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食料・農業・農村基本法の改正に際して盛り込むべき視点 

2023 年 3 月 17 日  

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン（FFPJ） 

代表   村上 真平   

 

岸田首相は、2022 年 9 月 9 日に、「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」の会合で、

食料・農業・農村基本法の見直しを指示した。野村農相は、「国民全体の合意形成を重視し

つつ、１年程度かけて方向性を示すと表明」した1。しかし、12 月 27 日の閣議後会見では僅

か半年後の 6 月をめどに改正方向を取りまとめるとの方針が示された2。それに先立つ 9 月

29 日には第 39 回食料・農業・農村政策審議会において「食料・農業・農村基本法検証部会」

を設置することが承認され、早くも 10 月 18 日には第 1 回の検証部会が開催された。その

後、毎月 2 回程度のペースで、検証部会が開催されている。異例なほどの急ピッチで作業が

進められている。こうした状況のなかで、どのように「国民全体の合意」を図れるのかが大

いに危惧される。こうした観点からも、FFPJ は「国連家族農業の 10 年」国内行動計画の策

定作業とともに、その理念と骨子を食料・農業・農村基本法の見直しプロセスと改正方向に

反映させることを求めて、以下のとおり、10 点の提案を行う。 

 

１．ぶれない理念・姿勢、腰を据えた農政の実現のために、熟議型民主主義に基づく討議と

対話のプロセスを提案する 

現在進行中の食料・農業・農村基本法の検証プロセスとそこで提示されている検証の方向

には、1961 年農業基本法から 1999 年の食料・農業・農村基本法の策定に至る過程で表明さ

れた関係者の反省がまったく活かされていないように見受けられる。 

例えば、1995 年 10 月発行の『農業と経済』誌別冊は、武田誠三・大内力・藤谷築次によ

る「特別鼎談 基本法農政の総括と基本法制定に向けての提案」を掲載している3。そこで

は、『協同組合研究会報』30 号(1994 年 12 月)で小倉武一が「基本法農政なんてなかった」

 
1 ⽇本農業新聞電⼦版「⾷料・農業・農村基本法を⾒直しへ ⾷料安保強化 １年程度か
け⽅向性」2022 年 9 ⽉ 10 ⽇（https://www.agrinews.co.jp/news/index/102474）最終アク
セス⽇：2023 年 3 ⽉ 1 ⽇。 
2 農業協同組合新聞電⼦版「『⾷料・農業・農村基本法』改正へ来年 6 ⽉めどに政策⽅針
取りまとめ 野村農相」2022 年 12 ⽉ 27 ⽇。
(https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2022/12/221227-63762.php) 最終アクセス⽇：2023 年 3
⽉ 1 ⽇。 
3 武⽥誠三・⼤内⼒・藤⾕築次 1995「特別⿍談 基本法農政の総括と基本法制定に向け
ての提案」『「新農業基本法」の策定に向けて』（農業と経済別冊）6-24 ⾴。 
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と、基本法と実際の農政との乖離を指摘していたことが紹介されているし、大内力は「基本

的な農業のあり方についての哲学・思想をきちんと持つべき」で、それをしっかりと固めた

上で大原則的なビジョンを提起し、国民に問うことなしに、国民的な合意はありえないと述

べている。また元農政審議会会長の武田誠三は「農業の特質を世の中が忘れてしまっている」

として「農業の役割(｢命の産業｣)を長期的・世界的な視野から考える」ことの必要性を指摘

した。 

要するに、哲学抜きのその場限りの対応や小手先対応に終始する体質に訣別することが

きわめて重要なのである。そのためには拙速な議論を避けて、本質に立ち返った徹底的な議

論と納得、すなわち熟議型民主主義を実現させることが条件となる。このプロセスを経るこ

となしに、国民合意に基づく腰を据えた農政はありえない。 

かつて農林水産省が WTO 農業交渉に向けて多面的機能論・多様な農業論を提案しようと

したときには、地方農政局単位で公開型の討論会や対話集会を何度か開催した。少なくとも、

国民合意の形成に向けた努力をしたことは再度思い起こされてよい。最近しばしばみられ

るトップダウン型の政策決定手段を踏襲することなく、本腰を入れた「国民合意の形成」に

向けたプロセスに立ち戻ることを提案する。 

合わせて、基本法の理念を尊重し、理念とは反するような施策化や運用はしないことを強

く求める。食料・農業・農村基本法においても、しばしば同法の理念と反するような施策が

同基本計画に盛り込まれた。せっかく先進的・意欲的な基本法を作っても、それが形骸化す

るような施策・運用では無意味であるし、国民の不信感を招くことになる。 

 

２．農と食の基本理念の徹底的な再検討を行うことを提案する 

上記 1 と関連して、農と食の理念的検討を行うことが不可欠である。理念の検討に際して

は、これまでの農業政策を貫いている「利潤原理」ではなく「生命原理」に転換することを

提案する。農と食における「生命原理」とは生命を尊重し、生命の仕組みに依拠することを

意味しており、その構成要素として循環（物質循環と生命循環）、多様性、関係性を内包し

ている。 

この観点から考えると、需要対応型の農業生産といった農政から食を考える視点ではな

く、農と食を一体的に把握する食農政策の視点を重視することが求められる。北米のフード

カウンシルや EU の地域圏フードシステムの経験が参考になる。そこでは、食農政策として

環境と分配、健康、公正・社会正義、人権、食の民主主義といった要素が考慮されている。 

 

３．農業の「担い手」像を多様化し、「効率的かつ安定的な経営体」の呪縛から抜け出して、

多様な小規模・家族農業を政策対象として明確に位置づけることを提案する 

1961 年基本法の自立経営の育成以来、農政が中心に置いてきた「担い手」像は、高い生

産性を実現して高い競争力を持つ専業的な農業経営である。「担い手」像を少し広げた第 5

次食料・農業・農村基本計画においても、「効率的かつ安定的な経営体」を「担い手」に据
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えている。確かに、土地利用型農業においてある程度の規模拡大は実現され、大規模経営に

よる土地集積は進んできた。しかし、農業経営体に占める個人経営体(2015 年までの家族経

営体から一戸一法人を除いたもの)の割合は 2020 年時点で 96%と、農業経営体の概念が導入

された2005年の98%とほとんど変わっておらず、やはり日本農業の中心は家族農業にある。

また、規模拡大の反面で大規模経営の世帯主が高齢化しても、その引き継ぎ手がないために、

集積した農地が宙に浮いてしまうという事態も生じている。米価の低迷の下で、規模拡大に

見切りをつけ、高付加価値化や加工に向かう若手経営者も増えている。また、食料・農業・

農村基本法が想定する多面的機能の発揮には、その面的・空間的性格を考慮すると、多数の

担い手が必要であり、少数の大規模経営体だけでは限界がある。 

これらの点から、多彩な小規模家族経営や兼業農家、自給農家、「半農半 X」、さらには非

農業者が部分的に農にかかわる「兼農」を、農業の担い手として明確に政策対象に位置づけ

ることで、総体的な農業の縮小を反転させることが緊急の課題である。第 5 次食料・農業・

農村基本計画では多様な担い手に注目したが、それはまだ農村地域の「担い手」や「支え手」

であって農業の主体として捉えられていない。農業の主体として捉えることで、農村の担い

手が農業の担い手としても活躍しやすくなることに留意されたい。 

重要なことは、「効率的かつ安定的な経営体」に政策資源を集中することではなく、むし

ろ農業の担い手像を転換し、専業主義の呪縛から抜け出て、「モザイク型農業構造」に向け

て舵を切ることである。大きな石としてのプロ農家に加えて、 ｢中核兼業農家｣4、さまざま

の家族農家、半農半 X、「兼農」世帯が協力・連携して農業を行うことで、安定したモザイ

ク状の｢石垣｣をつくることができる。ただし、その協力・連携は、大規模経営の補完、すな

わち機能的な相互依存関係＝協力関係(労働、農業機械、情報・・・)にとどまるのでは不十

分である。「５．」で述べるように、社会的な共生にまで高めないと、大規模経営中心の従来

路線からは抜け出せない。また、社会的な共生の形成・強化には共食と自給が重要な役割を

果たす。 

 

４． 農業の効率性を測定する指標として、エネルギー生産性の視点を導入し、生産資材の

地域化とエネルギー多投型の農業からの転換を提案する 

 食料・農業・農村基本法の見直しの目的のひとつに、食料安全保障の強化が挙げられてい

る。従来は国産に加えて、備蓄と輸入を適切に組み合わせることで食料安全保障の確保を図

るとしてきたが、現行の食農システムがきわめて脆いことがわかったことを奇貨として、そ

の根本的な視角の転換が重要になっている。 

昨今の農業資材の価格高騰を背景に、可能な限り農業資材を国内自給することが目指さ

れているが、それは地域レベルの取組を優先すべきである。地域に重点を置き、さまざまな

 
4  徳野貞夫・柏尾珠紀 2014『T 型集落点検とライフヒストリーでみえる家族・集落・⼥
性の底⼒―限界集落論を超えて』農⼭漁村⽂化協会 



4 
 

有機性廃棄物を資源化して、物質循環の輪と自然エネルギーの分散的・地域内利用を強化す

れば、脱炭素社会の実現に貢献できる。さらに、地域での自給を重視するアグロエコロジー

の視点を導入すれば、脱化学肥料や脱石油エネルギーへの道筋を描くことが可能となる。こ

うした手法を組み合わせて、ライフサイクルの観点からみたエネルギー消費を抑えること

で、エネルギー多投型の農業から転換し、エネルギー生産性を向上させることができる。 

 

５．社会的な共生を形成・強化するために、「共食」と自給の意義を認め、価値の協創を通

じた暮らしやすい農村地域社会の実現を目指す体制を整えることを提案する 

1980 年代に秋田県仁賀保町などで地域自給運動が推進され、また現在でも有機農業運動

の下で自給の強化が試みられている。その意義を拡張し、社会的な共生に高めることで、農

業の継続性とウェルビーイング（幸せに生きること）の高い農村地域社会を実現することが

できる。そのために重要になるのは、食の自給と「共食」である。一緒に農産物を作るより

も一緒に食べること（共食）方が、より連帯感を高め、幸せを感じることができるからだ。 

アメリカ・ニューヨーク州の農業を調査したヨハンによると5、大規模な専業経営でも小

規模自給農家でも、利益の最大化より、仲間たちと一緒に食べて楽しむ方がずっと大事だと

主張している。それは、農産物や持ち寄った料理というモノだけでなく、集まった場でさま

ざまな形で楽しむ文化的自給、さらに同じものを食べることで生まれる共感や愛情にかか

わる社会的側面の自給にまで、自給の幅を広げているからである。 

また、国連食への権利・特別報告者のファクリが書いた 2020 年の中間報告は6、何を、ど

のように、いつ、誰とともに食べるかがコミュニティを決めると述べている。自給は、自給

自足（autarky）ではなく、共同を意味している。だから、競争ではなく共存を奨励する。

こうした観点から、利潤原理の慣行経済ではなく、人間の必要を満たすために機能する市場

の創設が必要だと結論づけ、したがって尊厳・自給・連帯に基づく国際貿易と経済への転換

を勧告している。 

こうした議論から分かるように、社会的な共生の糸口として自給を捉えると、それが共食

と協同による自給網の形成につながり、暮らしの質を充実させることができる。こうして信

頼と尊敬に基づく人間関係が形成されると、地域社会が強化されるので、農業経営にも好影

響を与える。そして、この社会的な共生を仲間の外(地域外)にも拡張することで、お互いに

刺激し合い、新しい価値を共に創り出すことが可能となる。 

 

 
5 Johann, S. 2019 ‘Pockets of peasantness: small-scale agricultural producers in the Central  
  Finger Lakes region of upstate New York’, Agriculture and Human Values 36:837-848 
6 Fakhri, M. 2020 The right to food in the context of international trade law and policy, Note by the 

Secretary, United Nations General Assembly, Distributed on July 22 2020 (FFPJ による⽇本語仮
訳: https://www.ffpj.org/blog/20210706?categoryId=13684) 
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６．食の景観（フードスケープ）の視点を導入することを提案する 

これまでの農業政策には、景観の視点が欠落していた。景観は、その地域の農林漁業のあ

り方を色濃く反映している。里山も、農林漁業と深く関係していることは言うまでもない。

その地域固有の自然環境と社会、歴史、環境の相互交渉の結果が景観である。きちんとした

景観は、農林漁業の健全さを表す指標でもある。景観は国と地域の風格を左右する。この点

からの農政の見直しを提案したい。その際に、食と農と「景観」をシステムとして統合的に

捉える「フードスケープ」（食の景観）の視点が有効である。 

日本においても、すでに国連食糧農業機関（FAO）の世界農業遺産（GIAHS)や農林水産省

の日本農業遺産の認定が行われており、景観も含めた評価が行われている。いずれも、農業

の文化と環境の価値を成立させている多数の仕組みと仕組み同士の関係が認定の対象とさ

れている。仕組みには在来技術、作物、灌漑、草地への火入れなどが含まれ、仕組み同士の

関係としては祭事、慣行、伝統食などがある。重要なことは、これらの要素がばらばらでは

なく、システムとして運用されている点にある。 

GIAHS と日本農業遺産は、文化景観として食と農を一体的に捉え、その地域の個性を尊重

する点に意義がある。言い換えれば、風土性（風水の考え方）ないしテロワールの尊重であ

る。それは地域特有の農林漁業の形態、生産物、それらを使う食文化として表出する。同じ

地場野菜のたねを使って栽培しても、育つ村が変わると特有の形態が失われて、別の野菜に

化けてしまうことは珍しくない。そうであるならば、ユネスコの無形文化遺産に登録された

「和食」の原材料の多くが輸入品である現状を改めるべきだろう。具体的には、ダイズ、コ

ムギ、ソバをはじめとする豆類・穀類、タケノコや山菜などの林産物、魚介・海藻類の国産

を振興することが望ましい。これらの生産は本来日本の風土に適うものなので、生命の力を

発揮しやすく、化学資材の投入を抑えることが期待できる。里山も、生物多様性国家戦略の

視点や地域循環共生圏の視点に加えて、農と食の視点を追加することが必要だろう。 

 

７．農業・農村の持つ多面的機能の発揮と環境価値の増大に向けて、生物多様性の視点を従

来以上に明記・強化することを提案する 

食料・農業・農村基本法では、農業の自然循環機能に言及しているが、それは堆厩肥など

の有機質肥料を中心とした物質循環にとどまっている。それをもっと広義の自然循環に拡

張することが必要である。たとえば、水の大気循環を阻む可能性のある用排水のパイプライ

ン化・コンクリートライニングを抑制することや、生命の循環を念頭に置く旬産旬消の推進、

ゲノム編集技術の農業への適用規制などが考えられる。 

また、食料・農業・農村基本法の多面的機能の発揮は、同法の施策条項に盛り込まれなか

ったという問題に加えて、生物多様性の保全が軽視されていたために、基本計画においても

付け足し的な扱いだった。さらに、現在の農業環境政策は脱炭素に傾斜しすぎていて、生物

多様性の保全とは両立しない施策が強調されている。とくに、稲作の中干の長期化・徹底は

水生昆虫（ヤゴ類を含む）や両生類にとって非常に重大な悪影響を及ぼす危険性が高い。こ
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うした事態を防ぐために、生物多様性の視点を食料・農業・農村基本法に明記するとともに、

通称「みどり法」に環境負荷低減事業だけでなく生態環境増進(強化）事業をもりこむこと

を提案する。 

 生物多様性保全の視点からは、生命情報工学頼みのスマート農業ではなく、生態系（とく

に土壌微生物）の力を活かす「生物スマート農業」の具体化に向けて研究・調査をすすめ、

その拡大・定着を図ることを提案したい。 

 

８．食料・農業・農村基本法にアグロエコロジーの視点を導入することを提案する 

現在、FAO をはじめとする国際機関、ラテンアメリカ、南アジア、アフリカ、EU など世界

的にアグロエコロジーの視点を取り入れた政策やプロジェクトが進行中である。東南アジ

アでもその動きが顕著になりつつある。日本でも、日本流のアグロエコロジーのあり方を研

究し、実践に移す取り組みを強化すべきである。 

ただし、アグロエコロジーは単なる農法技術にとどまるものではなく、生態学をはじめと

する諸科学の知見と、農業生産と流通過程、および食料消費における実践と社会運動を統合

する取り組みであることの確認が重要である。エネルギー消費と環境負荷の削減、生物多様

性の保全、農業・食品加工産業・流通・デリバリーなどの食農システムにかかわる働き手の

人権対策といった広範な領域がアグロエコロジーにかかわっている。 

最近注目を集めている自然資本経営や生物多様性経営との連動も考慮に値するし、山・

川・里・海の連環や流域圏を単位とする農林漁業との連携も重要な視点となる。また、世界

の潮流と軌を一にするようなアグロエコロジー的な都市農業の推進も有力な施策候補であ

る。 

食べる側に目を転じれば、アグロエコロジー的な食べ方（たとえば地産地消、旬産旬消、

低エネルギー・低投入農産物、FEC 自給圏7など）を地域で議論し、政策化することも大切で

ある。とくに、未来の社会の主役となる子どもや若者が学ぶ学校や、健全な食が必須の病院

や少年院・刑務所などの給食に、アグロエコロジーの考え方を反映させ、公共調達で生産者

を支援する政策を求める声が急激に拡大している。 

さらに、アグロエコロジー学校の創設や、教育課程へ組み込むことが重要な選択肢である。

また、大学や試験研究機関において、生態系の力を活かす農法の調査・研究・普及を図るこ

とも提案したい。 

 

９．テクノロジーを冷静に評価し、生命情報工学のイノベーションに過剰な期待を寄せる

のではなく、すでに実践されている民間レベルの技術を整理して横展開を図ることを提案

 
7 FEC ⾃給圏とは、⼈間が⽣きるに不可⽋な⾷料（F）、エネルギー（E）、ケア（C）をで
きるだけ地域で⾃給して⾃律性を⾼めようという実践。内橋克⼈が提唱した。⼭形県置賜
地⽅や滋賀県東近江市などで取り組まれている。 
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する。また、情報主権の考え方を食料・農業・農村基本法に盛り込むことを提案する 

「みどりの食料システム戦略」をはじめとして、近年の農政には不確実な技術革新に依存

する傾向が強い。いつ実現できるのかわからない「計画」は果たして「計画」と呼ぶことが

できるか、根本的な疑問がある。それよりも、すでに民間レベルで実践されているさまざま

な農業技術を、その実践地域の諸条件とともに収集して、データベースを整理し、新しい農

業への転換に向けた情報を提供するほうが早い段階での効果を期待できる。 

生命情報工学に基づく技術開発は、ブラックボックスとなりやすいことに留意して、野放

図な開発に陥らないような規制が必要である。また、技術にかかわる農民的主体性を確保す

る仕組みを構築することが重要である。とくに、スマート農業の一翼を担う ICT 技術で強調

されているビッグデータや肥料の散布、土壌タイプ、さらには技能として蓄積されている暗

黙知の「見える化」などは、データの提供者である農民の主権を確保する態勢づくり、つま

り情報主権の確立が緊急に果たされなければならない。 

現在もてはやされているスマート農業の推進は、「バラ色のテクノロジー信仰」に満ちて

いて、その負の側面や実現の不確実性について口を閉ざしている。また、現段階で実現され

ている自動走行技術やセンサー技術を装備する農業機械はあまりに高額で、小規模・家族農

業を想定しているとは言えない。もっと地に着いた技術開発の方向、たとえば低コストで傾

斜地でも使える畦畔の草刈りロボットなど、小規模・家族農業にたずさわる各種主体の意見

を反映する方向にシフトする必要がある。 

フードテックについても同様で、十分安全性が検証されているとは言えない食品の市場

化には慎重であるべきだし、そのネガティブな側面もきちんと情報を開示する必要がある。

遺伝子組み換えやゲノム編集を利用する技術開発は、「欠陥」のある身体を遺伝子工学や情

報工学で強化しようというトランスヒューマニズムの考え方と通底している。ある意味で

は、優生思想とも関連している。技術開発では、時に立ち止まり自己点検・反省させる政策・

制度が必要であるし、社会実装するためには多面的で慎重な評価が不可欠である。生命を扱

い、人間と生態系の健康に影響する技術である以上、影響の不可逆性を前面に掲げることが

生命原理の農業政策に求められる。 

  

10．縦割り行政を打破して、食と農の政策を統合的・横断的に結びつけることを提案する 

現行の食と農にかかわる政策は、省庁ごとに分割されていて、効果を上げにくくなってい

る。食と農については、農水省、厚生労働省、食品安全委員会、消費者庁がそれぞれ所轄領

域を有しており、加えて学校給食は文部科学省、農村地域の振興は総務省と国土庁、農林・

海面湖沼環境は環境省が関与するというように分野の重なりと専管事項とが併存していて、

非効率的な運営の仕組みとなっている。セクショナリズムの弊害はかねてから主張されて

きたことであり、その改善の努力がなされているとしても、まだまだ不十分である。食料・

農業・農村基本法の見直しをきっかけに、新しい農政の実施体制も検討課題とすることを提

案する。 


