、昭和 
４０年代後半まで米と比較して相対的に収益性が低かったことや気 
象災害等から、生産が大幅に減少した。その後は、生産振興奨励金 
の交付や生産者価格の引上げが行われて生産が増加した時期もあっ 
たが、近年においては、主として米の生産調整面積の増減の影響を 
受けて生産が変動している。 
 畜産物や野菜については、酪農を除き、米や麦に比べて価格政策 
が生産水準に直接作用する面は小さいものの、価格政策により価格 
の安定が図られたことが、需要の増大に対応した生産の拡大に寄与 
したと考えられる。 

 ウ.価格政策が農業構造に及ぼしてきた影響 
 価格政策は、その運用によっては農業構造の変革を促進し、又は 
妨げる効果を有するため、農業構造にどのような影響を及ぼすかと 



の視点から適切な運用がなされることが望ましい。 
 価格政策と構造政策の関係については、高い価格水準を維持する 
ことが規模拡大を進める条件となるとの考え方がある一方、高い水 
準を維持すると農業構造が現状固定的となり規模拡大を妨げるとの 
考え方がある。 
 実際に価格政策が農業構造にどのような影響を及ぼしてきたかに 
ついて、稲作を例にみると、農地の資産的保有傾向が強まる中で、 
少ない労働時間での生産が可能な稲作について相対的に高い米価水 
準が長く続いたことは、結果として、生産性の低い小規模稲作経営 
の生産の継続をより強固なものとし、ひいては農業構造の改善を妨 
げた面があったと考えられる。 

 エ.価格政策の総括的評価 
 農業基本法は、価格政策が、生産の選択的拡大、農業所得の確保、 
農産物の流通の合理化、農産物の需要の増進、国民消費生活の安定 
等にどのように作用しているかにつき、定期的かつ総合的な検討が 
行われることにより、その適切な運用がなされることを期待してい 
た。 
 しかし、価格政策の諸機能は相互に矛盾する面を有し、また、農 
業者の所得に直接結び付くというセンシティブな問題を抱えている 
ことから、この総合的検討は１度しか行われなかった。このような 
点を踏まえると、関係者のコンセンサスを得ながら価格政策の諸機 
能を調整させるということは、困難な政策手法であったといえよう。 
 農業基本法制定後の価格政策は、長期にわたり生産者米価の引上 
げが行われたことにみられるように、農業所得の確保に重点を置い 
た運用がなされた。これは生産政策、構造政策の進捗状況を考慮す 
れば、ある面でやむを得なかったとも考えられるが、このような農 
業所得の確保に重点を置いた価格政策は、土地利用型農業を中心に、 
生産政策や構造政策の政策的効果を制約する面もあった。 
 このため、今日的には、価格政策が担うべき機能を改めて点検し、 
他の政策との役割分担を明確にした運用としていくことが求められ 
ている。 
 この場合、ＷＴＯ（世界貿易機関）体制の下で、農産物の価格支 
持の削減や国境措置水準の引下げが求められていることにも留意す 
る必要がある。国際的にも、生産に関連しない直接所得支持政策の 
導入等の動きがみられ、我が国としてもこれらの動きを注視してい 
くことが重要となっている。また、今後、国境措置水準の引下げに 
伴い外国産農産物との競争が一層強まることとなれば、市場介入を 
通じた農産物価格の安定制度は十分に機能し得なくなっていくこと 
も予想される。 

(２) 農産物の流通の合理化等 
 所得水準の上昇等を背景とした食料消費の多様化・高度化の進展 
により、食料消費のうち加工食品や外食等食品産業部門に支出され 
る割合が高まった。このため、食品製造業、食品流通業及び外食産 
業から成る食品産業は、食料の安定供給という機能において、農業 
と並ぶ「車の両輪」として位置付けられるに至っている。農業基本 
法はこの分野において、農業側の利益の確保を図る等の観点から、 
農業協同組合がより一層の役割を果たすことを期待していた。しか 
し、実際には、機動性、販路確保、技術等の点で優れている民間事 
業者が主体となって食品産業は成長してきており、今日においては、 
政策運営に当たり、これら民間事業者の役割を十分視野に入れてい 
くことが重要となっている。 
 農産物の流通については、主産地の形成、共同出荷施設の整備等 



を通じた共販率の向上、公正で効率性の高い卸売市場の整備、規格 
の設定による取引の簡素化・迅速化等が進められたことによって、 
需要の増大に伴う大量流通への円滑な対応が可能となる等合理化が 
進んだ。特に卸売市場は、生鮮食料品等の流通において、集荷・分 
荷及び公正な価格形成等の場として重要な役割を果たしてきた。ま 
た、零細多数の農家が農業協同組合等を中心としてまとまることは、 
取引を生産者にとって有利にするとともに、流通経費の節減等にも 
大きな役割を果たしてきた。 
 しかし、近年においては、農業協同組合を通じた出荷に加え、生 
産者が宅配便等によって産地直送販売をしたり、生産者が大手スー 
パーとの契約生産に取り組む等、流通形態が多様化している。一方、 
食品卸・小売業については、構造が変化しつつあるが、零細・小規 
模のものもみられ、その流通過程は複雑・多段階である。このよう 
な中で、卸売市場の機能の充実や流通全体にわたる一層の合理化・ 
効率化が求められている。 
 農業資材については、農業基本法が意図したように農業協同組合 
が購買事業を発展させ、流通のかなりの部分を担うこととなったこ 
とから、肥料、農薬等一部の資材については、それらの製造業者に 
対して農業協同組合が価格設定において主導権を持ち得るに至った。 
しかし、近年、生産コスト低減への取組が迫られる中で、特に大規 
模な専業的農業者は農業資材の価格や品質に厳しい目を向けるように 
なっている。より効率的な農業資材の供給が求められるようになっ 
ている中で、農業基本法が意図したような農業資材流通のあり方の 
妥当性が問われているといえよう。 

(３) 輸入農産物との関係の調整 
 農業基本法は、同法制定当時既に始まっていた貿易自由化の流れ 
を受けて、輸入によってこれと競争関係にある国内農産物の価格が 
低落し、国内生産に重大な影響を与える場合等において、価格政策 
によってもその事態の克服が困難であるとき、又は緊急の必要があ 
るときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるこ 
ととしている。 
 これは、農産物輸入に関する基本的態度を明らかにしようとした 
ものである。すなわち、国の農産物輸入に関する施策の方針として 
は、まず国内農産物の競争力を強化することを本旨とするが、競争 
力の強化が不十分で、輸入による国内生産への影響が大きい場合に 
は、価格安定対策を講ずることとし、なお事態の克服が困難又は緊 
急の場合に限って、関税率の調整等を行うこととしたものである。 
我が国の経済発展のためには貿易の振興が不可欠であり、また、国 
際貿易の立場からも、貿易制限的な措置は安易に考えるべきではな 
いとされたのである。 
 この貿易上の措置については、ガット加盟国としてガット上の手 
続を経ることが必要であるが、経済発展のための貿易の振興が最優 
先課題であった我が国において、貿易制限的な措置を発動すること 
は困難であった等の事情により、実際には講じられてこなかった。 
 むしろ、我が国の農業は、大幅な貿易黒字を背景とする諸外国か 
らの度重なる要求により、関税率、輸入制限等の軽減、撤廃を迫ら 
れることになった。諸外国においても農業についてそれぞれ困難な 
問題を抱え、所要の国境措置を講じている中で、我が国は、ガット 
をはじめとする国際交渉の場において、土地利用面での制約等の国 
内農業生産の事情もあり輸入自由化に応じることは困難なこと、食 
料安全保障や環境保護といった非貿易的関心事項に配慮する必要が 
あること等を主張しつつ、国際的な貿易ルールづくりに貢献する立 
場から、段階的に農産物の輸入自由化（輸入数量制限の撤廃）等を 



行ってきた。その際、輸入自由化された農産物については、関連す 
る価格政策における所要の手当や、相当程度の関税水準の設定、関 
税割当、差額関税の導入等、国内生産への影響を緩和するための一 
定の措置がとられてきている。 
 しかし、こうした貿易自由化の流れの中で、国内農業に目を向け 
ると、外国産農産物に対する国内農産物の競争力は、農業基本法が 
目指していたようには、必ずしも強化されなかった。 

４．構造政策 
(１) 経営規模の拡大 
 経営規模の拡大については、稲作、酪農等の土地利用型農業と施 
設園芸、養豚、養鶏等の施設型農業の部門ごとに、また、都府県と 
北海道の地域ごとに、進展状況が異なっている。すなわち、北海道 
においては、すべての農業部門において経営規模の拡大が進んだ。 
特に、酪農の経営規模は、１戸当たりの飼養規模がＥＵの平均水準 
を大きく上回るまで、急テンポで拡大した。都府県においては、施 
設型農業については規模拡大が進んだものの、稲作等の経営規模の 
拡大は大きく立ち遅れた。また、都府県の酪農については、飼養規 
模の拡大は進展したものの、農地の制約等の事情により、自給飼料 
ではなく購入飼料への依存傾向を強めてきたことから、飼養規模の 
拡大に見合う自給飼料供給のための土地利用集積が課題となってい 
る。 
 農業基本法制定当時、土地利用型農業の経営規模の拡大は、農地 
の所有権の移転によるものを想定していた。しかし、農業構造の改 
善の契機となると考えられた農業就業人口の減少は予測を上回った 
ものの、兼業化の進展もあり、ストレートに農家戸数の減少には結 
び付かなかった。また、稲作を中心とする生産技術の進展は、在宅 
兼業による稲作の継続を可能とした。こうしたことに加え、農地価 
格は、宅地価格が上昇したこと、土地利用区分の設定等がなされた 
にもかかわらず非農業的土地需要の増加に伴い農地転用が高いペー 
スで推移したこと等、主として高度経済成長に伴う農業外の影響を 
強く受け、一貫して上昇した。これらのことが、都府県の土地利用 
型農業における所有権の移転による経営規模の拡大を阻害した。 
 このように所有権の移転によっては経営規模の拡大が進まなかっ 
たことから、昭和４０年代に入ってからは、所有権の移転に加えて 
貸借による経営規模の拡大が志向されるようになった。しかし、貸 
借による経営規模の拡大についても、農地価格が上昇し、農地の資 
産的保有傾向が強まったこと、兼業化が一層進展するとともに兼業 
農家の稲作生産が縮小しなかったこと等が複合的にからみ合い、そ 
れほど進まなかった。 
 一方、北海道においては、農地価格は都府県同様に上昇したもの 
の、もともと農地価格の水準が都府県と比較して低かったこと、在 
宅兼業を行うことが困難な地域が多く、農業からの撤退が離村につ 
ながる場合が多かったこと等から、農地の流動化による経営規模の 
拡大が大きく進んだと考えられる。 
 また、施設型農業の分野においては、農地による制約が少なかっ 
たこと、畜産物、野菜等需要が増大した農産物が多かったこと等か 
ら、経営規模の拡大が進んだと考えられる。 
 土地利用型農業における経営規模の拡大を進めるため、農地の流 
動化には、これまで相当の政策努力が払われてきた。すなわち、農 
業基本法の制定を受けて昭和３７年には農地信託制度が創設された。 
また、昭和４０年、４１年と２度にわたり農地管理事業団法案が国 
会に提出されたが廃案となり、昭和４５年の農地法改正以降は、所 
有権の移転によるものから貸借によるものに重点を移しながら、農 



用地利用増進事業の創設、農用地利用増進法の制定、農業経営基盤 
強化促進法の制定というように、次々と施策が講じられ、今日にお 
いてその法的な枠組みは、ほぼ体系的に整備されたといえる。もち 
ろん、農地の流動化は法制度の整備によって直ちに効果が現れるわ 
けではなく、農業基本法制定当時から、農地の流動性が高まるよう 
な外部条件の成熟と相まって漸次進んでいくものと考えられていた。 
しかしながら、驚異的ともいえる我が国の高度経済成長がもたらす 
農地価格の上昇、兼業化の進展等の様々な影響の下では、こうした 
施策も、必ずしも期待どおりの成果を収めることができなかった。 
 現在においても、生産コストの低減や、農業を主業とする農業者 
の農業所得の向上を図る上で、経営規模の拡大は引き続き重要な手 
段であるといえる。しかしながら、経営規模の拡大は個々の経営に 
とっての経営改善の一つの手法であり、生産コストの低減に着目す 
れば、農作業の受委託等も含めた作業規模の拡大、農地の集団化、 
農業資材コストの節減等もそれぞれ有効な手法である。また、経営 
全体としての所得を増加させるという観点からは、高付加価値農産 
物の生産や、加工・販売も手がける経営の多角化も視野に入れる必 
要がある。このように、今日的には、経営規模の拡大のみならず、 
様々な手段・手法により個々の経営の実態に応じた経営改善を進め 
ていくことが重要になってきている。 
 特に北海道の農業については、既にＥＵ程度の経営規模を達成し 
た部門や農業経営があるものの、急速な規模拡大とそれに伴う設備 
投資等によって多額の負債を抱えるといった実態もあり、規模拡大 
と経営の効率化のバランスをとることが必要となってきている。 

(２) 自立経営の育成 
 農業基本法は、家族農業経営の望ましい姿として自立経営を提示 
し、できるだけ多くの家族農業経営が自立経営となるように育成す 
ることを目標として掲げている。自立経営とは、「正常な構成の家 
族のうちの農業従事者が正常な能率を発揮しながらほぼ完全に就業 
することができる規模の家族農業経営で、当該農業従事者が他産業 
従事者と均衡する生活を営むことができるような所得を確保するこ 
とが可能なもの」である。農業基本法制定当時においては、自立経 
営の具体的な経営規模としては、他産業従事者との生活水準の均衡 
の観点から、最低限１～２ｈａと想定していた。その後、他産業従 
事者の所得の増大や技術水準の向上に伴い、昭和４４年の農政審議 
会の答申において、自立経営の規模として水稲では４～５ｈａの規 
模が必要であるとしているように、自立経営に見合う経営規模も上 
昇することとなった。 
 自立経営農家の戸数は昭和４２年度をピークに減少し、その後も 
伸び悩んだ。また、総農家に占める戸数シェアも、近年は昭和３５ 
年度の水準を下回る等、自立経営の広範な育成は実現しなかった。 
その主たる要因は、他産業従事者の所得水準の向上に伴い、自立経営 
の成立に必要とされる経営規模の水準が急速に上昇したことに求め 
られよう。特に都府県の土地利用型農業において、兼業化の進展や、 
農地価格の上昇とそれに伴う農地の資産的保有傾向の強まり等によ 
り、必ずしも期待どおりに農地の流動化による経営規模の拡大が進 
まなかったことから、結果的に自立経営の育成という目標の実現も 
困難とならざるを得なかった面があると考えられる。 
 自立経営の広範な育成が困難であるとの認識から、昭和４０年代 
後半から、育成すべき農家の目標は「中核農家」（６０歳未満の男 
性で年間１５０日以上農業に従事するいわゆる基幹男子農業専従者 
がいる農家）とされた。自立経営が所得を基準としているのに対し、 
中核農家は所得を基準とせず、保有する労働力を基準とする概念で 



あった。その後、新政策においては、「効率的・安定的経営体」像 
が提示された。これは、主たる従事者の年間労働時間が他産業並み 
の水準で、主たる従事者１人当たりの生涯所得を他産業従事者とそ 
ん色ない水準とすることを目標にしたものであり、所得を基準とし 
ている点においては自立経営と類似の概念といえるが、個人に着目 
し、年間労働時間をも基準としている点において新たな考え方であ 
る。 
 このように、農業基本法が掲げた自立経営の広範な育成は実現せ 
ず、目標とすべき経営像も変更を余儀なくされた。しかしながら、 
自立経営は、まさに農業基本法の政策目標を具現化する経営であり、 
構造政策において自立経営の育成という目標設定がなされ、その広 
範な育成に政策の重点が置かれたことは当然のことであったといえ 
る。今日、農業を魅力ある職業としていく必要性がますます高まっ 
ていることからすれば、他産業従事者と同程度の所得をあげられる 
農業経営の育成を目指すことは、引き続き必要な視点であると考え 
られる。なおその際、新政策が目標としているように、所得面のみ 
ならず年間労働時間においても、他産業並みの条件を実現していく 
ことが重要である。現に、酪農や園芸、北海道の土地利用型農業の 
ように規模拡大が十分に進んだ経営では、労働時間の短縮や労働強 
度の軽減等による経営上のゆとりの確保を強く求めるようになって 
きており、こうした条件整備が経営の継続や次世代の担い手の確保 
に不可欠になってきている。 

(３) 家族農業経営の近代化 
 農業には、生産が自然条件に左右されることが多いこと、対象が 
生物であり工業におけるほどの機械化が困難であること、生産には 
季節性があり常時大量の雇用労働力を使用することは困難であるこ 
と等の特性がある。このため、農業において土地と資本と労働が完 
全に分離するような資本主義的な経営の存立・発展を考えることは 
困難であり、農業の経営形態は、将来においても家族農業経営が支 
配的にならざるを得ないと考えられた。農業基本法は、こうした考 
え方を前提に、農業経営において主体的地位を占める家族農業経営 
を近代化し健全な発展を図ることを施策の方針としている。当時の 
零細な家族農業を、技術の高度化や資本装備の増大、簿記活用等の 
経営管理の導入等により、商品生産を行い収益の最大化を目指す近 
代的な経営に育成しようとしたものである。今日において、技術や 
資本装備は高度化したものの、家族農業経営は依然として零細小規 
模なものが多く、家計と経営が分離していない等近代的経営とはい 
い難い面がある。このため、家族農業経営についてその近代化を図 
ることは引き続き必要であろう。現在、家計と経営の分離、労働条 
件の明確化、経営管理能力の充実等の観点から進められている法人 
化も、近代的な経営管理の実現を目指すものであり、家族農業経営 
の近代化のためには有効な手段の一つであると考えられる。 
 なお、農業基本法は、農業の経営形態として家族農業経営のみを 
位置付けその他の経営形態を排除しているわけではない。現実にも、 
土地の制約の少ない中小家畜部門では農家以外の農業事業体の生産 
シェアが高まっている。今後も、全体としてみれば、家族農業経営 
が我が国農業において主体的地位を占めるという状況に変化はない 
と考えられるが、経営部門の特性や技術の向上等に応じて、経営形 
態について固定的に考える必要は少なくなってきていると考えられ 
る。 

(４) 協業の助長 
 協業組織、協業経営から成る協業は、個々の家族農業経営のみで 



は自立経営となり難いものの発展の方途として、また、自立経営に 
達した経営であってもその経営を更に改善し、他産業従事者の所得 
の増大に合わせて所得を増大させる手段として位置付けられている。 
 このうち、それ自体としては農業経営体でない協業組織について 
は、昭和４０年代以降、各地で盛んに設立が進められ、また、事業 
種類別にみても、栽培協定組織、共同利用組織、受託組織と多様な 
展開を遂げており、一定の成果をあげたと考えられる。 
 一方、それ自体として農業経営体である協業経営については、農 
業基本法制定当初こそ増加したものの、その後一貫して減少傾向に 
ある。これは、経済成長に伴い就業機会が増加したことにより、自 
立経営となり難い家族農業経営が安定的な兼業所得を確保し得るよ 
うになり、協業への道を進む必要がなかったこと、経営の協業化後、 
時間の経過とともに協業経営参加農家の経営内容等に変化が生じ、 
組織の維持が困難となる場合があったこと等によるものと考えられ 
る。 
 協業の助長は、技術水準の向上、資本装備の高度化を通じて生産 
性の向上に寄与するものであり、その意味で施策の妥当性を有して 
いたといえる。今後、農業労働力の減少、高齢化等が一層進行する 
と考えられる中で、生産コストの低減を図っていくためには、共同 
利用組織その他の多様かつ安定的な生産組織等を育成することは引 
き続き必要であると考えられる。 

(５) 就業機会の増大等 
 農業基本法は、農業所得だけで他産業従事者と均衡する生活を営 
むことが困難な経営については、兼業所得を合わせた農家全体とし 
ての所得を増大させるよう、職業訓練、職業紹介事業の充実、農村 
地域における工業等の振興、社会保障の拡充等必要な施策を講ずる 
ことを規定している。これは、農家全体としての所得を増大して家 
計の安定を図るために就業機会を増大させ、併せて、農業従事者や 
その家族が就職後不利になったりしないように、その希望及び能力 
に従って適当な職業に就くことができるようにするという趣旨であ 
る。また、これらの施策により、転職を希望する農業従事者やその 
家族が安んじて他産業に移動し得るようにすることは、農業の就業 
構造の改善に資するものであると考えられた。 
 昭和４０年代に入り、経営規模の拡大が容易に進まない中で、農 
業構造の改善を一層促進する観点から、離農を促進するための手段 
としての意味合いも込め、昭和４５年に農業者年金制度が、昭和 
４６年に農村地域工業導入制度が創設された。 
 農村地域工業導入制度は、農村における就業機会の増加によって 
農家所得の増大や中高年齢層を含めた不安定な就業状態の解消に寄 
与してきたが、農地の資産的保有傾向の強まり等もあり、農家の多 
くは兼業によっても農地を手放すことなく営農を継続させたことか 
ら、農業構造の改善という面での顕著な実績が現れるまでには至っ 
ていない。 
 また、農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と適期の経営 
移譲を通じた農業構造の改善に一定の役割を果たしてきた。しかし、 
これまで、専業的な農家に農地利用を集積するための経営移譲年金 
の支給要件の改善等が行われてきたものの、後継者以外の第三者へ 
の移譲の割合が少なく、また、兼業農家の離農を円滑にする離農給 
付金制度の実績も、必ずしも大きなものではなかった。 

(６) 農業構造改善事業の助成等 
 農業基本法は、「農業生産の基盤の整備及び開発、環境の整備、 
農業経営の近代化のための施設の導入等農業構造の改善に関し必要 



な事業が総合的に行われるように指導、助成を行う等必要な施策を 
講ずるものとする」と規定している。零細農耕、耕地の分散等は我 
が国にとって古くからの、かつ、根深い構造的特質であり、これを 
改善するためには、単に理念を示すだけでなく、具体的な事業とし 
て農業構造の改善を推進することが必要であると考えられた。 
 このような考え方の下に、昭和３７年に農業構造改善事業促進対 
策が発足した。この対策は、地域ごとの条件に応じ、稲作、畜産、 
果樹等基幹となる作目を設定し、これを中心に技術改善、営農類型、 
営農組織、土地利用等にわたる経営構造の改善を誘導する計画を作 
成し、その実現手段として土地基盤整備、近代化施設整備、環境施 
設整備等一連の事業を総合的に実施するというものである。これは 
農業基本法に基づく最初の具体的施策として当時大きな注目を集め 
た。その後、構造政策の方向に対応し、第２次農業構造改善事業、 
新農業構造改善事業、農業農村活性化農業構造改善事業、地域農業 
基盤確立農業構造改善事業と名称を変えながら内容の改善を図りつ 
つ、今日まで実施されてきている。 
 これらの事業は、集落ないし市町村の範囲を対象として農業資本 
投資を行う中心的な事業であり、生産の選択的拡大、資本装備の高 
度化等による農業の近代化の促進や経済社会の変化に対応した農村 
地域の整備の面で大きな役割を果たしてきた。また、当該事業の推 
進に当たり、地域の意向を尊重するとの観点から、その地域の意向 
の取りまとめ、地域指定の申請、計画の作成等の事業推進上の重要 
な役割を市町村長に委ねることにより、農政が市町村行政と密接な 
つながりを持つようになったこと等、新たな農政展開の契機ともな 
った。 
 しかしながら、この事業は、それ以前から全国的なむらづくり事 
業として実施されていた新農山漁村建設事業との関係もあり、当初 
から、全国の市町村において一律的に実施された。このことは、農 
業構造の改善という新たな政策課題に対応する新しい事業としての 
性格を弱め、一般的な農村振興策としての色彩を濃くすることにな 
った。また、土地改良事業の進展や施設の大型化等との関係もあり、 
総合事業としての性格を弱め、近代化施設の整備等に重点が移行し 
てきた。こうして、制度発足当時の理念と現実の事業実施の間には 
徐々にかい離がみられるようになってきており、他の補助事業や融 
資事業との調整も含め、事業のあり方についての検討が必要となっ 
ている。 

５．その他 
(１) 地域の諸条件を考慮した政策実施 
 農業基本法は、国の施策は「地域の自然的経済的社会的諸条件を 
考慮して講ずるものとする」と規定している。これは、国の施策を 
全国を対象として一律に実施することは不適当であり、地域ごとの 
農業をめぐる諸条件の違いを考慮する必要があることを明らかにし 
ているものである。 
 しかしながら、実際の国の政策運営については、これまで、しば 
しば、「地域の実態に即していない」、「画一的である」といった 
批判がなされてきた。このことについては、生産政策、価格政策等 
において様々な要因が考えられるが、そのほかに、農政の推進手法 
として重要な地位を占める補助事業の運用に当たり、全国的統一性、 
地域間の公平性が求められ、それが画一性につながりかねない面が 
あること、また、モデル性等を追求するあまり、地域の実態に合わ 
ない形で事業が実施される場合があったこと等も指摘できる。 
 このような問題に対処するため、補助事業の実際の運用に当たり、 
例えばいわゆるメニュー方式や特認事業の導入等の形で、現場の実 



態に即した柔軟な対応が可能となるよう改善がなされてきているが、 
今後とも、より地域の実態に応じた施策の実施を可能とするよう、 
意を用いていく必要がある。 

(２) 農業従事者等の自主的な努力の助長 
 農業基本法は、国と地方公共団体がその施策を講ずるに当たって 
「農業従事者又は農業に関する団体がする自主的な努力を助長する 
ことを旨とする」ことを規定している。農業基本法の目標を達成す 
るためには、国や地方公共団体が必要な施策を重点的に講じていく 
ことの重要性もさることながら、農業従事者が、同法の掲げる目標 
を自己の努力目標として自主的な努力を重ねることが前提となると 
の趣旨である。 
 農産物の需要構造が大きく変化する過程での生産構造の変革や、 
農業就業人口の減少を契機とする農業構造の改善等の大規模な構造 
調整を円滑に進めるに当たっては、国の強力なリーダーシップの下 
での政策誘導を必要とする。一方、農業生産には、農業者の継続的 
な創意工夫が要求されるものであり、また、生産に加え、流通、販 
売も含めた経営全般にわたる農業者の努力と創意工夫の発揮が個々 
の農業経営の発展に結び付くものである。 
農政には、このような二面性があり、農業基本法の規定はその調和 
について述べたものと理解される。しかし、農業基本法制定当時の 
政策推進に当たっては、全国規模での農業改革を緊急かつ統一的に 
進める観点から、国による一元的な政策推進が優先されたといえる。 
また、そうした政策運営が長く続いたことが、農業者の自主的な経 
営改善を阻害する要因となった面があると考えられる。 
 さらに、農業者と集落の関係もこの問題と深くかかわっている。 
すなわち、我が国農業の基幹である水田農業が水・土地の利用調整 
を必要とするものであったこと等から、我が国の農業・農村におい 
ては、伝統的に集落が大きな役割を果たしてきた。このため、農政 
の実施に当たっては、しばしば、集落の機能を尊重し活用してきた。 
これは、農業生産組織の育成、産地の形成等望ましい営農の実現を 
図る上で効果的であるとともに、伝統的な社会構造の中で、農村内 
に矛盾対立を引き起こすことなく農業の発展を図るという点で、合 
理的なものであったといえる。しかし一方で、集落機能を活用した 
政策実施は、個々の農業者の意向が常に集団内における協調原理と 
の調整を経た上でしか反映し得ないこととなり、農業者の自主性と 
創意工夫の発揮を制約する面を有していたと考えられる。 
今日、農産物の需要構造の変化が小さくなる等の状況の下では、国 
による一元的な政策誘導よりも、むしろ、個々の農業者が消費者ニ 
ーズを的確に把握し、自主性と創意工夫の発揮により経営の発展を 
図っていくことが一層強く求められていることに留意する必要があ 
る。また、農村の実態からすれば、今日においても、集落の機能を 
尊重していくことが必要であると考えられるが、集落の内部では、 
農家自体が均質的なものから分化し、それに伴って個々の農業者の 
利害・関心と価値観の多様化が進んでいる。このような状況の中で、 
集団としての協調よりも個の利益を優先させようとする動きもみら 
れる等、個と集団との関係には様々な問題が生じてきていることに 
も留意していく必要がある。 

(３) 農業団体の整備 
 農業基本法は、農業団体に関して「農業の発展及び農業従事者の 
地位の向上を図ることができるように農業に関する団体の整備につ 
き必要な施策を講ずるものとする」と規定している。 
 これは、国又は地方公共団体の施策は、農業団体の自主的な活動 



と相まって講ぜられることが最も効果的であり、農業の発展と農業 
従事者の地位の向上という目標を達成する上で、農業団体の役割が 
極めて大きいと考えられたことによるものである。 
 特に、農業協同組合は、農業者の自主的な経済活動の中心的な担 
い手として、販売、購買、信用、共済等の事業を行っており、農業 
基本法上も流通政策等において大きな役割を期待されるとともに、 
同法の制定に併せて制定された農業協同組合合併助成法により、そ 
の経営基盤を強化するための合併を促進することとされた。 
 これまで農業協同組合は、合併・合理化を進めつつ、農業の発展 
や農業従事者の社会的経済的地位の向上に大きな役割を果たしてき 
た。しかし、近年、その経営が大きく依存してきた信用・共済部門 
の利益の伸び率が金融自由化の進展等により鈍化傾向で推移してき 
ており、経営体質の強化が重要な課題となっている。他方、兼業化 
の進展を背景とした組合員の階層分化等に伴い、農業協同組合に対 
する組合員のニーズは一層多様なものとなってきている。また、農 
業協同組合に対して地域の活性化に果たす役割の強化を求める要請 
も強まっている。 
 金融の自由化、ウルグァイ・ラウンド農業合意の実施、食糧法の 
施行等農業協同組合を取り巻く環境が近年大きく変化する中で、農 
業協同組合はその事業・組織の見直しが必要になっているが、こう 
した事情は農業協同組合以外の団体についても共通した課題である 
といえよう。 

IV．農業基本法の総括的評価と新たな基本法の制定に向けた検討 

１．農業基本法の総括的評価 
(１) 農業基本法が描いたシナリオと成果 
 農業基本法は、農業と他産業との間の生産性及び生活水準の格差 
の是正を、生産政策、価格・流通政策及び構造政策を柱とする基本 
政策により達成しようとした。 
 この場合、農業基本法が描いた産業としての農業発展の基本的な 
シナリオは、概略以下のようなものであり、経営規模の拡大による 
自立経営の育成等の構造政策が、目標実現のための基軸的政策手段 
として位置付けられるものであった。 

① 高度経済成長により農業の過剰就業人口が他産業に吸収される 
 結果、農家戸数が減少する。 
② 離農又は規模縮小を行う農家の農地を、規模拡大を志向する農 
 家に集積することにより、農業経営の規模拡大が進み、生産性も 
 向上する。 
③ 農業生産の重点は、消費者所得の増大に伴って需要の伸びが期 
 待される農産物に選択的にシフトする。 
④ この結果、価格政策による所得支持に大きく頼らなくても、農 
 業所得だけで他産業従事者と均衡する生活を営むことができる自 
 立経営が広範に育成され、農業と他産業との間の生活水準の格差 
 の解消が図られる。 

 しかしながら、その成果をみると、農業の生産性は相当程度向上 
したものの、他産業と比較すると依然として大きな格差が残った。 
また、一部の部門・地域を除いて農業構造の改善は遅々として進ま 
ず、自立経営の広範な育成は実現されなかった。生活水準の均衡に 
必要な所得の増大については、農家平均の所得でみれば達成された 
が、それは農業発展によってではなく、主として兼業所得の増大に 
よるものであった。 



 このように、農業基本法が描いた農業発展のシナリオについては、 
畜産物、果実、野菜等において選択的拡大が進んだこと等部分的に 
は実現したものの、全体的にみた場合、当初の構想どおりには進ま 
なかった。 

(２)農業基本法の意義・役割と限界 
農業基本法が描いたシナリオは限られた部分しか実現し得なかった 
が、このことをもって同法の制定に意味がなかったとすることは適 
切ではない。国が農政の方向を法律という形で宣言したことは、① 
農業改革の目標と手段についての国の強い意思が示され、地方公共 
団体の政策や農業者の営農の明確な指針となったこと、②その方向 
に従って、国の施策についてのある程度の誘導・転換が図られたこ 
と、③そのような施策に応じて農業予算の充実が図られたこと等の 
面で、意義があったと評価し得る。 
 農業基本法が掲げた農業と他産業との間の生産性及び生活水準の 
格差是正という政策理念そのものは、同法制定当時の事情からすれ 
ば必然的なものであったといえる。また、高度経済成長の中に我が 
国の零細な農業構造の改革の現実的可能性を見出し、その達成手段 
として構造政策を基軸とする総合的な農業政策を推し進めようとし 
たことは、意欲的な政策展開の方向であったと評価し得る。 
 それにもかかわらず限られた部分しか実現し得なかった要因は、 
農業と他産業との間の生産性の格差是正という目標が、そもそも非 
常に実現困難なものであったことに加え、一つには、めざましい経 
済成長の下で、農業をめぐる状況の変化が農業基本法が想定した事 
態をはるかに超えるものであったこと、二つには、農業基本法には 
個別の施策のあり方を誘導することが期待されたが、その後の政治 
経済社会情勢等の影響を強く受け、その役割を貫徹し得なかったこ 
とにあると考えられる。 

 ア．高度経済成長の下での農業をめぐる状況 
農業基本法制定当時の想定を超える状況変化の第１は、構造政策を 
進める前提が崩れたことである。 
 高度経済成長の過程において、農業の過剰就業人口が他産業部門 
へ吸収されたものの、若年層が中心であり、中高年齢層の途中転業 
は容易ではなかった。このため、農家の多くは、他産業に従事して 
も農地を手放さず、兼業という形で農業経営を継続し、兼業所得と 
農業所得を合わせて所得の確保を目指さざるを得なかった。また、 
高度経済成長の中で農地価格が上昇し、これに伴い農地の資産的保 
有傾向が強まったこと、技術の進歩や機械化の進展等により、多く 
の小規模農家にとって稲作に特化した営農の継続が可能となったこ 
と等もこの傾向に拍車をかけた。こうしたことから、農業部門から 
の労働力の流出を機に農地の流動化による農業経営の規模拡大が進 
むというシナリオは、その出発点からつまずいたのである。 
 第２は、高度経済成長が予想を上回るテンポで進んだことである。 
 農業基本法制定後約１０年間の実質経済成長は、「国民所得倍増 
計画」における年率７％という予測をはるかに上回り、年率１０％ 
を超えるものであった。このような経済成長による他産業従事者の 
所得のめざましい上昇は、それとの所得均衡が実現し得るものとさ 
れた自立経営の下限所得水準とそれに見合う経営規模を年々上昇さ 
せ、特に、経営規模の拡大が思うにまかせない稲作等の土地利用型 
農業においては、自立経営の存立を困難にしていった。このように、 
経済成長による他産業従事者の所得の増大が、農業の構造改善の成 
果によって追い付くことができないほどのテンポで進む一方、農工 
間の所得格差の是正が社会的にも一刻の猶予も許されない課題とさ 



れた時代背景の中で、その格差を短期的に埋めるために、米価を中 
心とした価格政策による所得支持に大きく依存することとなった。 
 さらに、このような価格政策の運用は、昭和４０年代半ばの米の 
過剰問題の発生の一因となり、また、生産性の低い小規模稲作経営 
の生産の継続の誘因となり、ひいては農業構造の改善を妨げた面も 
あった。 
 第３は、急速な国際化の進展等により、農産物輸入が予想を超え 
て増加したことである。 
 国際化の進展に関しては、農業基本法制定当時においても、徐々 
に国際貿易の影響が強まるとの認識があったが、農業において貿易 
の自由化が本格的に進むのは相当期間先のことと考えられていた。 
しかし、我が国の工業製品の輸出の急増は、農業も含めた貿易の自 
由化のテンポを早め、大幅な円高の進行、国内の生産コストの上昇 
と相まって、国産農産物の競争力は一層低下した。さらに、国民の 
食料消費についても、摂取熱量が飽和水準に近づく中で、所得の向 
上に伴い、畜産物や油脂類の消費と米の消費がトレードオフの関係 
となった。こうした事情の下で進行した農産物輸入の増加は、自給 
率を一貫して低下させるとともに、農業総生産の増大の実現を制約 
する等国内農業が発展していく上で大きな影響を与えた。 

 イ.農業基本法の農政の指針としての機能 
 農業基本法は、通常の法律のように権利義務といった実体的事項 
を規定したものではなく、農政の理念及び施策の基本的なあり方・ 
方針を、法律という形式により抽象的に規定したものである。その 
方向付けに沿った施策の具体化は、別の立法・予算措置に委ねられ 
ており、農業基本法には、農業分野における各種施策のあり方を大 
枠として規定し、誘導することが期待されていた。 
 その一方で、農業基本法で示されている理念や方針は抽象的なも 
のであり、かつ、個別の法律や施策に対し法的規範力を有するもの 
でないことから、具体的な施策内容や運営方針については、相当に 
広い幅での選択が認められるものであった。したがって、具体的な 
施策が農業基本法によって示された方向に誘導されるかどうかは、 
もっぱら国の意思や姿勢に委ねられていたといえる。 
 具体的には、農業基本法の制定に併せ、畜産物、大豆、なたね等 
の価格安定制度の創設、農業近代化資金制度の創設、農業災害補償 
制度の改善、中央卸売市場の整備の促進、農事組合法人制度の創設、 
農地信託制度の創設等の各種関連立法の整備が行われた。また、予 
算についても、農業基本法が定める施策の方向に沿って、構造改善 
のための農業生産基盤整備の積極化、選択的拡大のための生産対策 
の強化等に重点を置いた施策の充実が図られた。農業基本法がどの 
時期まで農政の指針たり得たかは議論があろうが、こうした具体的 
な施策にみられるように、少なくとも制定当初においては指針とし 
ての役割を果たし、かつ、国も農業基本法に示された方向に沿って 
政策努力を行ったといえる。 
 しかしながら一方で、農業基本法は政策の重点を構造政策に置く 
ことを企図していたにもかかわらず、実際には、価格政策中心の農 
政が展開された。実際の農政の運営としては、当時の政治経済社会 
情勢からそうせざるを得なかった面はあるが、農業基本法自身も、 
本来同法が企図したものを推し進める規範力を有していなかった。 
また、食糧増産を中心とした戦後農政に区切りをつけるものとして 
制定された農業基本法ではあったが、実際の農政は、引き続き、農 
地法、食糧管理法、土地改良法、農業協同組合法といった戦後農政 
の基本的法制の下で展開されたことが示すように、その制定が直ち 
に従来の政策の思い切った変更に結び付くというような政策誘導機 



能を有するものではなかった。農業基本法があくまでも抽象的な道 
標にすぎず、国の政策はその時々の政治経済社会情勢の中で進めら 
れるものであるとはいえ、農業基本法が現実の政策に対する強い影 
響力を持ち続けるためには、国が、農業基本法に示された方向に沿 
った政策運営を貫徹しようとする強い意思や姿勢を継続させる必要 
があった。 
 その後、様々な面で、農業基本法が予想していた事態をはるかに 
超える経済社会の変化が進むにつれ、現実とのかい離が徐々に進み、 
同法は現実の施策のあり方の指針たり得なくなった。各種の立法・ 
予算措置等についても、農業基本法を根拠とした施策の具体化とい 
うよりも、その時々における政治経済社会情勢への対応姿勢を強め 
るようになり、同法の政策誘導機能はますます脆弱化した。こうし 
て農業基本法は農政上あいまいな存在となった。 

２.新たな基本法の制定に向けた検討の必要性 
(１) 農業基本法が見直しを求められている背景 
 農業基本法は、我が国経済社会が急速な発展を開始する時期に制 
定されたものである。農業基本法制定から３５年が経過したが、こ 
の間我が国の経済社会は、「欧米へのキャッチアップ」という目標 
の下で、効率性と経済的豊かさを追求しながら、世界に例をみない 
急速な発展を遂げた。この結果、我が国は世界有数の経済大国とな 
るに至り、これに伴い国民の生活水準も著しく向上した。 
 その過程で、我が国農業・農村は、多様化・高度化する国民の食 
料需要に応えてきたばかりでなく、経済発展に必要な労働力、土地 
等の他産業への移動等を通じ、経済の発展と国民生活の向上に大き 
く貢献してきた。 
このような中で、農業・農村を取り巻く状況は大きく変化した。す 
なわち、①農家の生活水準は向上したが、農業労働力が非農業部門 
へ流出し、兼業化が進展した。②農業就業人口の減少、高齢化の進 
行等によって、耕作放棄地が増加する等農業生産力の低下が懸念さ 
れるようになった。③国際化の進展と食料需要の変化により、農産 
物輸入が増大し、豊かな食生活が実現した反面、食料自給率は低下 
した。④生産コストの上昇、円高の進行等から農産物の内外価格差 
が拡大した。⑤都市近郊農村を中心に混住化が進行する一方、中山 
間地域等では、著しい過疎化や高齢化の進行により地域社会の維持 
が困難な地域も現れてきた。 
 また、最近では、効率性追求一辺倒であったこれまでの経済社会 
運営を反省する気運が生まれるとともに、経済面にとどまらない生 
活の豊かさを求める世論が高まってきている。このような中で、農 
業・農村に対しては、食料の供給に加えて、国土・自然環境の保全、 
自然に恵まれた居住・余暇空間の創出等の非経済的あるいは社会的 
・文化的役割について、新たな期待が生じている。さらに、健康・ 
安全志向の高まり等を背景に、食料に対する国民の関心も強まる傾 
向にある。 
 これらに加え、現在のボーダーレス化した国際社会の枠組みの中 
においては、もはや、単に我が国の経済社会の状況のみを念頭にお 
いた政策展開は困難なものとなってきている。農政の展開に当たっ 
ても、ＷＴＯをはじめとする国際的な貿易の枠組みや主要国の政策 
展開の動向、経済大国として我が国が途上国に対し果たすべき役割、 
さらには地球規模での環境への配慮の必要性の高まり等を踏まえ、 
国際社会の中での我が国農業のあり方を議論するとともに、国際的 
な場において積極的に発言していくことが必要となっている。 
 現在の農政の課題は、こうした食料・農業・農村を取り巻く問題や 
国民から寄せられる期待、さらには国際化の中での様々な要請に的 



確に応えることである。農業基本法の掲げた政策目標の中には、兼 
業所得を含むとはいえ、一般的には農業従事者と他産業従事者との 
所得水準の均衡が既に達成されていることにみられるように、現在 
の農業情勢からみると、政策目標として掲げる妥当性に疑義がある 
ものもある。また、国際化を含めた農政に対する新たな要請の多く 
は、農業基本法制定時には存在しなかったか、あるいは意識しない 
ですんだ問題である。こうした中で、国の農政全般にわたる政策の 
指針である農業基本法は、政策目標と現実とのかい離と、内外にお 
ける新たな政策課題への対応の必要性という両面から、その位置付 
けが問われているのである。 
 それは、現在、高度経済成長を前提に構築された我が国の経済社 
会システム全体について、国際化が進展し、安定成熟化する社会に 
対応し得るものへ変革することが求められていることと軌を一にす 
るものであるともいえよう。農業・農村が直面する問題の重要さや 
農政に寄せられる期待の大きさを踏まえると、まさに今、新たな時 
代に対応し得る新たな基本法の制定に向けた検討が必要となってい 
るのではないだろうか。 

(２) 見直しに当たって留意すべき事項 
 農政の新たな方向付けは、現在の農業・農村を取り巻く状況の大 
きな変化に適切に対応し得るものであるべきことはもちろんのこと、 
２１世紀の経済社会全体の流れにも適合したものでなければならな 
い。したがって、今後、新たな基本法の制定に向けた検討を行うに 
当たっては、経済社会の潮流が大きく変化していることを踏まえ、 
① 我が国経済社会が高次の成熟経済社会へ転換していく中で、ゆ 
 とり、安心、やすらぎ等が実感できる経済社会の創造に資するも 
 のとして考えること。また、国民にとってわかりやすい内容にし 
 ていくこと 
② グローバリゼーションの進展の中で、単に国内の問題としての 
 みとらえるのではなく、ＷＴＯ体制の下での国際的な協調、世界 
 的な経済発展のあり方、人口・食料・環境問題の解決等の地球的 
 な視野からも考えていくこと 
③ さらに、自由で活力のある経済社会の創造に資するよう、地域 
 の自主性、自己責任の下での個人の創意工夫等が十分に発揮され 
 るようにしていくこと 
に特に留意する必要があろう。 
 その際最も重要なことは、我が国経済社会の中での食料・農業・ 
農村の役割や位置付けについて、国民的な合意形成を図っていくこ 
とである。現在、国民の価値観が多様化し、農政への期待も様々で 
ある中で、その国民的な合意形成は大変困難な作業である。しかし、 
２１世紀における我が国の農業・農村の持続的かつ安定的な発展と 
国民生活の向上を実現するためには、このような国民的な合意が不 
可欠である。 
 なお、政策目標及びその実現のための政策の方針を法律という形 
式により構築するに当たっては、農業基本法の描いたシナリオが部 
分的にしか実現し得なかった要因も十分踏まえ、①農業を含めた経 
済社会の中長期的な状況の変化をどのように予測するのか、②政策 
目標の実現に向けて、関連諸制度との関係・連携をどのように調整 
するのか、③法律制定から時間が経過しても、また、予想を超える 
状況の変化があった場合にも、当該政策目標及び方針が個々の施策 
の企画立案・運営の実質的な基準であり続けるような工夫としてど 
のようなことが考えられるのか等について、十分な吟味を行う必要 
があろう。 



３.新たな基本法の制定に向けた検討に当たって考慮すべき視点 
 現在、国民の価値観が多様化する中で、農政への期待も様々であ 
り、しばしば意見の対立もみられるところである。今後の農政の方 
向付けは、国民合意の下に、我が国経済社会の中での食料・農業・ 
農村の役割や位置付けを明確にした上で行わなければならない。 
 このため、食料・農業・農村についての国民的な合意に向けた議 
論の一助となるよう、本研究会の議論の過程において、新たな基本 
法の制定に向けた検討に当たって考慮すべき重要ないくつかの視点と、 
その視点に係る論点についても整理することとした。この論点は、 
本研究会が関係団体等から聴取した意見も踏まえており、意見の対 
立点や今後の検討課題が明らかになるように整理したものである。 
 今後、新たな基本法の制定に向けた検討を行うに当たっては、こ 
のような諸点について、まず現状を正確に認識し、それに基づき国 
民的な議論を積極的に行い、合意形成を進めることが必要である。 
  
(１) 食料の安定供給の確保 
 食料は国民生活にとって最も基礎的な物資であり、その安定供給 
を確保することは国民に対する国の基本的な責務である。特に、中 
長期的な世界の食料需給について不安定な局面が現れ、場合によっ 
てはひっ迫することも懸念されている状況を踏まえれば、食料の安 
定供給の確保についての国の責務の重要性は今後一層増大するもの 
と考えられる。 
 もっとも、現在の我が国の食生活は、飽食ともいえるほどの豊か 
なものであり、このような国民の食料需要に対して、国土資源に制約 
のある我が国においてすべてを生産し、供給していくことは非現実 
的である。したがって、現在の豊かな食生活を前提に食料の安定供 
給を確保していくためには、国内生産に加えて、世界の食料需給の 
動向を踏まえつつ、輸入及び備蓄を適切に組み合わせていかざるを 
得ない。 
その場合の国内農業の位置付けについては、一方には、価格が相対 
的に安い海外農産物の輸入を拡大し、その安定的な供給の確保に意 
を用いていくことが国民経済的にも有利であり、多大な国民負担を 
かけてまで国内農業生産による国民への食料供給を基本に考えてい 
く必要はないとの考え方もある。しかしながら、国内資源を有効に 
活用し、不測の事態にも対応し得る国内供給体制を維持・継承する 
ことの重要性等を考慮すると、やはりある程度の国民負担を行いつ 
つ、可能な限りの国内農業生産の維持・拡大と食料供給力の確保を 
図っていくことが必要である。この点は、今後の農政の展開に当た 
っての基盤となる最も重要な論点の一つであるので、十分な議論を 
行い、国民的な合意形成を図っていく必要がある。 
 また、一定の国内農業の維持が必要であるとした場合の具体的水 
準については、先進国のうちでも異例に低い水準にある我が国の食 
料自給率の向上を政策の主眼に置くべきであるとの考え方がある。 
これに対し、食料自給率は食生活の内容によって大きく左右される 
ものであることから、食料安全保障の観点からは、国民が必要とす 
る最低限の栄養水準が国内で供給できるよう、農地、担い手、技術 
等によって形成される食料供給力の健全な形での維持・確保に重点 
を置く方が適当であるとの考え方がある。この点についても、今後、 
具体的な内容に関する議論を深めていく必要がある。 
 なお、食料の安定供給の確保の観点からは、以上の問題と併せて、 
備蓄の保有や安定的な輸入の確保のあり方、さらには食料・農業に 
関連する国際協力のあり方等についても、議論する必要がある。 

(２)食品産業の活性化 



 食品製造業、食品流通業及び外食産業から成る食品産業は、これ 
まで、変化する消費者ニーズに的確に対応することにより、国民へ 
の食料供給において農業と並ぶ重要な位置付けを有するまでに発展 
・成長した。したがって、今日においては、食品産業を単に国内農 
産物の販売先としてとらえるのではなく、食料の安定供給を維持・ 
確保し、豊かな食生活を可能としていく上で重要な役割を担う産業 
部門としてとらえ、その健全な発展を図っていくことが不可欠とな 
っている。 
 食品産業の各部門は、今後とも、消費者ニーズに対応したきめ細 
かなサービスの提供等を通じて、国民の食生活の健全な維持・発展 
に貢献していくことが求められているが、いずれも中小零細規模の 
経営が多く、経営の体質強化が急がれている。食品製造業において 
は、近年の円高や国際化の流れの中で輸入品との厳しい競争に直面 
し、一部には、原料農産物の海外での一次加工や海外への立地を目 
指す、いわゆる空洞化の動きもみられる。このため、食品製造業は、 
国際競争力の確保を図る観点から、輸入原料農産物の国境措置水準 
の引下げと、併せて国内原料農産物の価格引下げや安定供給、高品 
質化等を強く求めている。今後、このような要請にも適切に応えて 
いく必要があると考えられるが、一方で、輸入原料農産物の国境措 
置水準の引下げは、競合する国内農産物の生産の確保を困難にする 
面があることも念頭に置いて検討を進める必要がある。 

(３) 消費者の視点の重視 
 経済発展を重視する戦後の経済運営の中では、生産の視点が重視 
され、ややもすると消費者の視点が軽視されがちであった。しかし 
ながら、近年、生活の真の豊かさを求める世論が高まるにつれ、経 
済社会の運営において消費者の視点を重視していくことが重要にな 
ってきている。 
 特に、消費者の健康・安全志向から、食料に対する関心が高まっ 
てきていることを考慮すれば、栄養バランスのとれた健康的で豊か 
な食生活の普及・啓発を行いつつ、食品の品質の向上、安全性の確 
保や、規格・表示の整備、適正化等の消費者ニーズに的確に対応し 
た施策の充実に努めていく必要がある。 
 このように、消費者ニーズに的確に対応していくことは、国内農 
業の持続的かつ安定的な発展を図る上でも重要である。国民のすべ 
てが食料の消費者としての立場にあることを考慮すれば、農業に対 
する消費者の理解を得ていくことは、農業・農村を国民にとって身 
近なものとしていく近道であり、また農業発展の条件であるともい 
える。 
 なお、消費者から寄せられる、おいしいもの、新鮮なもの、調理 
が簡便なもの、安心して食べられるもの等多種多様な農産物を供給 
してほしいという要請と、そのような農産物を安価で安定的に供給 
してほしいという要請は、トレードオフの関係を有している面があ 
る。このため、こうした問題について、消費者と生産者とが率直に 
対話を重ね、相互理解を深めていくことも必要である。 

(４)新しい農業構造の実現 
 食料の安定供給を確保する上で国内農業をどのように位置付ける 
にせよ、農業生産にコストを際限なくかけるということでは国民の 
支持は得られない。このため、制約された国土条件の下でも、可能 
な限り生産性の高い農業生産を実現し、生産コストの低減を図って 
いく必要があり、また、農業を魅力とやりがいのあるものとすると 
いう観点からも、農業構造を改善していくことは引き続き重要な課 
題である。 



 現在、これまで農業生産の維持・拡大を中心的に担ってきた昭和 
一けた世代が、農業からリタイアする時期にさしかかろうとしてい 
る。このことは、今後農業構造の改善を進める大きな契機となるも 
のと考えられる。 

 ア.農地の流動化施策について 
 農地の流動化のための法的枠組みについては、これまでにほぼ体 
系的に整備されたと考えられる。しかし、今後、農地の流動化の一 
層の加速が課題となる中で、現在の法体系を含め、農地の流動化施 
策のあり方については十分な検討が必要である。 
また、これまで貸借に重点を置いた農地の流動化を進めてきた結果、 
現在、各地で借地による大規模経営がみられるようになってきてい 
る。今後も引き続き貸借を中心に農地の流動化が進むとした場合に、 
零細所有大規模借地経営という形態は、長期的な営農計画を困難に 
する等不安定な経営構造としての側面を有することから、その安定 
化等のため、どのような措置が必要なのか検討する必要がある。 

 イ.農業の担い手の確保について 
 農業における過剰就業問題を解消させた高度経済成長は、反面、 
若年層を中心として農業就業人口を減少させ、農業労働力の脆弱化 
をもたらした。今後、農業従事者の減少と高齢化が更に進行すると 
見込まれる状況においては、農業生産の担い手をいかに幅広く確保 
していくかが重要な課題である。 
 この場合、農地の投機的な取引の防止等により農地の農業上の有 
効利用は確保しつつ、株式会社を含めて新たに農業を行おうとする 
意欲のある者の農地の権利取得を認めることについてどのように考 
えるのか十分な議論が必要である。 
 また、新規就農者を含めた農業の担い手の広域的な募集、技術経 
営研修及び就農条件の整備のあり方や、いわゆる集落営農、農業サ 
ービス事業体等の位置付けについても更に議論を深めていく必要が 
ある。さらに、農業生産活動において重要な役割を担う女性農業者 
を担い手として明確に位置付けていくための措置についても検討す 
る必要がある。 
 なお、産業政策的な視点からは、種々の施策は専業的な農家に集 
中し、小規模兼業農家は施策の対象から外すべきであるとの考え方 
があるが、この点についても十分な議論が必要である。 

(５) 自由な経営展開の推進 
我が国は世界的にみても所得水準が高く、豊かな食料品市場が形成 
されている。また、この食料品市場は、食料品に対する需要の一層 
の多様化、高度化等により、更に変貌していくものとみられる。 
 このような国内市場をめぐる状況の中で、我が国の農業について 
は、意欲ある農業者の創意工夫の発揮次第で、様々な発展の可能性 
を有しているといえる。今後の農政の展開に当たっては、農業者の 
創意工夫が発揮され、自由な経営展開を一層推進し得るような条件 
整備を行うことが必要である。これは、多少のリスクを伴うもので 
はあるが、農業を職業として選択し得る魅力あるものにしていくた 
めに不可欠な条件であるとともに、国内農業の体質を強化する道で 
もある。 
 このため、市場の動向を的確に把握し多様な消費者ニーズ等に機 
動的に対応できるよう、農業者の経営感覚を醸成するとともに、生 
産・流通段階における諸規制と保護のあり方を見直し、市場原理の 
一層の導入を図る必要がある。同時に、農業経営の改善を自主的に 
進めようとする農業者の努力を助長する観点から、多様な支援策を 



講じていくことも求められる。 
 その際、特に、個々の営農上の工夫だけでは対応し難い以下のよ 
うな問題については、十分な議論が必要である。 
① 米の生産調整については、行政主導による実施への限界感が強 
 まっている一方、稲作の有利性が継続する中で、その実施を完全 
 に生産者の自主性に委ねれば、生産過剰により米価が暴落し、稲 
 作農家、特に大規模専業農家の経営への深刻な影響が懸念される 
 状況にある。こうした中で、生産調整の実施による需給及び価格 
 の安定の確保と、生産者の自主性の尊重の要請をどのように調和 
 させていくべきか。 
② 効率的な農業生産の推進のためには生産基盤の整備や農業技術 
 の開発・普及が重要であるが、その際、大規模農家の経営改善を 
 進めていく観点から、土地改良事業の費用負担のあり方について 
 どのように考えるのか。また、現場ニーズや政策ニーズに対応し 
 た迅速な技術の開発・普及のためにはどのような措置が必要なの 
 か。 
③ 資材価格の低下が可能となるような条件整備を進めるためには、 
 資材に係る規制の緩和や流通ルートの多元化等が必要であるとの 
 考え方があるが、この点について農協系統の事業運営の見直しと 
 併せどのように考えるのか。 

(６) 農業経営の安定の確保 
 農業は、生産条件等において他産業と比べ不利な面を有しており、 
また、我が国の農業には、諸外国と比べて、急峻な国土条件や高地 
価をはじめとする様々な制約もある。このため、これまで各種農産 
物については、価格の安定、農業所得の確保等の観点から、多岐に 
わたる価格政策や国境措置が講じられてきた。 
 しかし、ＷＴＯ体制の下では農産物の価格支持の削減や国境措置 
水準の引下げが求められており、また、国内においても内外価格差 
の縮小を求める消費者や食品産業からの要請が高まってきているこ 
とから、従来のような価格支持は、今後次第に困難になると考えら 
れる。 
 他方、農業経営の安定の確保を図っていくためには、引き続き農 
業所得の過度の変動を防止していくことが必要であり、また、諸外 
国と比較して国土条件等の制約要因がある中で、一定の国内農業の 
維持を図るとすれば、国際ルールの枠内で相応の国境措置を講じて 
いくことも重要であると考えられる。 
 今後の政策展開に当たっては、こうした国際環境の変化や国内の 
様々な要請等を踏まえ、 
① 市場原理の一層の導入、国際ルールへの適合の観点から、価格 
 決定は基本的に市場に委ね、これに伴って生じる農業所得の過度 
 の変動の防止等は別の手段によるべきであるとの主張についてど 
 のように考えるのか 
② また、今後の国境措置の手法や水準についてどのように考える 
 のか 
といった点について十分な議論を行っていく必要がある。 
 なお、このような政策運営に伴う国民の負担の形態については、 
国境措置等により農産物の国内価格を支持する消費者負担型と、政 
府から農業者に対する直接的な財政支出により農業者の一定の所得 
を確保する財政負担型とに分けられるが、こうした国民負担のあり 
方についても十分な議論を行う必要がある。 

(７) 農業の有する多面的機能の位置付け 
 農業の有する機能については、農業基本法制定当時、主として農 



産物供給という面でとらえられていたが、その後の我が国経済社会 
の変化の中で、国土・環境保全機能、景観保全機能、教育的機能、 
アメニティの創出、地域社会維持等の社会的機能、歴史文化保存機 
能といった多面的な機能が外部経済効果として認識されるようにな 
った。 
 一方、農業は、化学肥料や農薬の過剰な投入、家畜ふん尿の不適 
切な処理等により、環境に悪影響を及ぼす面がある。このため、近 
年、地球環境問題への関心の高まりを背景に、国内外で、環境と調 
和した持続的な生産様式への転換の要請が高まってきている。 
 このような農業の有する多面的機能や農業の環境負荷の側面は、 
いずれもこれからの農業・農村を考える場合の重要な要素であるが、 
以下のような点につき、十分な議論が必要である。 
① 農業の有する多面的機能については、これまでも様々な計量的 
 な評価が試みられてきているが、多面的機能の存在は、どのよう 
 にすれば国民が実感として理解し得るものとなるのか。 
② 環境保全等農業の有する多面的機能の存在を農業保護の根拠と 
 しようとする主張がある一方で、特に国際的な議論においては、 
 農業保護は農業の投入・産出を人為的に高め、地下水汚染や土壌 
 浸食等の環境破壊を助長することから、農業保護を削減すること 
 が環境の改善に資するとの主張があるが、農業・農業保護と環境 
 との関係をどのように考えていくべきか。 
③ 環境負荷の軽減に配慮した農法への転換や未利用有機物資源の 
 循環的利用を推進し、農業を環境と調和した持続的な生産様式に 
 変えていくことは、農産物の安全性重視という消費者の要請に沿 
 った生産の方向でもあるが、必ずしも生産コストの低減や農業所 
 得の増大に結び付くものではない。農産物の内外価格差の縮小等 
 の要請もある中で、農業経営の経済効率性の追求との調和をいか 
 に考えていくのか。 

(８) 農村地域の維持・発展 
 農村地域は、全般的には、過疎化や高齢化の進行により地域活力 
が低下し、社会における相対的比重が低下している。特に、地理的 
条件等から農業の生産条件が不利な上に、就業・所得機会、生活の 
利便性等にも恵まれていない中山間地域等では、地域社会の維持が 
困難となるところも現れている。また、土地利用の実態をみると、 
農地のスプロール化等土地利用の混乱が生じており、優良農地の確 
保や国内の食料供給力の確保の観点からの問題も生じている。 
 しかし、一方で、近年の国民の価値観・生活様式の多様化や、余 
暇時間の増大を背景として、農村地域は、農林業の生産の場や地域 
住民の生活の場としてだけではなく、国土を守り環境を保全する場 
や地域特有の文化、伝統等を育む場として、さらには景観や緑、水 
等に恵まれ安心して過ごすことのできる余暇・生活空間として、そ 
の評価が高まってきている。また、大都市への過度の人口集中を防 
止し、国土の均衡ある発展を図る観点からは、個性や独自性を生か 
した多様性のある農村地域の維持・発展が期待されている。 
 このような中で、今後の農村地域の振興に当たっては、これまで 
のような農林業の振興や都市との格差是正に重点を置いた生活環境 
の整備のみならず、地域資源の活用や秩序ある土地利用、情報通信 
の高度化等を図りながら、都市住民等にも開かれた特色ある快適な 
農村空間を創出していくとの観点から、地域全体の活性化や農村の 
整備を進めていくことが重要となっている。この場合、混住化の進 
行や地域経済における農林業の地位の低下等を踏まえると、必ずし 
も農林業施策のみによって農村地域の維持・発展が支えられるもの 
ではなく、各省庁における各種施策の展開をも視野に入れた対応が 



不可欠となっている。 
 これらのことを踏まえ、今後の農村地域政策の推進に当たっては、 
以下のような点につき、十分な議論が必要である。 
① 中小都市と周辺の農村を地域として一体的にとらえ、その人口 
 や産業・社会活動を積極的に維持し、地域全体としての振興を図 
 るという地域構造政策の視点を、農林業施策と各種施策の総合的 
 な推進に当たって、いかに具体的に反映させていくべきか。 
② 優良農地の確保とその農業上の効率的利用を図るとともに、ホ 
 ビー農業、生きがい農業、体験農業等による土地利用にも対応し 
 つつ農村地域を快適な居住・余暇空間として形成するため、農業 
 上の土地利用と農業外の土地利用との区分の明確化等、土地利用 
 制度のあり方につきどのように考え、適正かつ計画的な土地利用 
 を確保していくのか。 
③ 中山間地域等が抱える問題に対処するために、農地等の資源を 
 管理する主体の育成の要否も含め、どのような施策を講じていく 
 べきか。また、その場合に、いわゆる直接所得補償等の手法につ 
 いてどう考えるのか。 

Ｖ．おわりに 

 本研究会は、この報告を通じて、農業基本法の政策目標及びそれ 
を達成するための諸政策の今日的評価等を行った。また、その評価 
を踏まえ、農政は今、新たな時代に対応し得る政策の方向を提示す 
ることが求められていることを明らかにした。さらに、この報告の 
最後では、今後、新たな基本法の制定に向けた検討を行うに当たっ 
て重要と考えられるいくつかの視点を示した。ここにおいては、今 
後、食料・農業・農村に関する国民的な議論が展開される際の素材 
を提供するという観点に立ち、その視点に係る論点を問題提起的に 
整理することに重点を置いている。 
 新たな基本法の制定に向けた検討とは、我が国経済社会の中での 
食料・農業・農村の役割や位置付けについて、国民的な合意形成を 
図ることにほかならない。現行農業基本法の制定時においては、日 
本の農業・農政の課題と方向について国民的な合意が成立し得たと 
理解されるのに対し、現時点においては、そのような合意形成まで 
には距離がある状況にある。まず行うべきは、今後の食料・農業・ 
農村のあるべき姿についての国民的な議論である。この報告が、こ 
のような議論の起爆剤となり、今後、各界各層において活発な議論 
が行われることを期待するものである。 
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