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農地流動化の促進の観点からの転用規制のあり方に関する検討会 

（第 ９ 回） 

 

                    日 時：平成29年３月14日（火）13：58～14：39 

                    場 所：農村振興局 第１－②・③会議室 

                        （農林水産省 北別館７階） 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）中間とりまとめ（案）について 

 （２）その他 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料 中間とりまとめ（案） 

参考資料 
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午後１時５８分 開会 

○事務局 定刻前ではございますが、委員の皆様、お集まりになられましたので、ただいまか

ら第９回農地流動化を促進する観点からの転用規制のあり方に関する検討会を開会いたします。 

 委員の先生方におかれましては、本日御参集いただきまして、ありがとうございます。 

 本日の出席状況でございますけれども、佐藤農村振興局長は所用により欠席いたしますので、

御了承願いたいと思います。 

 議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

 本日配付しております資料ですが、上から会議次第、座席表、検討会開催要領、資料と書か

れております中間とりまとめ（案）、参考資料１の新旧対照表、それから参考資料２の中間と

りまとめ（案）の概要となっております。資料に漏れがないでしょうか。 

 また、お手元にございます青色のチューブファイルでございますが、こちらに第１回から第

８回までの検討会資料をとじておりますので、適宜参考として御覧いただきたいと思います。 

 それでは、高橋委員長、以後の議事進行につきまして、よろしくお願いします。 

○委員長 本来でしたら、前回で 終回になっているところですけれども、変更箇所が多かっ

たもので、もう一回お集まりいただきました。お忙しい中、まことにありがとうございます。

今日は委員の先生方全員おそろいですので、 後の委員会としてちょうどいいのではないかと

思います。 

 それでは、議事次第の２ですけれども、本日は前回の検討会での議論等を踏まえた、中間と

りまとめ（案）の修文等について議論を行いたいと思います。事務局から説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 前回の第８回検討会におきまして、委員の皆様方からいただいた意見等を踏まえま

して、事務局におきまして必要な修文を行いましたので、その概要につきまして、説明いたし

ます。 

 お手元の資料の中間とりまとめ（案）につきましては、これは修正後のものになっておりま

すので、説明は修正の前後がわかりやすい参考資料１、新旧対照表を使って行いたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、新旧対照表の１ページを御覧ください。 

 この新旧対照表ですが、右側が前回お示しした第８回検討会時点の案となっておりまして、

左側が今回お示しする修正案となってございます。修正部分につきましては、それぞれ赤字で

表示しております。説明は、左側の修正案に沿って進めてまいりますので、よろしくお願いい
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たします。 

 まずは１ページの修正です。 

 左端に行数が振ってありますが、９行目の年月日、21行目、及び24行目のページ数の赤字部

分につきましては、全て技術的な修正でございます。 

 では、２ページを御覧ください。 

 １の問題意識というところですが、この19行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「担い手への農地の貸し付け」という部分につきまして、委員の方から、担い手に

限定されることなく、農地の貸し付けを敬遠していると思われるので、ここの「担い手」とい

う部分は削除したほうがいいという意見がございましたので、削除しております。 

 ３ページを御覧ください。 

 「３転用期待の実態と農地流動化への影響」の15行目から16行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「開発意欲が全国的に旺盛であったことから、全国普遍的に大きなものが存在して

いた」という部分につきまして、委員から、既にバブル経済のときには、農山村地域では農地

価格がかなり下落しており、北海道の農協では不良債権問題が発生していた状況であったこと

から、ここの文章は、「開発意欲が大都市を中心に旺盛であったことから、全国的に残存して

いた」と修文したほうがよいという意見がございましたので、そのように修文しております。 

 19行目から20行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「現在では、開発意欲の低下等に起因して、多くの地域では、小さいか、あるとし

ても、農家の高齢化、農業収入の低下等を背景とした」という部分につきましては、委員の意

見も踏まえ、書きぶりを丁寧にするという観点から、「現在では、開発意欲の低下等に起因し

て、多くの地域では、転用期待は小さいか、あるとしても、農家の高齢化、農業収入の減少等

を背景とした」と修文しております。 

 20行目から21行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「買ってくれるのであれば転用したい」という部分につきましては、委員から、こ

の記述には、多少まだ転用期待が入っているような表現であるが、実際にはもうそういう意識

すらなく、農地を所有しているのは負担なので、自分の代で処分したいぐらいまで踏み込んで

書いてもいいのではないかとの意見がございました。 

 この意見を踏まえ、赤字のとおり「自分の代で処分できるのであれば用途は問わず転用して

売却したい」と修文しております。 

 次に、４ページを御覧ください。 
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２行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「高速道路等の延伸」という部分につきましては、書きぶりを丁寧にするという観

点から、転用期待が大きい地域をできるだけイメージできるよう、例示として、「ICの開設」

を追加しております。 

 ４行目から６行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「近い将来における転用の実現を期待して、利用権の設定による担い手への農地の

利用集積を敬遠する農家がある」という部分につきましては、委員から、文章をより正確にす

る観点から、「近い将来における転用実現に対する期待が、利用権の設定による担い手への農

地の利用集積の阻害要因となっていることを否定できない」という文章にしたらどうかとの意

見がございましたので、そのように修文しております。 

 続きまして、５ページを御覧ください。 

 ９行目から10行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「地域経済への影響」という部分につきましては、委員から、どのような経路で地

域経済に影響を与えることになるのか判然としないとの意見がございました。この意見を踏ま

え、赤字のように、「開発需要の減少による地価下落など地域経済への影響」と修文しており

ます。 

 21行目の赤字部分でございます。 

 転用利益の徴収の「①対象区域」に関するところでございますが、委員から、修正前の「一

定割合」という部分については、今後の仕組みをつくるための基準を決めることにつながるの

で、ここの表現は気を使ったほうがよいとの意見がございました。 

 この意見を踏まえ赤字のように、「一定割合又は金額」と修文しております。 

 29行目の赤字部分でございます。 

「②転用の態様に応じた取扱い」に関するところでございますが、修正前の「権利移転を

伴う場合の中には、所有権移転のときのほか賃貸借や使用貸借によるときもあり」という部分

につきましては、委員から、文章をより明確にする観点から、「権利移転を伴う転用には、所

有権移転のほか賃貸借や使用貸借による場合もあり」という文章にしたらどうかとの意見がご

ざいましたので、そのように修文をしております。 

 ６ページを御覧ください。 

 ４行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「顕在化していない」という部分につきましては、委員から、文章をより正確にす
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る観点から、「それが金銭の授受となって顕在化していない」という文章にしたらどうかとの

意見がございましたので、そのように修文しております。 

 ５行目から６行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「不平等が生じることは望ましいことではなく」という部分につきましては、書き

ぶりを丁寧にするという観点から、赤字のように、「転用利益を徴収したり、しなかったりす

ることは不平等であり、適切ではない」と修文しております。 

 ８行目から10行目の赤字部分でございます。 

 修正前では７行目になりますが、委員から、「脱法的行為となるおそれもある」という文章

につきましては、その内容がわかりにくいとの意見がございましたので、赤字のように、「例

えば、自己転用して宅地にした後で売却する、所有権移転でなく賃借権設定で対応する等の方

法により、徴収を免れようとする動きを招くおそれもある」という文章に書きぶりを丁寧にし

ております。 

 26行目から27行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「当該施設」という部分につきまして、委員から、転用利益を徴収するのは、農業

用施設が農業以外の用途に供されるときのほか、その施設の敷地が農業以外の用途に供される

ときもあるとの意見がございましたので、赤字のとおり、「当該施設やその敷地」と修文して

おります。 

 ７ページを御覧ください。 

 ７行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「転用利益を徴収する理由を整理する」という部分につきましては、書きぶりを丁

寧にするという観点から、「転用利益を徴収する理由を徴収方法ごとに整理する」と修文して

おります。 

 20行目から22行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「転用利益を徴収する水準については、転用利益を徴収される側と還元を受ける側

の双方が納得できる水準となることが望ましい」という部分につきましては、書きぶりを丁寧

にするという観点から、「転用利益を徴収する水準については、他の制度等も参考にしつつ、

転用利益を徴収される側と還元を受ける側の双方が納得できる水準を定めることが望ましい」

と修文しております。 

 修正前の22行目から24行目の赤字部分でございます。 

 「例えば」で始まる３行の文章ですが、ここにつきましては、転用利益を徴収する水準を検
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討する場合に参考とする事例を記述していたのですが、委員から、区画整理の減歩そのものを

法律的に議論する方々がいる中で、ここに書くことの問題点等もあるのではないかとの意見や、

ここで上げる必要があるかは疑問との意見がございましたので、これらの意見を踏まえ、削除

としております。 

 28行目から８ページの４行目にわたる「⑥留意事項」で始まる赤字部分でございます。 

 転用利益の徴収に関しまして、委員から、都市計画税など類似制度との整合性、バランスを

図る必要があることを記述すべきとの意見や、他の税制との整合性の検討が必要であることに

ついて記述が必要であるとの意見がございました。 

 これらの意見を踏まえ、新たに「⑥留意事項」といたしまして、「農地の譲渡の際には譲渡

所得に対して所得税が課される。また、宅地への転用によって一般的には評価が上がるため、

固定資産税が増額することとなる。さらに、市街化区域などでは、地方自治体は、土地に対し

て都市計画税を課すことができる。転用利益の徴収について検討する場合には、これら土地関

連税制など関係する制度との整合を図る必要がある。」という文章を追加しております。 

 ８ページの８行目から９行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「農家を農地流動化へ指向する」という部分につきまして、委員から、よりわかり

やすくするため、「農家を農地貸し付けに向かわせる」としたほうがよいとの意見がございま

したので、そのように修文しております。 

 10行目から11行目の赤字部分でございます。 

 書き出しを「その一方で」としている部分につきましては、（１）の転用利益の徴収におけ

る書き方、具体的には５ページの９行目になりますが、これと横並びをとったことによる技術

的修正でございます。 

 また、「開発需要の減少による地価下落など地域経済への影響」という部分につきましては、

先ほどの５ページの９行目から10行目の修文と同様の修文でございます。 

 さらに25行目から26行目の赤字部分につきましても、同様の修文でございます。 

 28行目の赤字部分でございます。 

 書き出しを「その一方で」としている部分につきましては、先ほどの（２）の転用規制の強

化において行った技術的修正と同様の修正でございます。 

 続きまして、９ページを御覧ください。 

 13行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「 終的な判断は許可の時点で行うこと」という部分につきまして、委員から、要
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らぬ誤解を与える可能性を排除するためにも、「情報を開示する時点で明示しておく必要があ

る」という文章を追加したほうがよいとの意見がございましたので、そのように修文しており

ます。 

 16行目の赤字部分でございます。 

 16行目から19行目の４行の文章は、農地の規制状況の周知とあわせて行う農地流動化への誘

導施策の内容を記述しているものでございますが、修正前の書き出しが「他の具体的な検討方

向としては」となっておりましたので、委員から、その書き出しの言葉とそれに続く文章の流

れが不自然ではないかという意見がございました。このため、この書き出しの部分を赤字のと

おり、「また、規制状況の周知と併せて」と修文しております。 

 18行目から19行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「構築することが考えられる」という部分につきましては、書きぶりを丁寧にする

という観点から、「構築することも有効と考えられる」と修文しております。 

 10ページを御覧ください。 

 ３行目から６行目にわたります（１）の赤字の文章でございます。 

 修正前にはなく、今回追加した文章でございます。「今後の検討方向について」を記述する

に当たって、書きぶりを丁寧にするという観点から、この（１）におきまして、３で述べてい

る検討の必要性の内容をあらためて記述しております。 

 13行目から21行目の（２）の文章、及び24行目から11ページの８行目にわたる（３）の赤字

の文章でございます。 

 修正前では（１）と（２）の文章がこれに当たります。これらの文章につきましては、委員

から、これまでの検討により、転用期待は一部の地域を除いて、ほとんど存在していないこと

を確認しているため、全国の話である農地の規制状況の周知等に関することを先に記述し、次

に地域限定の話である転用利益の徴収に関することを記述すべきとの意見がございました。 

 このため、修正前の（１）の文章を修正後では（３）として記述し、修正前の（２）の文章

を修正後の（２）として記述しております。 

 その上で、13行目から15行目の、「まずは、農地の規制状況の周知等による農地流動化への

誘導方策を全国で進めるべきである。多くの地域では、転用期待は小さいか、消極的な意味の

ものにとどまっており」という赤字部分につきましては、農地の規制状況の周知等の施策につ

きまして、どのような地域を対象として検討していくのかが明確になるよう、書きぶりを丁寧

にしております。 
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 続いて18行目から19行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「流動化施策の普及を図ったりすることの方が」という部分につきまして、委員か

ら、流動化施策については、これを普及するというよりも、流動化施策に対する理解をしても

らい、それに協力してもらうほうがいいのではないかとの意見がございました。この意見を踏

まえ、赤字のように「流動化施策への理解を広げること」と修文しております。 

 20行目から21行目の赤字部分でございます。 

 修正前の｢農地流動化への誘導についても、」という部分につきましては、修正前の（１）

の文章と（２）の文章の記述順序を入れ替えたことに伴い、「農地流動化への誘導について」

と技術的な修正を行っております。 

 24行目から11ページ目の１行目の「他方、大都市周辺や」で始まる赤字部分でございます。

転用利益の徴収と地域への還元施策につきまして、どのような地域を対象として検討していく

のかなどが明確になるよう書きぶりを丁寧にしております。 

 続いて11ページを御覧ください。 

 ２行目から３行目の赤字部分でございます。 

 修正前では10ページの４行目から５行目になるのですが、「転用利益の徴収と地域への還元

を基本的な方向として、国として実現に向けて検討を進めていく」という部分につきましては、

委員から、「転用利益の徴収と地域への還元を基本的な方向として」という記述は強すぎると

の意見がございました。 

 この意見を踏まえまして、赤字のように、「転用利益の徴収と地域への還元をすることので

きる仕組みの実現に向けて更に検討を進めるべきである」と修文しております。 

 ４行目の赤字部分でございます。 

 修正前では10ページの７行目から８行目になるのですが、「転用利益の徴収と地域への還元

が財産権を直接制約するもの」という部分につきましては、表現の適正化の観点から、赤字の

ように「転用利益の徴収が財産権に関わるもの」と修文しております。 

 10行目から12行目の赤字部分でございます。 

 修正前の「なお、転用規制の強化については」で始まる文章につきましては、委員から、転

用利益の徴収については詳細に記述していることとのバランスが悪いとの意見がございました。 

 この意見を踏まえ、「転用規制の強化については、転用期待を抑制する効果は大きいことか

ら、より実効性のある転用規制の枠組みを設けることも中長期的に検討すべきである。ただし、

転用規制の強化は、対象地域の開発を直接規制することになることから、地方自治体の理解を
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深めることに注力すべきである。」と修文しております。 

 後のページ、12ページを御覧ください。 

 19行目から20行目の赤字部分ですが、本日の検討会について記述を追加しております。 

 以上が前回の検討会でお示しした中間とりまとめ案から修正を行った部分でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局からの説明がありましたが、先生方、この間、いろいろと御意見を出してい

ただきまして、私からも大分出しまして、それが基本的には反映されている中間とりまとめ案、

終案になっているかと思います。 

 いかがでしょうか。自分の意見が書き漏れているとか、あるいはもう少しここはこうした方

がいいんじゃないかなどがあれば、遠慮なく御指摘いただければと思います。 

 お願いいたします。 

○委員 久しぶりに出てきたものですから、前回までの経過がわからないところがあります。 

７ページの⑥の留意事項について、留意事項を付け加えたことはよろしいと思いますが、

いくつかの税目との調整ということが書かれており、これを付け加えた意図がわからないとこ

ろがありますので、背景なり理由を教えていただければと思います。 

 １点目の譲渡所得の関係については、例えば転用利益の徴収金を徴収した場合に譲渡益がそ

の分減りますので、譲渡所得税の計算上、取得費に徴収金を加算するといった調整が考えられ

るのでイメージが湧きやすいのですが、一方で、固定資産税や都市計画税は保有税ですので、

徴収金との関係で何か調整すべきことがあるのかどうかイメージが湧かず、ここで中身を詰め

る必要はないと思いますが、どういったことをイメージして、ここへ固定資産税なり、都市計

画税との調整が必要であるということを付け加えたのか、その背景を教えていただければと思

います。 

○事務局 私からお答えしたいと思います。 

前回の検討会で、土地に係る税制との関係についてよく考える必要があるのではないかと

いう御意見を頂戴しました。おっしゃるように、所得にかかる税と、保有にかかる税は、かか

り方が違うと思いますので、そのあたりをきちんと整理することが、まさに整合を図るという

ことに繋がるのではないかと思います。 

 子細な検討はこれからになりますけれども、資産課税に類するものについては、 終的には、

転用利益の徴収とは直接的な関係はないということに、恐らくはなるのだと思います。しかし、
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それを整理するに際して、土地に係る税制との関係を全く考慮しないということではいけない

と、まさに留意事項としてここに整理させていただくということかなということで、前回の議

論を踏まえまして、このように整理しているところでございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員長 この委員会は周辺部分の制度との整合性というのは、あまり気にしないでやってき

たもので、周辺部分について検討しておくべき事柄があるんですよということを検討会として

言っておこうと。おっしゃられるように、保有価値とは少し違うのですけれども、一応意識し

ているんですよということで整理しています。 

 その他、修文が必要な部分がございましたら、どうぞ遠慮なく。全体についての御感想でも

結構です。 

○委員 11ページの２行目、転用利益の徴収と地域への還元をすることのできる仕組みの実現

に向けてというところです。我々は順を追って議論してきたので、この仕組みが想定できます。

しかし、なぜ転用利益を徴収し地域に還元しなければならないのか、具体的にどのように地域

に還元されるのか、徴収されたものがどう使われるのかということが、あまり具体的に書くの

もおかしいですけれども、ここでは相当わかりにくい気がするものですから、ここ以外で詳し

く記述されているところがあれば教えていただければと思います。 

○事務局 まず、なぜ徴収するのか、なぜ農地流動化の促進のために転用利益の徴収を中心と

して、転用期待を抑制しなければならないのかは「１問題意識」に整理しております。究極の

目的は農地の流動化を進めるということになろうかと思います。これから、具体的な枠組みを

試案としてお示しし、出てきた様々な御意見を踏まえて、制度化に向けて検討を進めていくと

いうことになろうかと思います。その際に、大きな目的として農地流動化の促進を据え、それ

に向けた中目標といいますか、どのような理屈でということについては、具体的枠組みとの関

係も含めて考えていかなければならないと思っています。 

 細かい部分につきましては、これから私ども事務方で更に検討を進めていく際の宿題という

ことになろうと考えております。 

 また、どのようにして還元していくのかについては、以前、例えば、地域で活動している団

体を使うといったアイデアもあるんじゃないかという御示唆をいただきました。一方で、こう

いった団体がどのような位置付けになるのかとか、公的なお金を預かって配るといったときに、

どのような主体がふさわしいのかというのは、例えば、補助金などを執行する手法として、Ｎ

ＰＯが出てくるケースもありますし、ＮＰＯに限らず、さまざまな主体が登場するケースもあ
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りますので、あまり決め打ちするのもいかがなものかという議論があったと記憶しております。 

 どのようにして地域に還元するのかということは、どのような形でお金を集めるのかと合わ

せて、技術的な検討になっていくところがあり、他とのバランスなども含めて、今の段階で、

一つの方法、あるいは、一つの団体に限定するといった誤解を招かないよう、ここは私ども事

務方で検討を進めるべきことという整理をさせていただいているところです。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員長 私のほうから申し上げると、この検討会は、転用利益の徴収を中心にしてきました。

転用利益の徴収が中心になっているということは、まさに転用されるその土地についてどうす

るかという議論を中心にしてきたわけです。転用期待を抑制するという、本来の目的からする

と、周辺部分で生ずる地価上昇をどうするのかという議論を、本来はセットですべきところで

す。転用期待を抑制する観点からすると、本来であれば転用利益の徴収と転用規制の強化をセ

ットで、理論的な関係、あるべき制度を考えるべきところですけれども、今回は、転用利益の

徴収が中心になっています。その点は私としてはもう少し議論してみたいなというところはあ

ります。そんな感想を持っております。 

○委員 感想になります。 

 修文された中間とりまとめはこれで結構だと思います。農地流動化の促進の観点からという

ことが題目なので、このとりまとめで十分だと思います。 

農地そのものを保全をしていくということが背景にあって、保全するために流動化を進め

た方がいいと、そういうことだと思いますが、今回、農地保全の問題があまり前面に出ていま

せん。転用利益の徴収と転用規制という二本立てと、その他流動化の促進策となっています。

転用してもいいけれども、その利益を徴収して、他の農地のために使いますよという転用利益

の徴収と、そもそも農地を保全していきましょうという転用規制の強化は、性格が違います。

そこをわかるようにというか、農地保全の観点をもう少し前面に出すのであれば、転用規制の

強化のほうを頭に持ってくるべきだったかもしれません。転用してもいいけど、お金を取るよ

といえば転用しなくなるから、結果的には農地が保全されるということなのだろうと思います

が、その辺の関係がちょっと後ろに隠れてしまったかなと思いました。 

○委員 私からは特にもう追加的に何か申し上げるようなことはありませんが、農地流動化の

現状についての感想を申し述べさせていただければと思います。 

農地流動化の推進のために、この検討会では農地を貸す側について議論をしてきましたが、

実際には受け手がいない地域もかなり多いというのが実情です。ここで検討してきたような仕
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組みを整えることで、農地として、宅地に転用されることなく、間違いなく受け手に渡す体制

は整うことになると思いますが、肝心の受け手がその農地を受けてくれるかどうかについては、

また別途、手立てを考えていかないといけないと感じています。 

 そういう意味で、こうした方向で制度改正が行われたからといって構造改善、すなわち担い

手への農地集積が進むかというと、そうはならないと思います。農地流動化が進まなかった場

合の責任はこの転用規制のあり方にあるということではないということです。農村の現場を回

っていると、農地の受け手の弱体化や不足の問題の方が大きく、むしろこちらを何とかしなけ

ればならないと思っているところです。 

 農地流動化が進まないのは農地制度ではないと責任を回避しているような話となってしまい

ましたが、私は農地の受け手の方が現在は重要な問題となっていると思っています。 

 以上が私からの感想です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 ９回の委員会を持たせていただきまして、先生方には今日の御意見も含めて、本当に貴重な

御意見をありがとうございました。 

 それでは、他に御発言がございませんようでしたら、修文意見はありませんので、本日確認

した修文案をもちまして、中間とりまとめとさせていただきます。 

 事務局から他にございますか。 

 御発言がないようでしたら、あらためまして、中間とりまとめまで来ましたこと、先生方の

御協力に心より御礼申し上げます。どうもありがとうございました。 

 それでは、議事進行を事務局にお返しします。 

○事務局 高橋委員長、委員の皆様、これまでの検討会において、大変貴重な御意見、御審議

いただきまして、ありがとうございました。 

 本日は中間とりまとめにつきましては、農林水産省のホームページに掲載させていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 後に、第９回検討会の閉会に当たりまして、新井農村政策部長より挨拶申し上げます。 

○事務局 先生方には、２年間にわたる熱心な御議論をいただきまして、大変ありがとうござ

いました。また、特に高橋先生には、委員長として議論をとりまとめていただきまして大変あ

りがとうございました。 

 今、 後のまとめにありましたとおり、この検討会のお題が非常に技術的で、かなり焦点の

絞られたテーマでありましたので、先生方が 後におっしゃられましたように、本来であれば
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担い手のあり方や土地利用調整のあり方という大きな枠組みの中で検討されるべき課題だった

のかとも思いますけれども、そういう難しい状況の中でも、本日、中間とりまとめという形で

今後の検討の方向をお示しいただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。 

 検討会としましてはここで一区切りとなりますけれども、農林水産省といたしましては、先

ほど課長からもお話がありましたとおり、中間とりまとめを踏まえまして、具体的施策の実現

に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。委員の皆様方には引き続き御支援、御指

導賜りますよう、お願いしたいと思います。 

 後に長きにわたりまして、御協力いただきましたことに感謝申し上げまして、閉会の挨拶

とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○事務局 以上をもちまして、第９回検討会を閉会させていただきます。 

 ありがとうございました。 

午後２時３９分 閉会 

 


