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 はじめに 

昭和３６年に農業基本法が制定されて以来、３６年が経過した。この間における全世界的な経済の変動は

著しく、政治・経済・社会及び人の意識といった全般にわたって、国際的にも国内的にも大きな転機が訪れ

つつある。  

我が国においては、現在、自由で活力のある経済社会システムの創造を目指して各般の改革が進められ

ており、自己責任の下で創意工夫や地域の自主性が発揮されるような経済社会への変化が求められてい

る。  

特に、人口・食料・環境・エネルギー問題は地球的規模で課題となっており、未来に対する不透明感の下に、

生きる上での安全と安心が切実な問題となりつつある。  

こうした変化の流れは極めて大きく、我が国の食料・農業・農村は、これまでの農業政策の制度や考え方だ

けでは対処することができないような諸問題に直面している。  

この意味で、我が国における食料と農業のあり方は、農村のあり方とともに、国民全体、国土全体の問題と

して緊急にとらえ直されねばならず、その政策のあるべき姿が示されねばならない。  

本調査会は、本年４月１８日、内閣総理大臣から「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。」との諮問を受け、食

料・農業・農村に関する政策のあり方についての検討を行ってきた。  

以下は、食料・農業・農村政策のあり方についての基本的な考え方を中心に、調査会における現段階まで

の議論を中間的に取りまとめたものである。この中には意見の分かれているものも含まれているが、本調

査会としては、これを広く一般に公表し、国民各層の意見を求めるものである。今後国民各層から寄せられ

る意見も参考としながら、本調査会としては、諸制度の抜本的な見直しを含む具体的な政策全般にわたる

改革の方向について検討を行っていくこととしたい。  

   

 



Ⅰ 食料・農業・農村を考える基本的な視点 

 

農政は、従来、農業生産の視点に比重を置いて展開されてきた。しかしながら、近年、環境問題等地球的

規模での問題が顕在化し、また、経済社会のグローバル化が急速に進展する中にあって、品質・安全性の

確保を含む食料の安定供給、食生活の変化への対応といった国民の「くらしといのち」の基本に関わる食

料の問題が重要となってきている。また、食料生産及び国民生活の基盤として、農業を日本社会の中に的

確に位置付け、担い手を励まし、消費者の信頼と理解の得られるものにしていくことが必要となっている。さ

らに、地域社会の維持・活性化を通じて、国土・環境保全の機能を維持向上させるといった課題の重要性

が増してきている。 

食料・農業・農村は、相互に密接な関連を有していることから、今後、国民的見地に立って、これらを一体と

して施策の対象とし、検討していくことが必要である。  

食料・農業・農村政策の改革を図るに当たっては、中長期的な視点に立つことが不可欠であるが、その際、

この改革を的確なものとするためには、想定する期間を明確にして検討する必要がある。このことは、議論

を深め国民の合意形成を図る上でも重要である。 

このような観点に立ち、今回の検討においては、極力長期的な見通しを踏まえながらも、基本的には、我が

国経済社会を取り巻く情勢について全般的に予測することが可能と考えられる 2010 年程度までの期間を

想定するものとする。  

  

１ 国民生活の基盤である食料供給の安定 

食料は、人間の生存にとって不可欠であるばかりではなく、身体と心のあり方の基礎を形づくるものである。

食料供給の安定なくして、社会の安定、国民の安心と健康の維持はあり得ない。 

我が国は、経済発展に伴い、国産食料と輸入食料を組み合わせて豊かな食生活を実現してきたが、将来

にわたりいかなる事態が生じても、食料供給の安定を量・質ともに確保していくことは、国家社会・国民生活

の安定と安心の基盤を成すものである。  

  

２ 水をはぐくみ国土をつくる農地と森林 

我が国は、アジア・モンスーン地帯に位置し、極めて雨の多い国である。また、国土は急峻で約４分の３を

山が占め、河川も短く流れが急である。 

農地と森林は、このような我が国の厳しい自然条件を緩和し、生命に不可欠な水をはぐくみ、豊穣な国土を

成り立たせている。国土に降る雨は、農地と森林の土壌に蓄えられ、養分を含んだ水として、河川や農地を

巡り、都市で利用され、最後に海へと流れて豊かな海産物を育てている。 

このような国土の基本的構造を形成してきたのは、歴史的にみて、農地や森林を守り、水を維持管理して

きた人々の営みであった。このような活動が持続的、継続的に行われ、地域社会が形成されてきたことに

より、我が国は荒廃を免れ、緑豊かで人口扶養力の高い国土が維持されてきた。  

  

 



３ 持続的な社会の形成が求められる２１世紀 

現在、歴史は大きな転機にあり、世界的に人々の価値観や生き方が転換しつつある。 

２０世紀の文明は、鉱物や化石燃料などの枯渇性資源に依存し、大量生産・大量消費・大量廃棄といった

言葉に集約されるように、自然の循環や再生を重視しない形で機能性・経済性・効率性の追求を最優先す

るものであった。それによってもたらされた経済発展はめざましいものであったが、次第に地球資源の有限

性が明らかとなり、資源の循環を基礎とする持続的な社会のあり方が模索されるに至っている。 

地球資源の有限性は、２０世紀型技術文明の限界を示している。このため、今後においては、人間と自然

（環境）、人間と人間（国際化）、人間と過去（歴史・伝統・文化）といった三つの関係を重視していくことが必

要である。このように、従来のような進歩や発展といった価値観から調和と共存へ、物から心へ、健康やく

らしの心地よさ・美しさを優先する価値観や文明への世界的な転換が生じつつあるものと考えられる。 

人間の生命と健康は、食料によって支えられている。そして、この食料を産み出す農業生産は、土、水、生

物などの自然の有する再生産機能を基礎とする活動として、持続的な社会を築いていく上で基本となるべ

きものである。 

食と農に関わる活動、そして教育を通じて、人々が自然を慈しみ、食べ物を大切にし、人と自然の美しい関

わりに留意する感覚を回復し、「くらしといのち」の安全と安心を確立していくことが、これからは特に重要で

ある。  

  

４ 地球的規模の問題である人口・食料・環境・エネルギー  

２１世紀における地球社会の課題は、地球の有限性に由来する人口・食料・環境・エネルギー問題である。 

世界の人口については、現在の５８億人から 2010 年には６９億人、更に 2025 年には８０億人に増加するも

のと見通される。 

食料については、人口の増加や開発途上国を中心とする国々の食生活の向上により、その需要が大幅に

増大すると見通される。一方、生産面では過放牧、過耕作、塩類集積による土壌劣化、砂漠化等様々な不

安定要因があり、長期的には世界の食料需給がひっ迫する事態も想定しておく必要がある。 

環境については、地球的規模で問題が顕在化しつつあり、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨等が農

業生産に影響を与えることも懸念されている。 

エネルギーについては、経済発展や人口増加等により、今後とも大幅な需要の増大が見込まれ、中長期

的には需給がひっ迫する可能性もある。  

  

５ 我が国経済社会をめぐる将来展望 

(1) 人口構成 

我が国の人口は、微増傾向が続き、2007 年にはピークに達し緩やかな減少局面に入ると見込まれるもの

の、2010年においても現在を上回る１億2,760万人という膨大な人口が維持されると見通されている。上述

したような世界の食料需給の見通し等を踏まえると、輸入依存度の高い我が国における食料の安定供給

を確保することは、ますます重要な課題となるものと見込まれる。 

一方、少子化・高齢化が更に進行し、２１世紀初頭には他の先進国にも例をみない高齢化社会となるもの

と見通されており、このことが食料需要や労働力供給、農村地域の活力等に様々な影響を及ぼすことに留

意する必要がある。  



(2) 経済の動向 

高齢化の進行に伴う貯蓄率の低下、資本蓄積の伸びの低下等により、経済成長はより緩やかになるもの

と見込まれる。また、これに加えて、海外生産比率の上昇、製品輸入の増加等から、経常収支の黒字につ

いても減少が見込まれている。物価も総じて安定的に推移するものと見込まれている。 

このような経済社会の動向に対応した行財政の改革が進み、今後経済システムにおける自由度が拡大し

ていくものと考えられる。また、高度情報通信網の発達等により急速な情報化が進展するものと見込まれ

るとともに、生命科学等の進歩による独創的な技術開発が期待される。  

(3) 価値観の変化 

我が国の過去の高度経済成長の過程では、欧米諸国へのキャッチアップが目標とされてきたが、その過程

が終わり、我が国自らが経済社会のあり方を模索していかなければならない段階となっている。また、近年

では、効率性一辺倒の考え方による様々な歪みが認識される中で、物の豊かさよりも心の豊かさを求め、

充ち足りた生活や文化を優先するという価値観が強くなってきている。 

このような中で、所得の向上や生活の利便性だけでなく、心のゆとり、人々や自然との触れ合いといった価

値を求める傾向が強くなっており、このような価値観は、ますます強くなるものと考えられる。  

(4) 国際化 

経済社会活動のグローバル化が今後一層進展すると見込まれることから、問題解決に当たっては、単に

国内的視野でとらえるだけでなく、国際的な協調、地球的規模の課題への取組等につき、地球的視野から

検討していくことも必要となる。  

 

Ⅱ 食料・農業・農村の当面する諸課題  

 

世界及び我が国の経済社会が大きく変化していくことが展望される中で、我が国の食料・農業・農村は、次

のような諸課題に当面しており、２１世紀に向けてこれらの課題に適切に対処するため、政策の全般にわ

たって改革を進めていくことが必要である。   

（１）食料の安定供給の確保 

我が国においては、近年、所得水準の向上を背景に豊かな食生活が実現した反面、国内農業生産により

まかなわれる食料供給の割合（食料自給率）は低下し、平成７年度におけるカロリーベースでの自給率（供

給熱量自給率）は４２％、穀物自給率は３０％と、先進国の中では極めて低い水準となっている。 

このような中で、農地や担い手といった農業生産の基盤が弱まっている。すなわち、我が国の農地面積は

減少傾向が続き、耕作放棄地も増加している。また、担い手の減少や高齢化が進行している。 

このような状況の下で、将来にわたり国民に対する食料の安定供給を確保していくことが求められている。   

（２）消費者・国民のニーズへの対応 

消費者・国民は、価格が適正で、安全・良質・新鮮な食料の安定的な供給を求めている。特に、近年、国際

化の進展により農産物・食料の内外価格差の存在が強く認識され、その縮小が課題となっている。また、

一方で、食料の安全性、品質等に対する消費者・国民の関心が高まっている。さらに、適切な商品選択が

可能となるよう的確な情報の提供が求められている。このように、消費者・国民からは、食料供給について

量的な面ばかりでなく、質的な面での向上が求められている。 



今後、政策の全般にわたって、消費者・国民の視点に立ち、そのニーズに適切に対応していくことが必要で

ある。   

（３）食品産業の健全な発展 

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、食料供給の重要な担い手となっている。す

なわち、農産物・食料を国民の手元に円滑に届けるとともに、加工や外食のサービスを提供し、更には国

民のニーズを供給側に伝えたり、需要を開発するという役割を果たし、農業とともに「フードシステム」を形

成している。また、食品産業は、国産農産物の利用者でもある。 

一方で、その実態は、大規模事業者の全国展開等がみられるものの、依然として零細な経営が多く、また、

流通の合理化が立ち後れている。さらに、製品輸入の増大に伴い海外との競争が激化しているとともに、

いわゆる空洞化の動きもみられるに至っている。 

今後においては、このような問題に対処し、食品産業の健全な発展を図っていくことが求められている。   

（４）農業構造の変革と農業経営の安定 

食料の生産を担う農業者が自立した経営として発展し、農業が魅力的な産業となっていかなければならな

い。 

我が国の農業構造は、農地の貸借ばかりでなく、農作業受委託が進行する等により変化が生じてきている

ものの、土地利用型農業を中心に依然として零細経営が多くを占め、経営規模の拡大等経営体質の強化

が立ち後れている。 

このような中で、これまで農業生産を中心的に担ってきた「昭和一桁世代」がリタイアする時期が近づきつ

つある。このため、意欲と創意に満ちた担い手の新規参入を容易にする条件を整備するとともに、この大量

のリタイアを契機として、今後、地域による農業の立地条件の相違にも配慮しながら、農業構造の変革を進

めていくことが求められている。また、意欲ある農業者が将来に向けて効率的な経営体として発展していく

ことができるよう、農業経営の安定を図ることが必要である。   

（５）農村地域の振興・活性化と魅力ある「むらづくり」 

農村地域においては、農業者と農業者以外の住民との混住化が進展しており、農業生産の振興のみでは

なく、地域全体の振興・活性化を図るための新たな対応が必要となっている。 

農村地域においては、総じて人口の減少・高齢化や生活基盤の整備の立ち後れが見られる。特に、中山

間地域等においては、過疎化・高齢化が急速に進行し、耕作放棄地が増加しているなど、地域社会の維持

や国土・環境の保全等に支障が生じることが懸念されている。 

今後中山間地域等を含む農村地域について、食料供給、国土保全等の機能が適切に発揮されるよう、そ

の振興・活性化と魅力ある「むらづくり」を図っていくことが求められている。   

（６）農業と環境の調和 

農業は、本来環境と調和し得る産業であり、特に水田農業は高度の環境保全機能を有しているが、一方で

農業生産活動が環境に負荷を与えている側面もある。 

食料の安全性や環境問題に対する国民の関心が高まっている中で、農業について、今後その環境保全機

能が十全に発揮されるようにしていくとともに、環境に対する負荷の軽減を図っていくことが求められてい

る。    

（７）食料・農業分野における国際貢献 



世界では、現在でも８億４千万人の人々が栄養不足に苦しんでおり、これを早急に減少させ、飢餓・貧困問

題の解決に向けて努力することが国際的に重要な課題となっている。また、世界の食料需給を安定させる

努力を行うことは、我が国にとっても重要である。 

このような中で、我が国としても、食料・農業分野においてその経済力や国際的地位に応じた主体的・積極

的な国際貢献を行うことが求められている。  

（８）その他の食料・農業・農村をめぐる環境条件 

グローバル化が進展する中で、我が国の農業政策について、農業をめぐる諸条件の違いにも留意しつつ、

諸外国が実施している農業政策の動向や国際的な議論の潮流を十分踏まえた対応が必要となっている。 

また、厳しい財政事情の下で、食料・農業・農村政策に係る財政措置については、従来以上に効率的・重

点的に運用していくとともに、国民にわかりやすいものにしていくことが求められている。  

 

Ⅲ 食料・農業・農村政策の基本的考え方  

 

１ 国民の生命と健康を守る食料安全保障政策の確立  

（１）不安定化する世界の食料需給  

世界の食料需給は、次のような背景から、短期的な不安定さが増すとともに、中長期的にはひっ迫すること

もあると考えられる。  

ア 人口の急激な増加と所得の向上に伴う食生活の高度化により、食料需要は、開発途上国を中心に大

幅に増加する。  

イ 農用地の面的拡大の制約や環境問題の顕在化等農業生産の拡大を図る上で種々の制約要因が明ら

かになってきている。  

ウ 輸出国が特定の国に偏る傾向が強まるとともに、過去の過剰在庫に伴う財政負担や価格の低迷に苦

しんだ経験から、主要輸出国は在庫水準を圧縮させてきている。  

なお、食料需給が長期的にひっ迫するかどうかの見通しについては、不確定な要素が多いので、そのよう

な見通しを基に政策を議論することは合理的でないという意見もあった。  

   

（２）国民が必要とする食料の安定供給の確保  

国民は基本的には現在の量及び質の両面で豊かな食生活の維持を求めている。限られた国土資源の下

で、このような国民の期待に応えていくためには、国内農業生産、輸入及び備蓄を適切に組み合わせてい

くことが必要である。  

また、食料の安定供給に対する国民の信頼と安心感を確保し得るよう、世界の食料需給の動向、我が国

の農業生産、輸入及び備蓄の現状等について、国民に対して不断に情報を提供していくべきである。  

食料の安定供給の確保を図る上での国内農業生産の位置付けについては、次のような意見があり、前者

の意見が大勢を占めたが、後者のような意見もあった。  

 



〔国内農業生産を基本として位置付けるべきであるとの意見〕  

①我が国の食料自給率が現在既に先進国のうちでも極めて低い水準にある中で、輸入への依存度を更に

高めていくことは、我が国の食料供給構造の危うさを増すことにつながる。  

②それぞれの国が自国の農業資源を最大限に活用することは、資源の制約の強まる地球社会における各

国の責務である。経済力にまかせて我が国が食料輸入を拡大していくことは、開発途上国の食料調達を更

に困難にする。  

③農業は、食料供給という機能以外にも、国土・環境の保全等の公益的・多面的機能を有しており、これら

の機能が十全に発揮されるためにも国内農業生産が適切に維持されることが必要である。  

④食料輸出国において国内の供給不足が生じた場合や今後我が国の経常収支の黒字が減少した場合に

は、我が国の輸入が確保されるとは限らない。また、備蓄は、輸入の短期的な変動に備える措置としては

有効であるが、品質やコスト面からおのずと限界がある。  

〔国内農業生産と同様に輸入の役割も重要であるとの意見〕  

①現在の我が国の農産物は生産コストが高いため、国内農業生産を拡大した場合、国民負担が増大する。

国民の食生活に対する選択の結果として、今日の食料輸入の増加といった状況がある。  

②今後は国際協調の時代であるので、国内農業の競争力の強化を図りつつ、輸入先の多元化等食料外

交による輸入の確保に努めるべきである。  

（３）食料自給率の取扱い  

食料自給率を政策目標とすべきか否かについては、次の二つの意見があったが、この取扱いについては、

国民が求めている食料についての安心をどのように確保すべきかという観点に立って、引き続き検討を加

えるものとする。  

〔食料自給率を政策目標とすべきであるとの意見〕  

①我が国の食料自給率は、先進国の中でも極めて低いものとなっている。外国産より高くても、食料は生

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人が８割以上を占めるという世論調査の

結果も踏まえ、食料自給率の目標を明示し、その実現を図るべきである。  

②食料自給率は、実際に国民が消費している食料のうちどの程度を国内生産でまかなっているかを示す

わかりやすい指標であり、政策目標とすることについて国民合意を得やすい。  

〔食料自給率を政策目標とすべきでないとの意見〕  

①食料自給率の低下に大きな影響を及ぼしてきたのは、米の消費の減少、輸入飼料に頼らざるを得ない

畜産物や輸入原料に頼らざるを得ない油脂の消費の増加である。食料自給率を政策目標として設定しそ

の達成を図るためには、行政が国民の食生活に積極的に介入し、国民の消費行動をコントロールする必

要があるが、それは困難である。  

②食料自給率は、食生活の内容次第で大きく変わるものであるので、国内生産力を示す客観的な指標で

はない。国民に安心感をもたらすためには、むしろ食料供給力の維持が重要であり、そのための政策体系

を今日的視点に立って構築していくべきである。  

（４）食料供給力の維持・確保  

中長期的な世界の食料需給の動向等を考慮すると、国民が安心して暮らすことができるようにするために

は、食料需給がひっ迫して我が国への安定した輸入が困難となる等の事態が生じても、最低限必要な栄

養を国内で供給できるような生産の基盤が確保されていることが必要である。  

 



食料供給力は、このような生産の基盤に支えられており、優良農地の確保・整備、農業水利システムの維

持管理、担い手の確保、農業技術の開発・普及等により維持されるものである。  

特に、農地は、農業生産にとって最も基礎的な資源であり、かつ、いったん毀損された場合、その回復には

非常な困難を伴うことから、良好な状態で確保していくことが必要である。このため、国民にとって最低限必

要な栄養水準を検証し、これに必要な農地総量を明確化すべきである。  

また、安定した輸入が困難となる等の事態に対処し、最低限必要な栄養水準の確保を優先した農業生産

への迅速かつ的確な転換や、国民に対する適正な価格での公平な供給が円滑に行われるようにするため、

あらかじめその体制について検討しておくべきである。  

（５）安全・良質な食料の供給と的確な情報提供  

国民は食料について、量の確保とともに、安全性、品質、鮮度といった質の面を含めた安定的な供給を求

めている。  

このため、国民のニーズが供給側に的確に伝わるようフードシステムの一層の整備を図るとともに、供給

側の各段階において、より安全で良質な食料を供給するための一層の努力を行うべきである。  

また、国民は自らの判断に従って適切な商品選択ができるよう、的確な情報の提供を求めている。このた

め、規格・表示等の情報提供のあり方について見直しを行う必要がある。  

なお、食料の相当部分が廃棄されその割合が高まる傾向にあること、栄養バランスが崩れてきていること

等の問題があることを踏まえ、国民に対して食生活に関する啓発に努めていくことが必要である。  

（６）食料供給の担い手としての食品産業の発展  

食料の加工、流通、外食等のサービスを提供する食品産業は、国民への食料の安定供給や豊かな食生

活を支えるという点で、農業とともに重要な役割を担っている。また、国民の飲食費支出のうち食品産業に

帰属するものが８割近くを占めるに至っていることから、食料を国民に適正な価格で供給するため、食品産

業において一層の合理化・効率化を行うことが求められる。  

このような視点に立って、今後は食品産業について、技術開発の促進を図りながら、国際化、情報化、国民

意識の変化、環境問題への関心の高まり等に的確に対応し、その健全な発展を図っていくことが必要であ

る。  

また、国産農産物にとって食品産業が利用者となっていることから、原料農産物の内外価格差の縮小を図

るとともに、食品産業向けの生産体制を整備することにより、国産原料を適正な価格で、品質面を含め安

定的に供給することに努めていくべきである。この場合、農業構造の改善による生産性の向上を基本とし、

内外価格差縮小の努力を踏まえつつ、農業者の経営の安定を図るための施策につき検討する必要がある。 

 

２ 次世代に向けた農業構造の変革 

（１）農業構造の変革と生産性の向上 

ア 我が国の農業をこれまで中心的に担ってきた「昭和一桁世代」がリタイアする時期が近づきつつある。

これを契機として、自立の精神と優れた経営感覚を持った効率的な経営体が地域農業の中心を担うことと

なるよう農業構造の変革を加速すべきである。  

イ 「生産者から経営者へ」という意識の下、農村には新しい活力が芽生えてきている。 

このような中で、効率的な経営体を広範に育成していくため、対象となるべき農業者を明確化して、施策を

集中することが必要である。 

これによって、農業経営の規模拡大等経営体質の強化を図り、生産性の向上を促進していくべきである。



同時に、経営の複合化や高収益作物の導入、高付加価値化、多角化等により、自立的な農業経営の確立

を目指すことが求められる。 

特に農地の流動化に関しては、農地の貸借や農作業の受委託を加速させ、農地の利用集積を進めていく

必要がある。この場合、施策を集中する農業者が、農地の提供を行う周囲の小規模な経営を含めた地域

社会全体と融和し得るよう配慮すべきである。 

また、平地地域において大区画のほ場整備を集中的に実施する等農業生産基盤の整備を効率的な農業

生産体制の実現と結び付けつつ一層重点化していく必要がある。技術開発についても、農業構造の変化

や生産現場のニーズに迅速に対応し、生産コストの低減、高付加価値化に重点を置いていくことが必要で

ある。  

（２）意欲ある多彩な担い手の確保・育成 

ア 次代の食料生産を担う意欲ある農業者を確保・育成していくためには、農業者の子弟を含む若い世代

が農業に魅力を感じ、生き甲斐を持って取り組むことができるような条件を整備していくことが重要である。 

今後の農業経営においては、これまで以上に大規模な投資や様々な分野のノウハウが必要となり、また、

企画・マーケッティングをはじめとする経営管理能力の向上が求められることから、経営内容の質的向上の

手段として、農業経営の法人化を一層推進すべきである。 

また、意欲と創意に満ちた担い手を確保していくため、農業外部からの新規参入を進めることが必要であ

るが、農業経営の法人化は、このような農業外部からの就農を希望する者の受け皿としても有効である。 

このほか、地域の実情に応じ、農作業の受委託を行うサービス事業体や第３セクター等多彩な組織の育成

を図っていくべきである。  

イ 農業就業人口の約６割を占める女性は、農業生産活動のみならず、加工、流通、サービス等の分野に

おいても重要な役割を果たしており、地域社会の活性化に大きく貢献している。このため、農村における男

女共同参画社会の形成の観点から、家族経営協定の活用等により、農業経営者としての女性の地位の向

上と明確化を図っていく必要がある。 

また、高齢者も担い手としてとらえ、各種の施策を講ずるとともに、その経験や知恵を活かして、都市との

交流等の地域の活動にも積極的に参画できるようにしていく必要がある。 

さらに、都市近郊においては、都市の需要を背景に、付加価値の高い農業が一層展開されることとなるよう、

担い手の育成を図っていくことが求められる。 

なお、多様な教育の機会等を通じ、若い世代の農業についての理解を深めていくことも重要である。  

（３）農地制度のあり方 

ア 我が国の農地面積は、宅地への転用等により減少を続けているが、将来にわたって優良農地を確保し

ていくことが必要である。このため、農地に関する適切な土地利用規制を行うことに加え、農地は単なる資

産ではなく、公共性の高い財であるとの認識の徹底を図るべきである。  

イ 土地利用型農業において株式会社の農地の権利取得を認めるか否かについては、次のように意見が

分かれたが、将来の農業構造を展望しつつ、農業生産法人制度のあり方について考える中で、農地の投

機的取得の防止方策等の議論をも踏まえながら、引き続き検討を加えるものとする。  

〔株式会社の農地の権利取得を認めるべきであるとの意見〕 

①農業以外の分野から、情報力や技術開発力、マーケッティング・ノウハウなど様々な経営能力を有する

株式会社が農業に参入することにより、農業全体が活性化する。 

②農業外部からの参入だけでなく、むしろ現在の農業生産法人が発展した形態として株式会社となる場合



もあるものと考えられる。株式会社となることにより、規模拡大や加工・流通分野への進出のための資金調

達等が容易となる。 

③現在既に畜産・施設園芸部門における生産では株式会社を含めた法人経営が重要な地位を占めており、

生産コストの低減等を通じて国民生活に寄与している。土地利用型農業においてのみ株式会社の参入を

認めないのはおかしい。 

④土地利用制度の充実や農地転用規制の強化等の措置を講ずることによって、農地の投機的取得や無

秩序な転用を防止することが基本であり、参入規制を行うことは適当ではない。  

〔株式会社の農地の権利取得を認めるべきでないとの意見〕 

①現在の我が国の土地利用をめぐる状況の下では、不耕作や転用を目的とする投機的な農地の取得を完

全に排除することはできず、無秩序な農地転用につながりかねない。 

②土地利用型農業の収益性を踏まえると、資本の集合体である株式会社制度では、利益が出ないような

場合には事業から撤退し、農地が荒廃するおそれがある。 

③農業は水管理、土地利用等の面で地域の農業者の集団的な活動により成り立っているものであるが、

株式会社の参入はこのような地域社会のつながりを乱すおそれがある。 

④自然を相手にする農業の担い手は家族経営が基本であり、今後においても家族経営を中心にするとい

う基本を崩すべきではない。  

 

３ 市場原理の活用と経営の安定 

（１）価格政策における市場原理の一層の活用 

農産物のうち国民生活の安定を図る上で特に重要な品目については、価格安定のための措置が講じられ

てきており、このような農産物価格政策は、国民の家計を安定させ、農業経営の安定を図る上で大きな役

割を果たしてきている。 

このような価格政策については、 

 ア 需要の動向が生産者に的確に伝わりにくい 

 イ 零細経営を含むすべての農業者に効果が及ぶため、農業構造の改善につながらない面がある 

 ウ 内外価格差の是正につながらず、また、それが製品・半製品の輸入の増加や食品産業の空洞化 

    をもたらし、結果として国産農産物の需要の減少を招いている 

等の問題が指摘されている。 

このような問題に対処して、近年価格政策において市場原理の活用が図られてきたところである。今後とも

国民生活と農業経営の安定を図るという価格政策が果たしている機能は重要であるが、上記のような問題

の解消を図り、経営感覚に優れた意欲ある農業者を育成するため、需要の動向や品質に対する市場の評

価が生産現場に迅速かつ的確に伝わるようにしていくべきである。 

このため、育成すべき農業者の経営が発展していくことにも留意しながら、価格が農産物の需給状況や国

民のニーズを適切に反映するシグナルとしての機能を十分発揮し得るようにしていくことが必要である。 

米については、既に、民間流通を主体として市場原理に基づく価格形成が行われるよう制度が整備された

が、価格政策の対象となっている他の作目についても、市場の動向を反映し国民にわかりやすい価格形成

が行われるよう、制度や運用の見直しを行っていくことが必要である。  

（２）意欲ある農業者に対する経営安定対策のあり方 

価格形成について市場原理を一層活用することは、経営感覚に優れた農業者の育成に資するものである

が、需給事情等による価格の変動幅を大きくすることとなる。価格が大幅に低落するような場合には、零細



で自給的又は農業への依存度の低い経営よりも、むしろ大規模な経営等意欲ある農業者の経営が大きな

打撃を受けることとなる。 

このような事態が生じたのでは、意欲ある農業者の育成に支障が生じることとなるため、こうした農業者の

経営の安定を図ることが必要である。このため、作目別の生産・流通事情等に応じて、経営安定のための

措置の導入を検討すべきである。 

また、中長期的には、個々の作目ごとではなく、農業経営全体をとらえた経営安定対策の導入につき、検

討を行っていくべきである。  

（３）米政策のあり方 

稲作は我が国農業の基幹的部門であり、水田は米の生産基盤であると同時に、国土・環境の保全、水資

源のかん養等公益的な機能を果たす社会的な装置である。 

米の生産力が需要を大きく上回り、また需要が引き続き減少傾向と見通される現状からは、価格の安定を

図るため、水田の生産力を維持しつつ、米の生産調整を当面実施していくことが必要である。米の需給バ

ランスが崩れた場合価格が低落することとなることから、生産者・生産者団体は自らの問題として対応し、

行政はこれを支援することとすべきである。 

また、米の過剰基調とその他の作物の自給率の低さが同時並行的に存在する状況の下で、米から他作物

への転換を進めるに当たっては、各地域において、適地適作の観点を踏まえ、望ましい農業の姿を考えな

がら、地域農業のあり方を積極的に再構築していくべきである。 

食糧法に基づく民間流通を主体とした米管理の下では、政府米の役割は供給不足の場合に備えた備蓄に

限定されているため、政府米については、その目的に照らし、過剰・不足を来すことのないような弾力的な

買入れ・売渡しを行うことが必要である。 

また、米の価格が大幅に低下した場合に意欲ある農業者が大きな打撃を受ける事態を防止するため、（１）

及び（２）で述べた政策方向に沿って、農業者の参加と一定の負担の下に経営の安定を図るための措置を

講ずることが必要である。  

（４）農産物についての内外価格差の縮小 

我が国の農産物価格は、国土の狭小さ、農業経営の零細性、高地価、割高な人件費・資材費等から、諸

外国と比べて生産コストが高くならざるを得ない面がある。しかしながら、円高の進行等に伴う内外価格差

の拡大により、食料の製品・半製品の輸入の増大や食品産業の海外進出に伴う空洞化が生じ、結果として

国産農産物の販路を狭めてきたという問題がある。 

このような問題に対処するため、価格政策の対象となっている米以外の農産物についても、農業構造の改

善による生産性の向上を基本とし、（１）及び（２）で述べた政策方向に沿って、意欲ある農業者の経営の安

定を図りつつ、内外価格差の縮小に努めることにより、食品産業への供給を含め国産農産物の販路の拡

大を図ることが必要である。 

４ 中山間地域等の振興 

規模拡大等を通じた効率的な経営の育成は、農地が平坦で、かつ、比較的まとまって存在している平地地

域等においては実現しやすいものと考えられるが、中山間地域等においては、傾斜地が多い上に農地も

狭小で分散していること等から、規模拡大による生産性の向上には限界がある。しかしながら中山間地域

等は、食料の供給に加え、国土・環境の保全、水資源のかん養等重要な役割を果たしていることから、そ

の農業を維持発展させていくため、平地地域とは異なった観点からの施策の検討を行う必要がある。  

（１）立地条件を活かした特色ある農林業の展開 



中山間地域等においては、多様な立地条件を活かした特色ある農業を展開するため、多品目少量生産の

展開や特産物の導入などにより、付加価値の高い農業生産を目指すことが必要である。また、加工・流通

分野、グリーンツーリズム、都市と農村の交流等農業以外の分野を含めた多彩で複合的な活動を展開す

ることが求められる。 

これらの活動については、農業者の自発的な創意工夫に加え、市町村や農業団体による地域全体の方向

付けや支援体制の整備が重要となる場合も多いことを踏まえ、その促進を図っていくことが必要である。  

（２）食料供給、国土保全等の観点からの施策のあり方 

ア 地域の立地条件を活かした特色ある農業の展開については、従来から各地域において取り組まれ、ま

た、政策的にも多様な手法によりこれを支援してきたところであるが、近年、中山間地域等の条件不利地

域においては、過疎化・高齢化の進行等により担い手自体の確保が困難となるとともに、集落機能が低下

しつつあり、農業生産や地域社会をどのように維持していくかが重要な問題となっている。  

イ このような状況は、特に耕作放棄地の増加にみられるように地域資源の維持・管理が困難となるという

形で現れてきており、現状のままで推移すると、食料を供給し、国土・環境を保全する等の農業・農村の持

つ機能が低下していくおそれが強い。 

 このため、中山間地域等の条件不利地域について、これらの機能が低下することのないよう、公的な支

援策を講ずることが必要である。  

ウ 食料供給、国土保全等の機能を維持するための新たな施策として、中山間地域等の条件不利地域に

おける農業生産活動を維持するため、農業者の収入機会を確保することについての必要性が高まってい

るが、このような施策として、ＥＵで実施されている条件不利地域対策のような直接所得補償措置を導入す

ることについては、次のような二つの意見に分かれていることから、引き続き検討を加えるものとする。  

〔直接所得補償措置の導入に積極的な意見〕 

①中山間地域等は、傾斜地が多い上に農地も狭小で分散している等農業生産条件の面で平地地域と比

較して不利な面を多く抱えていることから、適切な農業生産活動を維持するため、これを補うことが必要で

ある。 

②中山間地域等においては、そこで営まれる適切な農業生産活動を通じて、国土・環境の保全、水資源の

かん養等の経済外的な価値が生み出されている。これは広く国民が享受するものであることから、そのよう

な貢献を行う農業者に対して支援すること  が必要である。 

③農業の収益性が低く、兼業機会にも恵まれない中山間地域等の地域社会を維持していくためには、産

業の振興、生活環境の整備だけでは限界があるので、定住を確保する観点からより直接的な所得確保に

資する措置が必要である。  

〔直接所得補償措置の導入に消極的な意見〕 

①ヨーロッパにおいては既に規模拡大が相当進んでおり、日本とは条件が異なる。ＥＵ型の直接所得補償

措置をそのまま導入することは、零細な農業構造を温存することや農業者の生産意欲を失わせることにつ

ながるので、そのような問題の生じない施策でなければならない。 

②多様な住民から成る地域社会で農業者のみに助成することについては、地域住民が納得できるような合

理的な理由が必要であり、それなしには国民の理解を得ることが難しい。 

③作目や土地利用の点で平地地域と中山間地域の間にヨーロッパほど大きな違いが存在しない我が国に

おいては、助成の対象地域、対象者の範囲等を明確にしなければ国民の理解は得難い。  

 



５ 農村地域の活力の増進 

（１）農村の公益的・多面的機能の発揮 

農村は、食料供給の場、農業者以外の地域住民を含めた多数の国民の居住の場であるとともに、適切な

農林業生産活動を通じて、国土・環境の保全、水資源のかん養、自然・景観の提供等の公益的な機能が

発揮される場でもある。また、国民の価値観の多様化を背景に、地域特有の文化や伝統をはぐくむ場、青

少年の自然との触れ合いによる教育の場、更には良好な余暇・生活空間としての期待が近年高まっている。 

このような公益的・多面的機能は、広く国民が享受するものであり、美しい農村空間は国民共有の財産、心

のよりどころとして位置付けられる。ＵＮＥＳＣＯ（国連教育科学文化機関）の世界遺産条約に見られるよう

に、美しい農村や自然は、世界共通の価値あるものとして保全・保護されるべき時代となっている。  

（２）農村地域の活性化と魅力ある「むらづくり」 

今後農村地域の活性化を図っていくためには、地域の置かれた諸条件を踏まえ、多様な産業活動による

経済的な活力の向上と、地域の風土的・文化的個性や独自性を活かした魅力ある「むらづくり」等快適な居

住環境の整備を総合的に進めることが重要である。このため、農林業を含む多様な産業の振興、立ち後れ

ている生活環境整備の促進が必要である。また、今後一層の進展が見込まれる高度情報通信技術の生

産・生活面での活用及びそのための条件整備、高齢者の生きがいの場づくり等を推進していくことが必要

である。 

この場合、アクセス条件の改善等により生活圏域が広がりつつあることから、中小都市と周辺農村の連携

や機能分担を図りながら、圏域全体として発展していくことが重要である。また、「計画なければ開発なし」

との理念を踏まえ、優良農地の確保、良好な居住環境の整備を念頭に置きながら、総合的・計画的な土地

利用を図っていくことが重要である。 

さらに、自然景観や保健休養についての都市住民の農村に対する期待に応えるとともに、農村地域の活

性化を図る観点から、農村住民と都市住民の交流を促進するための条件整備を進めるとともに、農村の地

域資源の管理について都市住民の参加も助長していくべきである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 環境と調和する持続的な生産の推進 

（１）農業の公益的機能の発揮 

農業は、土、水、生物などの物質循環の上に成り立っており、環境と最も調和し得る産業である。この物質

循環が国土の広範な面積において行われることにより、農業は洪水、土砂崩れ及び土壌の流亡を防ぎ、

水資源をかん養する等国土や環境を保全する機能を果たしている。特に我が国農業の基幹的部門である

水田農業は、大量の水を貯留し、地下水脈を形成する等治水・利水上大きな役割を果たしている。 

このような農業の有する国土・環境保全等の機能について、適正に評価し国民の理解を求めていくとともに、

政策の構築に当たって、これを十分踏まえたものとすることが必要である。  

（２）環境に対する負荷の軽減 

農業生産活動には、環境に対して負荷を加えている面もある。化学肥料や農薬の不適切な使用や家畜ふ

ん尿の不適切な処理によって、農業用水の汚濁、河川・湖沼の富栄養化、地下水の汚染が生じている事

例もみられる。 

食料の安全性や環境問題への国民の関心が高まる中で、環境と調和し持続的な生産が可能であるという

農業本来の特質が一層発揮されるようにするため、化学肥料・農薬の使用量の削減等により、我が国農業

全体を環境への負荷軽減に配慮した持続的な農業（環境保全型農業）へと移行させていくことが必要であ

る。また、我が国の自然立地条件に適合した農業と環境の調和を図るための技術開発についても、積極的

に推進すべきである。 

さらに、家畜ふん尿、食品残さ等については、資源のリサイクル促進の観点から、堆肥化の促進と農業上

の利用を図っていくことが求められる。加えて、我が国の資源を有効かつ循環的に利用する観点から、畜

産において、草地資源の活用等により飼料の国内生産を拡大していくべきである。  

７ 食料・農業分野における主体的・積極的な国際貢献 

昨年１１月の「世界食料サミット」においては、世界の食料安全保障の達成と２０１５年までの栄養不足人口

の半減等を目指すことが宣言され、我が国も経済力や国際的地位に応じた主体的・積極的な国際貢献を

行っていくことが求められている。このような国際貢献は、世界の食料の安定的確保・供給のみならず、我

が国自身の食料安全保障にもつながるものである。 

このため、食料・農業分野における国際貢献の重要性を明確に位置付けた上で、開発途上国の持続的な

農業生産の拡大や栄養不足人口の解消に向けて、技術協力、資金協力及び食糧援助を積極的に推進し

ていくべきである。 

その中で、食糧援助に関しては、世界全体の援助実績がピーク時に比べ半減しており、援助ニーズとのギ

ャップが拡大する傾向にあること等を踏まえ、これを拡充することにつき検討する必要がある。  

 

 

 


