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2015 年 1 月 28 日 

新たな農林水産研究基本計画の骨子（案）への意見 

食のコミュニケーション円卓会議 

市川まりこ 

意見１ 

第 1、1、（１）ニーズに直結した研究開発の戦略的な展開について 

●情報収集と分析は良いとして、その「定量化、課題解決に役立つ技術の一覧化」が骨子に

盛り込まれる必要があると考えます。

●例えば、農業生産者における雑草防除解決に対するニーズを定量化し（XXという作物では、

作業時間の XX％が雑草防除に投じられ、最大の制約要因）、この解決法としては狭畝栽

培、除草剤耐性遺伝子組換え、YY などがあるという、「ニーズの把握と、あらゆるシーズの

一覧化と報告」が必要と考えます。

意見 2 

第 1、2、（4）国民的理解の促進について 

●遺伝子組換え農作物に対する理解促進の取組や双方向コミュニケーションについて総論と

して賛成ですが、「なぜ、遺伝子組換え農作物に関するコミュニケーションが必要なのか」

の背景説明と定義が必要と考えます

●「食品安全規制の仕組みや国民生活における利用実態」の情報は、遺伝子組換え農作物

の理解増進に効果的であると報告されており（笹川ら 2011）、その正確な情報発信は重要

です。

●これまでも遺伝子組換え農作物の理解促進のための取組はありましたが、近年は低調で

あると理解しています。もし、情報発信が十分でないとするなら、まず実態や原因を明らか

にすることが必要です。例えば、コミュニケーションの場が十分確保できてないのか、資料

等の配布が十分でないのか等、原因が特定できなければ効果的な情報発信は出来ないと

思われます。

●農林水産省をはじめとする行政が、「遺伝子組換え農作物は受容されていない」と決めつ

けていないでしょうか。農林水産省は、すでにカルタヘナ法に基づき 9 種 138 系統（2014 年

11 月）と飼料安全法に基づき 6 種 77 系統（2015 年 1 月）の遺伝子組換え農作物の利用

を認め年間 1500 万トンの遺伝子組換え農作物が輸入され、国民の大多数は利用してい

るのです。 参考：食品としての安全性評価が終了した遺伝子組換え農作物は 7 種 299 系統。 

国民理解の促進

・遺伝子組換え農作物に対する理解促進のため、食品安全規制の仕組みや国民生活に

おける利用実態などを正確に情報発信するとともに、一般の方々との双方向コミュニケ

ーションを強化。
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●一部に、遺伝子組換えに反対する市民もいますが、それは世論全体を代表するものでは

ありません。その一部の声のみに引きずられて行政が動くことで、多くの一般消費者が本

来得られるはずのメリットを享受できていないとすれば問題だと思います。

●近年、農水省は NBT により農作物が持っている潜在能力を最大限に活用する方針のよう

に思われます。NBT も重要な技術ですが、最終産物に組換え遺伝子がないから「安全」と

すると、遺伝子組換え農作物が悪者になるため、言い方には注意を要します。

●NBT も遺伝子組換え技術を使うことから、反対するグループからは遺伝子組換え農作物と

同じ扱いになることが懸念されます。実際、「痕跡の残らない遺伝子組換え技術」や「隠さ

れた遺伝子組換え技術」として、批判しているグループもあります。重要なのは、農水省を

はじめ行政が、必要な場面では遺伝子組換え農作物が重要であることを示し、利用する方

策を示すことではないでしょうか。

意見３ 

第 2－２【農林水産物の単収・品質向上を促進し、「強み」をさらに引き伸ばす】について 

●DNA マーカーは選抜技術の一つであるため、そもそも有用な品種を作るためには、様々な

有用な変異を誘発する技術が重要ですが、それが記載されていません。目指す機能を担

う遺伝子が分からない場合や、全く新しい遺伝子を得るためには、放射線等による突然変

異の誘発と変異体の取得が必要ですが、遺伝子が分かっているなら、ゲノム編集などの新

たな育種技術（NBT）も有効であると思われます。しかし育種対象の植物が本来持っていな

い特性を付与するには遺伝子組換え技術も必要であり、遺伝子組換えの国民的理解の促

進を謳っているなら、ここで遺伝子組換え技術の位置づけを明記することが必要ではない

でしょうか。イネやコムギなどの自殖性作物で交配を促進する技術開発も必要、・果樹の世

代短縮も NBT の一つであり、期待されます。

意見４ 

●資料にはありませんが、「海外発の無償技術の国内有効利用に関する研究」というパラグ

ラフが必要と考えます。具体的には、海外発の特許切れ技術（除草剤耐性ダイズ）を国内

の農業生産現場に適用した場合の価値の分析、活用する場合の課題分析などが考えられ

ます。

【農林水産物の単収・品質向上を促進し、「強み」をさらに引き伸ばす】

ゲノム情報の解読、ＤＮＡマーカー等を活用した新たな育種技術の開発等により、米

の単収を３倍程度に引き伸ばし、半世紀を要していた果樹の育種期間を 10 年以内に短

縮するなど農林水産物の潜在能力を最大限に引き出し、世界に誇れる強みのある品種を

次々と開発。
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 農業従事者の高齢化や後継者不足等、様々な課題に直面するなか、わが国農業の抜本的な構造改革により、
競争力強化・成長産業化を図ることが急務

 農業の潜在力を再認識しつつ、中長期的な視点に立った施策が必要

わが国農業の持続的発展と競争力強化・成長産業化に向けて
～食料・農業・農村基本計画の改訂に望む～

【概 要】 2 0 1 5年１月 1 6日
一般社団法人 日本経済団体連合会

（１）競争力強化・成長産業化の観点からの農業生産基盤の強化
担い手の確保、農地集積の推進等において大胆な政策の実施
革新的な取組みを進める主体への重点的支援

（２）マーケットインの視点からの生産実現と付加価値の向上
消費者ニーズ、海外市場、流通構造の動向等を踏まえた政策の展開

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．「食料・農業及び農村に関する施策についての基本的な方針」について

１．持続的発展に向けた望ましい農業構造の確立

Ⅲ．「食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」について

 政府一体のもと、他の施策との一貫性、継続性、整合性を確保
 PDCAサイクルの着実な実施

２．政府一体となった政策展開

今後５年間はわが国農政の方向性を定める正念場。政府を挙げて改革への決意を表明するとともに、将来像を

見通した上で、５年間で取組むべき施策を体系立てて示すべき

１．農業の成長産業化を支える担い手の確保

（１）企業の参入促進

企業による農地所有の可能化

農業生産法人の構成員要件の緩和（企業

による過半の議決権取得）

（２）新規就農の促進

農業・農村体験の機会の拡充

都市圏と地方の自治体間の連携によるマッ

チング促進

（３）農業経営を担う人材育成の強化

体系的かつ一貫性のある教育体制の構築

「食の６次産業化プロデューサー」の普及促進

２．農地集積の推進による農業経営の大規模化

農地中間管理機構を活用した農地集積の

促進（農地の早期貸出しに対するインセン

ティブの付与等）

３．６次産業化・高付加価値化の推進

（１）経済界と農業界の連携促進、連携プロジェクトの創出

（２）他分野との連携・融合の促進

農業の観光資源としての活用（農業体験の提供）

バイオマスエネルギーの普及促進

（３）農林漁業成長化ファンドの有効活用

出資の促進（事業体の資本構成要件の撤廃等）

４．スマート農業の推進（ICT利活用）

ICTの活用促進（ビッグデータ活用に向けた法整備）

次世代の施設園芸型農業モデルの確立と海外展開

５．農産物・食品の輸出拡大

日本食のブランド強化・浸透、有望市場の開拓

農場管理の認証基準（GAPやHACCP等）の導入促進

検疫制度等に関する政府間協議の促進

わが国が優位性を持つ技術・ノウハウの海外展開

６．最先端の研究開発の推進
（１）イノベーション創出に資する研究開発への重点投資
イノベーション創出の観点からの「農林水産研究
基本計画」の策定、民間視点のＰＤＣＡの実施

（２）産学官連携による食の研究開発拠点の整備
国内外の優秀な研究者や企業が集積する
食の研究開発拠点の整備

競争力強化 成長産業化

小林委員提出資料
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わが国農業の持続的発展と競争力強化・成長産業化に向けて 

～食料・農業・農村基本計画の改訂に望む～ 

2015 年１月 16 日 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

Ⅰ.はじめに 

 農業は、国民への食料安定供給や国土・環境保全はもとより、地方活性化を

担う基幹産業として大きな役割を果たしており、わが国の経済成長や地方活性

化を牽引するポテンシャルの高い分野である。しかしながら、農業従事者の高

齢化や後継者不足、耕作放棄地の拡大等、様々な課題に直面しており、今後、

社会構造が急速に変化すると見込まれるなか、抜本的な構造改革により、競争

力強化と成長産業化を図ることが急務となっている。 

 こうした状況のもと、経団連では、「わが国農業の競争力強化と成長産業化に

向けた取組みの加速を求める（2013 年１月）」をとりまとめ、企業を含む経営

感覚溢れる担い手の確保、農地集積の推進、６次産業化の推進、農産物・食品

の輸出促進等、経済界・農業界による連携強化をはじめ、国を挙げた取組みを

加速するよう提言してきた。 

 政府においても、「攻めの農林水産業」を成長戦略の柱の１つとして掲げると

ともに、今後の農政の基本的な指針である「食料・農業・農村基本計画」の改

訂に向けた議論が進められている。農業の抜本改革が待ったなしとなるなか、

今こそ農業の潜在力を再認識しつつ、中長期的な視点に立った施策を展開する

必要がある。そこで、今般、経済界としても、わが国農業の競争力強化・成長

産業化に資する施策について改めて整理し、着実な実施を強く働きかけていく。 
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Ⅱ.「食料・農業及び農村に関する施策についての基本的な方針」について（政

策対応の方向性） 

「食料・農業・農村基本計画」は、今後 10 年程度を見据えた上で、当面の５

年で取組むべき施策の基本的方向を示す重要な戦略である。とくに人口減少が

確実に進展すると見込まれるなか、この５年間はまさに正念場であり、その取

組み如何がわが国農業の将来にわたる持続性を決定付けるといっても過言では

ない。 

 したがって、次期基本計画では、全体を貫く考え方である「基本的な方針」

において、政府を挙げて改革へと取組む決意を表明するとともに、社会構造や

消費者ニーズの変化、国内外の需要動向等わが国農業の将来像を見通した上で、

この５年間に取組むべき施策を体系立てて示すべきである。もちろん、震災の

被災地域がわが国の食料供給地域として力強く復興し、自立的で持続可能性の

ある地域経済を再生するため、農産物等への風評被害の払拭、競争力のある農

業経営モデル確立に向けた基盤整備も視野に入れる必要がある。 

具体的には、以下の２つの視点を重要な柱として明示すべきである。 

１．持続的発展に向けた望ましい農業構造の確立 

（１）競争力強化・成長産業化に資する農業生産基盤の強化 

 将来にわたって持続性を確保し、国際競争力のある成長産業とするために

は、何よりその生産基盤を確固たるものとしなければならない。現在、農業

従事者の平均年齢は 66.2 歳と高齢化が進行しており、1990 年に 482 万人だ

った農業就業人口は 2010 年には 261 万人にまで減少している。また耕作地

面積は減少する一方、耕作放棄地は今や滋賀県（約 40 万 ha）と同程度の面

積になるまで拡大している。 

 こうした状況に歯止めをかけられるよう、法人をはじめ新たな担い手の確

保や人材育成の強化、農地集積の推進等に関して、従来の発想に囚われない

大胆な政策に取組むことが必要である。その際、革新的な取組みを推進する

主体に対して、重点的に支援すべきである。 
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（２）マーケットインの視点からの生産実現と付加価値の向上 

 高齢化や核家族化等、ライフスタイルが変化するとともに、消費者のニー

ズ、価値観も多様化している。人口減少に伴って国内の農産物・食品市場は

縮小するものの、海外市場は中国をはじめアジアを中心に 2009 年の 340 兆

円から 2020 年には 680 兆円へと拡大し続けることが見込まれている（農林

水産省作成資料）。また、農産物・食品の流通構造も、コンビニエンスストア

やドラッグストア、郊外型のショッピングセンターの普及、ネット通販の急

速な発展等に伴って大きく変化している。 

 今後、マーケットの動向や新たな流通構造を十分に把握し、戦略的に取込

んでいくことがさらなる成長を目指す上での鍵を握ることから、マーケット

インの視点に立ち、より付加価値の高い農産物・食品を生産から加工・販売

に至るまで一貫して提供できる環境を整備していく必要がある。その際、コ

メに偏ることなく、野菜や果樹等の施設園芸型農業も含め、バランスの取れ

た政策を実施することが重要である。 

２．政府一体となった政策展開 

 農業の成長産業化を本気で実現するためには、政治の揺るぎないリーダーシ

ップのもと、省庁の枠を超えて、政府が一体となって取組むことが必要である。

したがって、基本計画では、既に展開されている「『日本再興戦略』改訂 2014」、

「農林水産業・地域の活力創造プラン」、さらには観光政策やＩＣＴ政策等の他

分野の戦略とも相互に一貫性・継続性・整合性を持ち、相乗効果を生み出す形

で取りまとめられなければならない。 

 また、施策についてその効果を検証し、結果を次年度以降の予算や政策に反

映し改善を図るという、いわゆるＰＤＣＡサイクルを着実に回していくことも

不可欠である。その際、国民にとって有意義な政策となるよう、評価にあたっ

て民間の意見を十分に取入れる仕組みが重要である。 
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Ⅲ．「食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」について（具

体的方策） 

１．農業の成長産業化を支える担い手の確保 

（１）企業の参入促進 

 生産基盤を強化するためには、まず、効率的かつ安定的な農業経営を実践

できる経営体を広く確保していかなければならない。とくに、農業従事者の

高齢化や後継者不足が深刻化するなか、大規模家族経営や農業経営の法人化

の推進とともに、高い技術力や資金力、優れた経営感覚を持つ企業の参入を

促進していくことが不可欠である。企業・法人による参入が促進されれば、

地域における雇用の拡大等、活性化に寄与することとなる。 

 「『日本再興戦略』改訂 2014」で掲げた「今後 10 年間で法人経営体数を

2010 年比約４倍の５万法人にする」との目標を達成するためにも、法人が積

極的に参入できる環境を早急に整備する必要がある。すでに 2009 年の農地

法改正によりリース方式による企業参入が自由化されて以降、約５年で改正

前の５倍のペースで一般法人が参入するなど、着実に増加しているものの、

いまだ企業が農地の所有を選択することが認められていないことから、参入

に慎重になる企業も少なくない。 

 従って、基本計画では、企業を農業経営の重要な担い手として位置づけ、

時期を含め、企業による農地所有の可能化を明確に示すべきである。また、

農業生産法人を通じた企業参入を促進できるよう、農業生産法人の構成員要

件についても、企業が過半の議決権を取得できるよう規制緩和することも必

要である。 

 なお、こうした参入障壁の緩和にあたっては、適切な農地法の適用を前提

としつつ、現場の農業者と企業が対立することなく、互いの強みを活かしな

がら協力・信頼関係を築き、農業・食品産業全体の活性化を図ることが重要

であり、経済界としても関係者と密接な対話等を通じて改革に協力していく。 

（２）新規就農の促進 

農業の持続性を担保する上では、企業による参入と併せて、女性も含めた
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若い世代の担い手の確保が重要となる。近年、農業に関心を持ち、都心から

農村への移住を希望する若者も増えており、また、若者はＩＣＴに精通して

いる場合も多く、新たな農業ビジネスモデルの創出も期待できることから、

従来の就農支援策に加えて、若者自身の就農を後押しする制度・体制の整備

が急がれる。 

具体的には、都市型農業・農園を含めた農業体験の機会の拡充等を通じ、

引き続き農業・農村への関心を高めていく一方、都心から農村への移住を支

援するため、都市圏と地方の自治体の連携により、新規就農希望者と後継者

を求める地方農家のマッチングを促進すべきである。こうした取組みは、地

元の農産物への興味を促し、地産地消を進めるとともに、中山間地の活性化

にもつながっていく。また、農業未経験の若者に対する体系的な研修制度を

整備するとともに、農業参入に必要な初期費用を確保できるよう、融資制度

を拡充することも重要である。 

（３）農業経営を担う人材育成の強化 

 農業の成長産業化の基盤は人材に他ならず、農業に関する専門的な知識に

加え、経営を担える人材の育成が不可欠である。公的教育機関や民間研修機

関等において、農業経営に関する教育が行われているものの、関係機関が相

互に連携した人材育成に取組んでいるとは言い難い状況にある。 

 まずは、国として目指すべき人材像を明確にした上で、初等教育における

農業体験の拡充、農業高校・大学等における農業経営や６次産業化に関する

教育の強化を図るとともに、体系的かつ一貫性のある教育体制を構築すべき

である。同時に、海外の先進的な事例を積極的に取入れられるよう、海外研

修の機会等を拡充することも必要である。 

 また、６次産業化をより実効性の高いものとする上で、川上から川下にい

たるまで、企画・調整に取組める人材が求められている。この点、2012 年度

より国家認定制度に基づく資格である「食の６次産業化プロデューサー」の

認定制度が開始されており、同制度の普及を促進することも一案である。 
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２．農地集積の推進による農業経営の大規模化 

 農業の生産性向上のためには、農地集積の加速を通じた農業経営の大規模化

が必須であるものの、現状では、利用農地が小規模かつ飛び地になっているケー

スも多いなど、農業先進国の規模に遠く及ばないのが実情である。 

 このような状況のもと、農地中間管理機構が設立されており、農地を借りた

い主体がタイムリーかつ的確に情報を把握できる仕組みの整備と併せて、同機

構の積極的な活用を通じた農地集積をスピーディーかつ強力に推進すべきであ

る。例えば、農地の早期貸出しへの高いインセンティブの付与や、農地集積が

進んだ都道府県への補助金の拡充、農地貸出しの促進に資する税制の整備が重

要である。現在、農地中間管理機構の活動が各地で始まってきているが、農地

集積が効果的に進むよう、関係者の一層の努力が必要である。 

３．６次産業化・高付加価値化の推進 

（１）経済界と農業界の連携促進 

 上記１．２．で示した生産基盤の強化とともに重要なのは、多様化する消費

者ニーズや海外需要に対応するとともに、選択される農産品・食品を安定的・

効率的に供給するため、生産から物流、加工、販売にいたるバリューチェーン

を構築し、高付加価値化を図っていくことである。同時に、製造業が有する生

産工程管理システム等を積極的に取入れ、生産性を向上させていかなければ

ならない。  

 こうした観点から、経団連とＪＡグループでは、双方の立場・価値観の相違

を踏まえつつも共通の利益・目標を達成するため、「経済界と農業界の連携強

化ワーキンググループ」を発足している。現在、具体的な連携プロジェクトの

創出に向けた取組みを加速しており、今後も、経済界と農業界が現状や将来

ビジョンを共有しながら、一層の連携を強化していく。また、農林水産省にお

いても「農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業」におい

て、農業界と経済界の連携プロジェクトを重点的に支援しており、今後、取組

みの拡充を通じて６次産業化を促進すべきである。 
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（２）他分野との連携・融合の促進 

 高付加価値化、６次産業化を図っていく上では、良質な農産物の生産・販売

にとどまることなく、エネルギーや観光、食品産業をはじめ、農業と親和性の

高い他分野との連携・融合を促進し、相乗効果を生み出していく視点が欠か

せない。農業は、地域経済の牽引役として期待されており、地域の産業資源等

の特性を踏まえながら、その潜在力をいかんなく発揮し得る取組みを広げ、

地域経済の活性化を図る必要がある。 

 食品の最終消費 73.6兆円（2005年）のうち８割以上は加工品・外食による

付加価値と推計されるなか、農業と食品関連産業、観光産業等との連携強化

は必須である。例えば、食品関連産業の加工・流通段階で発生する残渣を地域

内で飼料や堆肥として有効活用すべきである。また、旅行者の「その地域なら

ではの体験、食へのニーズ」も高まるなかで、農業体験の提供、農家での料理

の提供や宿泊等、農業を観光資源として活用しつつ地元の食材等が観光客に

提供されれば、農産物・加工品の認知度向上、域外への流通・販路の拡大等に

つながる。とくに 2020年の東京オリンピック・パランピックは外国人旅行客

を誘致する絶好の機会であり、その波及効果を地方にも広げようとする取組

がなされているなかで、国・自治体等による地域の特産品の積極的な発信が

求められよう。 

 さらに、東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対するニーズが高まる

なか、農業資源を活用したバイオマスエネルギーの研究開発・実用化に取組

むことも重要である。農林水産省では、「次世代施設園芸導入加速化支援事

業」において、木質バイオマス等の地域の未利用資源を活用しながら、エネル

ギー供給および生産・調製・出荷までを一貫して行う拠点を整備しており、こ

うした取組みを一層強化すべきである。 

（３）農林漁業成長化ファンド（A-FIVE）の有効活用 

 地域の特性を踏まえながら、異業種間での戦略的な連携強化を進める一方、

農業を基盤とする新事業の創出や６次産業化の推進に向けて、リスクを取っ

て果敢にチャレンジする事業体に対して資金面からサポートしていくことも
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重要である。 

 2013 年１月に農林漁業成長化ファンド（通称：A-FIVE）が設立されたが、

６次産業化事業体への実際の出資決定総額は約 26億円と、総ファンドの３％

程度にとどまっており（2014年 12月現在）、活用が十分に進んでいるとは言

い難い。同ファンドから出資を受ける場合、６次産業化の事業体の資本構成

要件1を撤廃するなど、より実効性の高い出資が促進される仕組みを構築すべ

きである。 

４．スマート農業の推進（ＩＣＴの利活用促進） 

 農業は重労働という印象が強く、若者や女性に敬遠されることが多いが、ＩＣ

Ｔを積極的に活用し、スマート農業のモデルを確立することにより、担い手不足

や労働負荷の軽減はもちろんのこと、従来の農業経営モデルの変革、さらには若

者や女性の新規就農へとつなげていかなければならない。 

 例えば、熟練農家のノウハウをデータ化し、経験を「見える化」することによ

り、ノウハウの伝承や経営管理・マネジメントが容易となるとともに、とくに施

設園芸型農業において、農作業の効率化、簡素化、低コスト化、省力化等による

生産性の向上、安定的な経営が可能となる。さらに、次世代の施設園芸型農業モ

デルを確立し、データ分析技術を活用した営農等の仕組みを含めて海外へ積極

的に展開すれば、新たな需要の獲得も期待できる。 

 上記の観点から、さらなるＩＣＴの利活用を加速すべきであり、具体的には、

農業・食品分野における公共データ等のオープンデータや消費者の購入履歴と

いったビッグデータの活用を可能とする法整備が必要である。 

５．農産物・食品の輸出拡大 

 海外において、わが国の農産品・食品は品質面で高い評価を受けており、ま

た「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録（2013年 12月）されるなど、海外

に展開していく上で絶好の機会がまさに到来している。 

1農林漁業者の議決権がパートナー企業を超えていることが要件。 
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 日本の農産物・食品が海外で選ばれ、また 2020年に輸出額１兆円という高

みを達成するためにも、省庁連携および官民連携による輸出戦略の強化に加え

て、輸出の弊害となる規制の見直し等、環境整備は必須である。 

 まずは、世界における日本食の認知度・存在感を圧倒的に高め、その地位を

確固たるものとするため、官民を挙げてブランド強化・浸透に取組むべきであ

る。具体的には、日本食に対する外国人の嗜好を踏まえた上で、官民連携のも

と、海外でのテレビＣＭ、ネット広告等を通じて日本の食文化を積極的に発信

するとともに、外国人観光客をより一層わが国に呼び込み、日本の食文化に触

れる機会を増やすことが考えられる。 

 その上で、国が先導して、中国をはじめ中間層の増加が見込まれるアジア市

場、富裕層向けの高級果樹等、有望な輸出先市場・品目の動向を絶えずフォロ

ーしつつ、トップ外交等を通じて日本の農産物・食品を海外に売り込むなど、

積極的に市場を開拓すべきである。併せて、九州、東北、北海道等の各エリア

の輸出の現状を把握した上で、エリアごとの輸出目標額を設定する視点も必要

である。 

 さらに、相手国・地域に対して輸入規制の撤廃・緩和を強力かつ継続的に働

きかけていかなければならない。各国の安全性基準や検疫制度の違いが輸出の

阻害要因となっている現状を踏まえ、基準等の統一・相互認証に向けた政府間

協議を推進するとともに、農業生産工程管理（GAP）や危害分析・重要管理点

（HACCP）等の農場管理の認証基準の導入を促進し、わが国の農産物・食品の

安全性・信頼性を担保する仕組みを整備すべきである。 

 こうした農産物・食品の輸出のみならず、海外の需要を新たに獲得していく

観点から、わが国が優位性を持つ施設園芸型農業の設備や管理システム、経営

ノウハウ等を一体的に海外に展開し、現地の事情やニーズに沿った農業経営が

可能となる施策を講ずることも重要である。 

６．最先端の研究開発の推進 

（１）イノベーション創出に資する研究開発への重点投資 

イノベーションを創出するためには、基礎研究から実用化・事業化を一貫
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して推進することが不可欠である。食料・農業・農村基本計画において、イノ

ベーションの創出という農林水産分野の研究開発にあたっての基本方針を明

確にした上で、「農林水産研究基本計画」が取りまとめられなければならな

い。その際、現在検討中の「第５期科学技術基本計画」と一貫性・整合性を持

つ必要がある。 

 また、研究開発の評価を着実に実施し、結果を次年度以降の予算・施策に反

映していくことが重要であり、評価委員の過半を産業界出身者とするなど、

イノベーションにつながる研究開発が担保される仕組みを設けるべきである。 

（２）産学官連携による食の研究開発拠点の整備 

 世界第２位の農産物の輸出国であるオランダでは、フードバレーと呼ばれ

る産学官連携による食の研究開発拠点を整備している。同拠点では、ワーヘ

ニンゲン大学および周辺研究機関を中心に食品関連企業の集積を図り、企業

の課題解決や新商品開発のニーズに合った研究開発を進めている点が特徴で

あり、フードテクノロジーの分野で高い競争力を保持するとともに、顧客志

向の商品・サービスを提供するベンチャー企業の創出につながっている。 

 わが国においても、諸外国の先駆的な事例を参考に、拠点の核となる大学

や公的研究機関を国が選定して重点的な支援を行うことにより、国内外の優

秀な研究者や企業が集積する食の研究開発拠点を整備し、イノベーションを

推進すべきである。 

以 上 
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現場に根ざした農業委員会組織・制度見直しに関する要請

～新たな時代の農業委員会系統組織をめざして～

平成27年1月23日

都道府県農業会議

全国農業会議所

農業委員会は、これまでも時代の変化に対応しつつ、独立した行政委

員会として、「土地と人」対策を通じて、地域農業の維持・発展に取り

組んできました。今後とも、地域に根ざした農業委員会・農業委員が「自

信と誇り」「やる気」「情熱」をもって、役割・機能を十全に果たして

いくことが極めて重要であります。

わが国農業・農村の維持・発展をめざし、農業委員会系統組織が総力

を挙げて取り組みのさらなる強化を図るため、農業委員会組織・制度改

革にあたって、下記の事項の実現を強く要請いたします。

記

１．農業委員・農地利用最適化推進委員（仮称）の地域からの推薦によ

る「代表制」の確保

（※昨年12月４日に開催した全国農業委員会会長代表者集会（1,500名）

において、大議論の上、「公選制準用」の選出方法に代わる「代表制

を担保」する仕組みの確保をめざすことを決議）

２．農業委員と推進委員の連携・協力体制の整備と十分な定数の確保

３．構造政策の推進に向けた農業者の代表としての「意見の公表､建議

等」の法定化の確保

４．「農業委員会等に関する法律」に基づく市町村農業委員会、都道府

県農業会議、全国農業会議所の３段階の系統組織としての体制確保

５．都道府県農業会議の法令業務（農地転用知事諮問）の仕組みの確保

と農業会議・全国農業会議所による農地情報の収集・公開業務の法定

化（法定化された農地台帳への対応の強化）

６．改正法施行までの必要な時間と円滑な経過措置の確保ならびに十分

な運営・活動予算の確保

松本委員提出資料
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【平成26年12月4日､平成26年度全国農業委員会会長代表者集会決議】

農業委員会組織・制度見直しに関する要請

～新たな時代の農業委員会系統組織をめざして～

わが国は、国際化への対応が強く求められる一方で、国内的には人口

の減少、限界集落から消滅集落へと懸念される地方の衰退、食料生産の

過剰と不足の存在、消費の多様化と飽食化の進展など、より深化した困

難な時代を迎えようとしている。

こうした時代の変化に対応して、農業委員会は独立した行政委員会と

して、これまで以上に現場における「土地と人」対策の強化を通じて、

地域農業の維持・発展を図らなければならない。

そのためには、地域に根ざした農業委員会・農業委員が「自信と誇り」

「やる気」「情熱」をもって、役割・機能を十全に果たしていくことが

極めて重要である。

また、農業委員会は、より開かれた「地域の共同体」を農業者の代表

として支え、国民にとって最も重要な生活・安全、食料生産の基盤を維

持していくことが、まさに喫緊の課題となっている。

さらに都道府県農業会議と全国農業会議所は、系統組織として、農業

委員会の性格と役割を踏まえた現場における取り組みの強化を、業務と

組織の両面から日常的に支援する必要がある。

よって、政府・国会は、農業委員会組織・制度改革に向けて、下記の

点について実現するよう強く求めるものである。

記

１．農業委員会の基本的な目的は地域農業の維持・発展

農業委員会の目的に、農業委員会系統組織として、地域農業の維

持・発展を図ることを基本的な目標とし、農地の確保と有効利用、

担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の

農地対策、新規参入の促進や担い手の育成・確保対策に重点的に取

り組むことを位置づけること。
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２．農業委員の「代表制」の確保

農業委員が現場で活動し成果を得るためには、地域の「代表」と

して選ばれ、地域から信任を得ていることを制度的に担保する必要

がある。そのため、現行の公選制による取り組みに留意した市町村

内の地域の農業者からの推薦を基本とした透明性のある手続きによ

り「代表制」を確保すること。

３．農業委員の定数の確保

農業委員について、農地の利用調整や現場の実情を踏まえた許認

可等の審議を適正かつ的確に行う観点から、認定農業者等をはじめ

女性・青年農業者を含めて、十分な定数（地域の代表である現在の

選挙委員数は26,732人）を確保すること。

そのほかに「利害関係がなく公正に判断出来る者」については、

農地、農業経営に知見を持つ学識経験者と位置づけ、１委員会当た

り１人以上とすること。

４．農業委員・推進委員の一体的な運用と推進委員の定数の確保

農業委員と農地利用最適化推進委員（仮称。以下「推進委員」）

が、現場で同じ目標に向け連携・協力して取り組むためには、地域

からの信任をもとにした一体的な運用を行う必要がある。

推進委員については、農業委員会の下で、農地の利用状況の把握、

利用集積の促進、遊休農地対策等の役割を明確にすること。

また、その定数については、農地の利用集積の抜本的な推進、法

定化された農地台帳の整備・更新等を強化するため、「農業委員が

責任を果たしうる農地面積（98.6ha）」（「農業委員会の改革に向け

た組織討議と意見の集約」の集計結果）を勘案し、概ね１人当たり

100haとして、十分な体制整備を図ること。

ただし、推進委員の設置については、農業委員会の意見も踏まえ、

構造改革が著しく進んでいる地域や都市的地域等の実情に即して配

慮すること。
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５．法定化されている「意見の公表､建議」等の維持

農業委員会等に関する法律に法定されている「意見の公表、建議、

諮問答申」は、農業者の代表である農業委員会系統組織の意見を行

政庁の農業施策に反映させる手法として極めて重要であり、仕組み

を維持すること。

６．都道府県農業会議・全国農業会議所の系統性の確保

都道府県農業会議および全国農業会議所は、農業委員会活動を日

常的に支える組織として不可欠である。引き続き、農業委員会等に

関する法律において系統性を確保する措置を講じること。

「農地転用知事諮問」について、引き続き都道府県農業会議の法

令業務として位置づけるとともに、法定化された農地台帳の整備・

公開に関する法令業務を位置づけること。

指定法人とする場合、諮問機関としての役割や個人の会議員によ

る合議体である都道府県農業会議の性格に留意して、円滑な移行の

ための手続き規定に加え、将来にわたって独自の組織として維持す

るための組織体制と財政基盤を確保すること。

７．施行まで必要な時間の十分な確保

施行にあたっては、現場への法律の周知、市町村議会による条例

等の制定に必要な時間を十分に確保するとともに、農業委員の任期

中は改正法の適用はしないなど、円滑な経過措置を講じること。

８．農業委員会組織の運営・活動予算の確保

農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所の３段階のネッ

トワークが、今後とも地域農業の維持・発展に全力で取り組むこと

のできるよう、運営・活動のための予算を十分に確保すること。

- 18 -



2015年 1月 28日 

食料・農業・農村政策審議会 第 15回企画部会 

「新たな食料・農業・農村基本計画ついて」に関する意見 

日本生協連 山内明子 

 本日の企画部会には出席できないことをお詫びいたします。書面で意見を申

し述べます。 

１．地方意見交換会に関する御礼と今後の部会の進め方について 

 「新たな食料・農業・農村基本計画」の策定にあたって、より多くの幅広い

国民の参加の場をつくるよう、意見を申し上げてきましたが、このたび、全国

10 ケ所で地方意見交換会が開催されました。部会長、各委員の皆様をはじめ、

準備に関わった事務局・各農政局の皆様にお礼を申し上げます。私自身、それ

ぞれの地域における実践経験やそれを踏まえた意見を聞くことができ、大変参

考になりました。今回の意見交換会で出された様々な意見をぜひ基本計画の策

定に活かしていただくようお願いします。 

 今後の企画部会の進め方については、提案のとおりで良いと思いますが、１

点要望があります。 

 進め方案では、第 16 回が「骨子（案）」、第 17 回が「原案」を審議すること

になっています。本日、食料自給率目標を設定するにあたっての基本的な考え

方が示されていますが、今回の目標設定は「現実に見合ったもの」として行う

ことを基本としていることから、食料自給率を計算していくにあたって前提と

なる個々の数値とその結果については、できるだけ早く明示し、理解と納得が

得られるような論議の期間を保障する必要があると考えます。したがって、そ

れらの数値は、第 16 回の「骨子（案）」の段階より提示いただき、論議ができ

るように準備をお願いしたいと考えます。よろしくお願いします。 

２．食料自給率・食料自給力について 

 食料自給力について、これまで２回の論議を行い、今回それらを踏まえて、

事務局より「食料自給力について（検討素案③）」が示されました。これについ

て、２点意見を申し上げます。 

第１に、この間、提示されているものを「食料自給力」とするのであれば、

山内委員提出資料
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本日の資料「検討素案③」にあるように、今後、「食料自給力指標」という用語

を使う場合に、（その時点における我が国の食料の潜在生産能力を評価する指

標）と明記することは必要だと思います。なぜなら、前回も意見を申し上げた

ように、国民が一般的に「食料自給力」という言葉からイメージするのは、「食

料の国内生産力」であり、その生産力の基礎となる３要素である①農業者（担

い手）、②農地（農業資源）、③農業技術だと思います。今回、「潜在生産能力」

として定義するのであれば、そのことを明示する必要があると思います。 

 第２に、私が「食料自給力」について、「食料自給率」の分子である「食料の

国内生産力」として定義すべきと主張している理由と問題意識を、もう一度述

べます。 

 それは、食料・農業・農村政策の基本は、国内の農業生産力の現状を正しく

評価し、今後の課題と目標を明確にすることにあると考えるからです。 

 これまで、食料自給率、とりわけカロリーベース自給率の数値のみが、一人

歩きをしてしまい、そこで意味していることは何かが、きちんと理解されるこ

となく、使われてきた面がありました。 

 食料自給率は、分子である「食料生産」と分母である「食料消費」の割算で

すから、「食料生産」の変化だけでなく、「食料消費」の変化によっても変動し

ます。そして、この間のカロリーベース自給率の低下は、まさに「食料消費」、

すなわち国民の食生活の変化によるものが大きかったということができます。 

 しかし、どれだけの国民が、自分たちの食生活の変化が、食料自給率の低下

の大きな原因になっていたと自覚できているでしょうか。そして、仮にそのこ

とを自覚したとしても、食料自給率をあげるために、現在の食生活を変えるの

は実際にはとても難しいことです。食生活のあり方やどのような食料品を購入

するかは国民の選択に委ねられており、国が国民に対して食生活のあり方を変

えたり国産品を食べることを強制したりすることはできません。生協も、これ

までお米を食べようという取り組みに参加し、消費者に呼びかけは行ってきま

したが、残念ながら、米消費量は減少の一途をたどっています。生協としても、

引き続き国産の農産物利用を増やす取り組みや食生活の見直しの活動は行って

いきますが、消費者に強制することはできません。 

 したがって、食料自給率目標を設定するといっても、分母である「食料消費」

は「見通し」とならざるをえず、目標としなければならないのは、分子である

「食料生産」なのです。 

 上記のことは、委員や農水省の皆様には、釈迦に説法であることは十分理解

していますが、「食料自給率数値目標・先にありき」となっていた前回の基本計

画を反省するなら、まさに国内の食料生産目標数値にこそ、本質的な意味があ
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り、それを「食料自給力目標」と定義して、そこから課題を明確にし、計画に

落とし込むプロセスを見えるようにすることが必要と考えました。これが、私

が「国内食料生産目標」を「食料自給力目標」と定義して国民に示すべきだと

主張した理由です。 

 したがって、食料自給率目標について、結果の数値が先に示されるのではな

く、基本計画では、まず分子である「国内の食料生産の目標」を先に示し、次

に「国内の食料消費の見通し」、そして、その割り算の結果として、最後に「食

料自給率」目標が見えるように表現してほしいと考えます。 

 私は、「食料自給力＝食料の国内生産力」と定義し、その目標を示した上で、

その実現のための課題を整理するのが基本計画である、と示した方が、国民に

とっても、生産者にとっても、よりわかりやすいと考えますが、他の委員の皆

様のご意見もおきかせください。 

３．不測時に備えた食料安全保障について 

 食料をめぐる様々なリスクに対応していくために、今回の基本計画の検討の

中で、リスク分析を行い、それらが顕在化した場合に対する対処方針を示した

ことは、ひとつの成果だと思います。また、不測の事態に対する具体的な対応

手順を明確にしたことも良かったと思います。 

 ただ、こうした不測の事態が現実に発生した場合に鍵になるのは、マニュア

ルではなく、訓練や演習です。そうした訓練・演習などを定期的に実施するこ

とも明確にしていただければと思います。 

以 上 
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