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１．食料部会におけるこれまでの議論の概要  
○世界の食料需給について（第２回部会）  

項目 主な意見 
(1) 短期的な需給変動の可能性 

 

(2) 中長期的な食料需給の見通し 

 

 

 

 

 

(3) 遺伝子組換え作物問題 

・世界の食料需給は、農産物貿易の特殊性から、そもそも不安定な側面が強いが、今後は生産構造、貿易構
造がより不安定な方向に変化するとみられることから、短期的な不安定性が増大すると見込まれる。 
 

・食料需要は開発途上国を中心に大幅に増加すると見込まれる一方、世界の農業生産については、農用地の
面的拡大の制約や環境問題の顕在化等、生産拡大を図る上での種々の制約要因が明らかになっていることか
ら、世界の食料需給は、中長期的には、今後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
れる。 
・問題がより明確に現れてくると考えられるもっと先（例えば 2020 年とか 2030 年）の世界の食料需給まで
見通すべきである。 
・世界の農業開発可能地、新技術開発による単収向上の可能性、米国の生産力の見通し等各種要因をさらに
十分検討して見通すべきである。 
・超長期的見通しについては未だ不確定な要素も多いので、そのような前提で政策を議論することは合理的
でない。 
 

・遺伝子組換え技術の開発については反対しないものの、実用化には時期尚早である。 
・遺伝子組換えによって安い農産物が輸入され我が国の食料自給率が低下することが懸念される。 
・今後の世界の食料需給を考えれば遺伝子組換えは必要であり、研究には前向きに取り組むべきである。 
・安全性が確保されるなら導入すればよい。 

○我が国の食料安全保障のあり方について（第３回部会）  

項目 主な意見 
(1)総論 

 

 

 

・国がいかなる場合においても国民が必要とする食料の安定供給を確保し、国民の生命と健康を守るという
食料安全保障の考え方は必要である。 
・食料安全保障問題への対応を考える際には、国際的にも通用する政策内容かどうか、それに要するコスト
の負担について国民的な合意が得られるか等について十分配慮する必要がある。 

 
 



(2)短期的な需給変動への対応 

 

 

 

 
(3)長期的・構造的需給ひっ迫への
対応 

  

 

 
(4)食料自給率 

 

 
 

(5)食生活 

・現在のような豊かな食生活を前提とした短期的な需給変動への対応としては、国内農業生産と輸入、備蓄
の適切な組み合わせが必要である。 
・組み合わせの中でも、特に、国内農業生産を可能な限り維持・拡大すべきである。 
・国際協調の時代への移行を踏まえ、食料外交を展開することによる輸入の安定確保と備蓄体制の整備に努
めることで対応可能である。 
・短期的な需給変動への対応としての備蓄は重要である。 
・備蓄については、品目、水準、場所やコストについて十分検討する必要がある。 
 

・いかなる不測の事態が生じても最低限必要な栄養水準は国内で供給できるような国内での食料供給力を確
保する必要があり、そのために一定の農地や担い手の確保等が必要である。 
・有事の際の食料確保は国家が行う危機管理対策の一環として位置づけ、必要最低限の食料を確保する対策
を検討すべきであるが、超長期的な見通しに基づく食料危機への対応については、見通し自体に不確定な要
素も多いので、平時より農業技術開発と海外移転、産業としての農業確立のための各種農業施策や優良農地
の確保等を講じることを基本として、状況が著しく変化した場合に改めて対応策を検討すべき。 

 
・現在の 42％という水準では安心とは言えないので目標を示すべきである。 
・食料自給率は高い方がいいということについては誰しも異論はないと思うが、向上のためには食生活の誘
導が不可欠となり、実際上困難であるので、食料自給率の目標の設定には賛成できない。 
・農家自身が農地を守ったり、農地を有効に利用するという努力をしないと自給率向上の主張も説得力をも
たない。 

 
・需要面についてある程度誘導すべきである。 
・国が政策として食料消費をコントロールするには限界がある。 

○食料・農業分野において国際的に果たすべき役割について（第４回部会） 

項目 主な意見 
(1)我が国が食料・農業分野におい
て国際的に果たすべき役割 

・我が国が食料・農業分野において国際的に果たすべき役割の重要性の位置づけを明確にした上で、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や資金協力、食糧援助を積極的に推
進していく必要がある。 
・食糧援助に関しては、備蓄米の活用方策を検討する等、その拡充につき検討する必要がある。 
・国際協力を行う場合、国際的に優位なものを提供するのでなくては理屈に合わず、そういう意味では、例
えば、世界一価格が高い我が国の備蓄米を食糧援助に回すのは非効率であり、また、援助のために備蓄米が
必要であるという議論になりかねない。 



・今までの我が国の ODA の効果を適切に検証し、国民に知らせることが必要である。 
・食糧援助は被援助国の食文化についても配慮する必要がある。   
・世界各国から食料を輸入しなければならない我が国にとって、国際協力によって開発途上国の自給率を上
げることは我が国のためにもなることを国民に知らせるべきである。 

○食品産業政策のあり方について（第５回部会） 

項目 主な意見 
(1) 食品産業の位置づけ 
 
 
 
 
 

(2) 原料調達問題 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(3)合理化・効率化、体質強化等 
 
 
 
 
 
 

・食品産業は、国民経済的にみても重要な位置づけを有しているが、食料政策上も、消費者への食料の安定
供給や豊かな食生活を支えるという点で、国内農業と並ぶ重要な役割を有しており、また国産農産物の重要
な販路ともなっているということを踏まえ、今後は、食品産業の健全な発展を図るという視点を明確にして
いく必要がある。 
 

・原料調達問題は、企業存立の根幹をなす課題であり、国内産・輸入原料の量的・品質的・価格的に安定し
た供給が必要である。その改善が図られない場合には食品製造業の空洞化が進むおそれがある。 
・具体的な対策としては、短期的には、農産物の行政価格を引き下げるとともに、国境措置を見直し、中長
期的な課題としては、現行の価格支持制度を原則的に廃止し、直接所得補償制度を導入することを検討すべ
きである。 
・加工原料向けの育種、栽培技術の開発、生産・流通体制の整備等が必要である。 
・価格を引き下げると国内農業に与える影響が大きい。 
・価格引下げには限界がある。また、行政価格には価格の乱高下を防ぐ機能もあるので、一般論ではなく、
品目ごとに検討すべきである。 
・直接所得補償、収入保険の導入については、対象や水準について国民の理解等を踏まえながら慎重に検討
すべきである。 
・直接所得補償は、価格支持制度と異なり利用しない人も含めた国民全体で負担することになることも踏ま
えて価格政策のあり方を検討すべきである。 
 

・食料を消費者に適正な価格で供給するという観点からは、農業に限らず食品産業においてもそのウエイト
の大きさを踏まえた合理化・効率化が必要であり、また、その体質強化も急がれる。 
・食品産業は国民の健康と食文化を担っているという責任があるということを自覚し、単に消費者の嗜好に
対応するのでなく、鮮度の良いものや安全性の高い食品を供給すべきである。 
・食品産業にとって技術開発は重要な課題であり、公的試験研究体制について、食品加工のための技術開発
をさらに強化する必要がある。 
・情報化や安全性は重要な問題であるので国の関与が必要であり、その支援は関係省庁が協力して行うべき
である。 



 
 
 
 
 
(4)環境問題 
 
 
 
 
(5)卸売市場 

・食品産業対策として実施しているものの中には役割を終えたものも多いのではないか。今後は重点化すべ
きであり、その場合のポイントは価格、安全性（品質）、リサイクルである。 
 
 
・環境への負荷の軽減を図るため、食品産業においても、廃棄物の減量化、リサイクルを一層推進する必要
がある。 
・食品産業が排出する有機廃棄物については、コンポスト化を検討すべきである。 
 
 
・卸売市場は、非常に重要なものであるが、消費や小売が大きく変わってきている中で、そのあり方も変わ
っていく必要があり、大口需要の増大に伴う安定取引の要請に対する取組み、取引慣行の改善、情報発信機
能の強化等の課題について検討する必要がある。 
・卸売市場をめぐる情勢は大きく変化しており、現在の法制度の枠では律することができなくなっているの
で、市場の改革は緊急の課題として対応すべきである。 

○消費者関連施策のあり方について（第６回部会） 

項目 主な意見 
(1)総論 

 
(2)食品の規格･表示 

 

 

 

 

 

 
 
 

・国民は暮らしと生命について安心を求めており、これを国の基本政策に据えるべきである。 

 
・色々な法律に基づくものがあり、消費者にとってわかりにくいので、統一ということについても検討すべ
きである。 
・食品の表示等については、国際規格化が進む中で、国ごとに食習慣が異なることに留意すべきである。 
・食品の規格・表示についての国の関与は、認証機関の審査、基準づくりにとどめるべきである。 
・食品の規格・表示については、業界にまかせるのが理想であるが、現実には国の関与が必要である。 
・食品は健康に直接影響するので、国が関与する必要がある。 
・JAS 規格については、弾力的運用、見直し、整理・統合が必要である。 
・加工品についても原産国表示を進めるべきである。 
・原産地や有機農産物の表示については、我が国には審査・認証機関がないことから、野放しになっている
印象がある。輸入品に対抗する上でもしっかりしたシステムを作るべきである。 
・財政事情が厳しくなってきている中で、国の関与は極力限定すべきであり、基本的には消費者の自己責任
に委ねるべきである。 
 
 
 



(3)食品の安全性 

 

 

 

(4)食生活 

・対策の一層の徹底が必要である。 
・国際整合化という名の下にずるずると国際化、規制緩和が進むことは問題であるので、何らかの目標が必
要である。 
・食品の安全性については、残留農薬等について情報提供がなされるべきであり、また、消費者の参加、合
意が重要である。 

 

・我が国の食生活に関しては無駄が多く、栄養バランスの面でも問題が生じる可能性があるので、見直しが
必要である。 
・健康に直結する問題であるので、国が啓発・普及する必要がある。 
・日本型食生活の啓発・普及をもっと進めるべきである。 
・食べるということは動物や植物の命をいただくことであるので、感謝して食べるべきであり、そのような
教育が必要である。 
・土に親しむことを含め、子供に対する食教育は非常に重要である。 
・国民の食生活にまで国が関与するのは適当でない。 
・各農畜産物ごとに行われている消費拡大事業については、日本型食生活指針に沿って行われるべきである。 
 

 



２．食料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．我が国の食料政策（食

料安全保障）についての基

本的考え方 

・消費者・実需者のニーズに合致した、良

質・安全な食料を合理的な価格で安定的に

供給できる条件を整備することは、国民的

な課題であり、この条件整備こそ政府が担

うべき基本的な役割。 

・食料の安定供給のためには、国内生産の

重要性に加え、輸入の役割も正当に評価

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

することが必要。 

・食料は人間の生存に不可欠であり、市場

原理を活用していくにしても、一般の財・

サービスとは異なった視点が必要。 

・世界の食料需給や環境的制約から、食料

はできるかぎり国内で作る方がよいとい

う強い国民世論を踏まえ、米をはじめ主要

な農畜産物の基礎的な食料については、国

内生産を基本とすべき。  

・持続的な国内生産を基礎として、安全な

食料を安定的に確保し供給することが、国

民の期待に応えるとともに、先進国の責

務。 

・農地をはじめとする生産基盤を確保しな

がら、多様な担い手が持てる力を発揮する

ことにより、国内資源を有効かつ適切に活

用し、我が国の農業を持続的に発展させて

いくことが必要。  

・将来予想される地球規模の食料問題

が現実のものとなった場合、カロリー

自給率が先進国の中で最も低く、世界

最大の食料純輸入国である我が国は深

刻な影響。 

・自由貿易による国際的な相互依存関

係に全面的に依拠して国民食料の安定

的確保を図ることには大きな不安。 

・このため、国内の農業生産体制を強

化し、食料自給力の向上に努めること

を基本に食料安全保障を確保すること

は、国家としての重要な責務。 

・食料の基本政策において、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（農

地・水・人材・技術）の維持、安定的

な輸入の確保、備蓄の組合せにより食

料の安全保障を確保することを明らか

にすることが必要。 

 
 
 



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） 

２．我が国の食料安全保障

の具体的あり方 

・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

た対策の吟味が必要。       

①局地的天候不順等の短期的な食料危機

に対しては、備蓄体制の整備、多角的な輸

入先の確保、食料輸出国との良好な関係維

持等が必要。   

②戦争等の継続的な食料危機に対しては、

有事における総合的危機管理政策の確立

（有事における土地利用計画の制定、食料

の供給・流通体制の整備等）が必要。 

③世界の食料需給の逼迫等の超長期的な

食料危機については、見通しの想定が現実

的かどうか疑問なしとせず。平時より、農

業技術開発と発展途上国への移転、産業と

しての農業確立のための各種農業政策や

優良農地の確保等に努めることを基本と

すべき。 

・悲観的な見通しに基づいた議論を中心に

捉えることは合理的でなく、今後、世界の

食料需給や我が国経済の著しい変化が予

見されることとなれば、その段階で再度検

討すべき。  

・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

た対策の吟味が必要。       

①局地的天候不順等の短期的な食料危機

に対しては、備蓄体制の整備、多角的な輸

入先の確保、食料輸出国との良好な関係維

持等が必要。   

②戦争等の継続的な食料危機に対しては、

有事における総合的危機管理政策の確立

（有事における土地利用計画の制定、食料

の供給・流通体制の整備等）が必要。 

③世界の食料需給の逼迫等の超長期的な

食料危機については、見通しの想定が現実

的かどうか疑問なしとせず。平時より、農

業技術開発と発展途上国への移転、産業と

しての農業確立のための各種農業政策や

優良農地の確保等に努めることを基本と

すべき。 

・悲観的な見通しに基づいた議論を中心に

捉えることは合理的でなく、今後、世界の

食料需給や我が国経済の著しい変化が予

見されることとなれば、その段階で再度検

討すべき。  

・国としての「食料安全保障計画」を

策定し、短期的な需給変動への対応と、

将来の地球規模における食料需給の見

通しに対応した長期的な対応の２つの

視点から、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。 

①短期的な視点からは主要農産物の国

内生産量の維持・増大を基本に、安定

的な輸入の確保、計画的な備蓄が必要。 

②長期的な視点からは、農業諸資源・

担い手の確保、技術水準の維持・向上、

主要農産物の国内生産量の目標設定な

ど食料供給力の確保に向けた方策のほ

か、食料や飼料の輸入が途絶するなど

の非常時においても最低限必要な栄養

水準を国内で供給するための方策が必

要。 

・食料政策の目標を国民にわかりやす

い形で示す上からも、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・向上に向けた方

策については、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。 

 



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） 

３．我が国が食料・農業分

野において国際的に果た

すべき役割 

 

 

 

 

４．食品産業関係（価格所

得政策等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・食料輸出国との良好な関係維持に努める

とともに、世界に誇る我が国農業技術を諸

外国に積極的に移転したり、発展途上国に

対する開発援助を推進するなど、国際社会

に貢献しつつ、我が国の食料安全保障体制

を構築していくことが重要。 

 

・国境措置を伴う価格支持制度は、関税引

き下げが進んでいる輸入加工品との競争

に晒されている我が国食品工業の経営圧

迫要因となり、企業の体力低下や海外移転

といったいわゆる「空洞化」を惹起してい

る。 

・この影響は、食品工業にとどまらず、国

内農業の需要減につながり、国内農業の存

立基盤をも危うくしている。 

・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、コメを除く

農産物について、食料加工品関税が既に引

き下げられている実態に鑑み、行政価格及

び関税率を段階的に引き下げるとともに、

関税割当枠の拡大、関税割当に伴う国産農

産物の引き取り義務の廃止を行うべき。 

・さらに５年程度後を目途に消費者負担型

価格支持政策を原則的に廃止すべき。 

・価格支持政策の見直しの代替措置とし

・食料問題の解決は、食料不足国の生産拡

大を図る対策を講じることが基本である

が、生産拡大が実現するまでの対策や一時

的な気象変動に対する我が国の国際貢献

対策として、各国の食料を有効に活用した

相互扶助体制が必要。 

 

・農産物価格については、政策価格の引き

下げや輸入農産物との競合、流通段階の

「川下」からの価格破壊が進行する中で、

農業経営の危機が懸念。 

・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。 

・畜産・酪農については、輸入自由化・関

税の削減など近年の環境変化を踏まえ、食

肉の価格安定制度について農家の経営安

定が図れるよう実効ある制度への見直し

が必要。 

・野菜、加工原料用果実の価格安定制度に

ついては、その充実が必要。 

・てん菜・さとうきび・いも類等の甘味資

源作物・その他畑作物については、作物の

特性・地域条件を考慮し、国内生産を確保

するため、現行制度を踏まえ、作物別の価

格対策、政策対策などが必要。 

 

・開発途上国への農業協力や食糧援助、

国際的な食糧の需給調整管理など、地

球規模での食料安全保障の確保に向け

て国際社会で積極的な役割を果たすべ

き。 

 

 

・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、農業経営者

の自主性と創意工夫の発揮や自己責任

を基本としながら、農業経営の体質強

化と安定、さらに不測の事態に対応し

た支援対策を強化すべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．食品の規格・表示、安

全性等 

て、国民のコンセンサスを得ながら、目的

性、時限性等を考慮した形で、財政負担型

の所得政策への転換を検討することが必

要。 

・農業経営の安定と消費者に豊かな食生活

を提供する観点から、企業レベルにおいて

も、引き続き契約栽培や農家と連携した農

業生産法人の設立等の農業者との連携強

化を積極的に推進すべき。 

・食料品の内外価格差の縮小のため、経済

界としても、より一層の流通・物流コスト

の削減、農業生産資材のコスト低減に向け

た努力が必要。 

 

（特段の記述なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国土や環境の維持形成とその保全に果た

してきた農業の持つ本来の機能を活かし、

環境へのマイナスの影響を極力小さくす

る方向で農法を見直し、環境保全型農業の

確立をめざすべき。 

・国民の健康で豊かな食生活実現のため、

環境と調和し、安全・安心などの消費者ニ

ーズにあった生産技術・資材の開発・普及

を通じ、品質競争力の確保に努力すること

が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年、消費者の食料の安全性、健康

面への関心が高まっており、農業分野

においても化学肥料や農薬の過度な使

用などによる自然生態系・環境負荷の

軽減にも配慮した、さらなる安全性の

追求が必要。 

・食料品・農産物の安全性や有機栽培

の基準を策定する等統一的な検査・認

証制度や表示のあり方について検討す

るとともに、消費者に対する適切な情

報提供や消費者相談体制の充実を図る

ことが必要。 

 

 

 



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） 

６．食生活 （特段の記述なし） ・原産地表示対象品目を拡大するととも

に、遺伝子組換え技術とその表示のあり方

について検討することが必要。 

 

・我が国の食生活は徐々にバランスが崩れ

つつあり、また、カロリー摂取と供給ベー

スの差の拡大傾向や、それと隣り合わせの

「飢餓」との関係を見直すことも重要な課

題。 

・国民の健康を守り、我が国の風土に適し

た、望ましい豊かで多様性のある栄養生活

のあり方を提起し、消費と生産の両面から

政策的に誘導すべき。  

・現在の食生活を見直し、必要以上の

消費を抑え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な運動

や健康を増進する食生活についての教

育を推進することが重要。 

 

 


