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５．愛知県農業会議５０年の歩み

農業会議と農業委員会の歩みは、農業委員活動をもとに農業・農村の現場の声を積み上げ、系統組織を通じ

て国の農政に反映させるとともに、経済・社会の動きと直結した農業の発展を図るための先導役としての歴史

です。ここでは、そうした視点から農業委員会系統組織の５０年の活動と農政の動きを振り返ってみました。

農業会議、農業委員会系統組織の動き経済・社会と農政の動き農水大臣年次

昭２５

１９５０

昭２６

１９５１

昭２７

１９５２

昭２８

１９５３

昭２９

１９５４

（吉田改造）

 ６ 廣 川 弘 禅

（吉田改造）

 ７　根  本  龍太郎

（吉田改造）

１２     廣 川 弘 禅

（吉田４次）

１０　小笠原三九郎

（　－　）

１２     廣 川 弘 禅

（　－　）

 ３ 田 子 一 民

（吉田５次）

 ５ 内 田 信 也

（　－　）

 ６  保   利茂 茂

一

 ６　朝鮮戦争勃発

 ３　農業委員会法公布・施行

 ７　第１回農業委員統一選挙

 ９　生産者米価算定に所得パリティ

方式採用

 ３　農林省、食糧増産５ヶ年計画発

表

 ４　砂糖の統制を撤廃

 ７　農地法公布（１０月施行、農地改

革の諸原則の恒久化ほか）

 １　農林省、「農業団体等の制度に関

する件」（団体再編成の三原則）を決

定、農委、農協に通知

１０　第１７臨時国会（救農国会）召集

１２　最高裁、農地買収価格は正当補

償と判決（農地改革違憲問題に決

着）

 ３　日米ＭＳＡ援助協定調印

 ６　改正農業委員会法成立（法律名

を「農業委員会等関する法律」と

改称、全国農業会議所の新設、都

道府県農委員会に代えて都道府県

農業議を設置）

 ６　改正農協法成立（１０月に施行、

 ７　市町村農地委員会解散

 ８　都道府県農業委員選挙

 ９　全国農業委員代表者会議、中央・地方

農業委員会協議会の結成、農業委員会の

強化を決議

１１　全国農業委員会協議会創立総会　　　

 ２　組織紙「農業委員会報」を創刊、その

後「農業委員新聞」を経て５月に「農業

委員会新聞」に改題

１２　農業委員会全国代表者会議、農業団体

制度に関する要請、農業委員会の拡充強

化等を決議

 ６　全国農委協主唱で、凍霜害対策全国農

民大会を開催

１０　組織紙「農業委員会新聞」を「全国農

業新聞」と改題

１０　救農国会対策全国農業委員会代表者会

議

 ９　愛知県農業会議創立総会で初代会長に

田辺秀世氏、第一回総会で第２代会長に

桑原幹根氏（知事）を選任

 ９　都道府県農業会議会長連絡会（第１回）、

米価問題を要請

１０　全国農業会議所創立総会（１１月に設立

認可）

１１　全国農業協同組合中央会設立　　　　
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昭３０

１９５５

昭３１

１９５６

昭３２

１９５７

昭３３

１９５８

（鳩山内閣）

１２     河 野 一 郎

（鳩山２次）

 ３ 河 野 一 郎

（鳩山３次）

１１     河 野 一 郎

（石橋内閣）

１２　井  出  一太郎

（岸　内閣）

 ２　井  出  一太郎

（岸　改造）

 ７ 赤 城 宗 徳

（岸　２次）

 ６ 三 浦 一 雄

新たに全国農業協同組合中央会、

都道府県農業協同組合中央会を設

置）

 １　農林省、食糧増産６か年計画を

作成

 ５　米の予約売渡制実施（供出割当

制は廃止）を閣議決定

 ５　日米間で米国余剰農産物買付協

定調印

 ９　日本ガット加盟

１０　愛知用水公団設立

※　景気上昇、神武景気（～３２年上

期）始まる

 ２　河野農林大臣、米の統制撤廃を

言明

 ４　新農山漁村建設総合対策要綱を

閣議決定

 ７　経済白書で「もはや戦後ではな

い」と宣言

１２　日本、国際連合に加盟

 ５　徳島県勝浦町で有限会社新紅園

設立登記（農業法人問題の発端）

 ８　農林省「農林水産業の現状と問

題点」いわゆる農林白書を発表

１２　経企庁、「神武景気」から「な

べ底不況」に景気後退を発表　

　

 ６　全国土地改良事業団体連合会設

立

 ８　国営八郎潟干拓事業着工

１２　全国農業会議所、全国農業協同組合中

央会と共同で、食糧増産政策確立を建議

 ２　愛知県農業協同組合中央会設立

 ３　全国農業会議所総会で農業委員会制度

の強化等を決議

 ４　全国農業会議所臨時総会、農林大臣諮

問「現下の町村合併の進行に鑑み農政浸

透上とるべき方策」

 ５　愛知県市部農業委員会長会議開催

 ８　全国農業会議所、内地米消費者配給の

増配を要望

１０　全国農業会議所臨時総会、農林大臣諮

問に「農政団体の設置と農業委員会の農

振計画の樹立等」を答申

 ２　都道府県農業会議会長会議、新農業団

体設立促進を決議、新農村建設計画に関

し要望

 ６　愛知県農業会議、農協中央会など関係

８団体で愛知県農業課税協議会を設立

 ６　全国農業会議所、全国農協中央会と米

価要求全国農民大会を開催

 ９　愛知県農業会議総会、第３代会長に田

辺秀世氏を選任

 

 ２　全国農業会議所総会、農林大臣諮問

「農業委員会における農振計画の樹立及

び実施上の対策」

１２　全国農業委員代表者会議、農林漁業基

本法制定等を要望

１２　愛知県農業委員大会を名古屋市で開催、
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昭３４

１９５９

昭３５

１９６０

昭３６

１９６１

昭３７

１９６２

（岸　改造）

 ６ 福 田 赳 夫

（池田内閣）

 ７ 南 条 徳 男

（池田２次）

１２     周 東 英 雄

（池田改造）

 ７ 河 野 一 郎

 ２　三浦農林大臣、農業法人は自作

農主義の建前から認めがたいと参

議院で答弁

 ５　農林漁業基本問題調査会発足

 ９　台風１５号（伊勢湾台風）襲来、

東海地方を中心に死者５千余人、

被災家屋５７万戸で明治以来最大の

被害となる

１０　農林省、農地転用許可基準を制

定

※　この年下期から昭和３５年下期に

かけていわゆる岩戸景気

 ４　経済同友会、日本農業に対する

見解を発表

 ５　農林漁業基本問題調査会、農業

の基本問題と基本対策を答申

 ６　政府・貿易為替自由化計画大綱

を発表

 ９　ＮＨＫ、民放、カラーテレビ放

送を本格開始

１２　国民所得倍増計画を閣議決定

 ４　農協合併助長法成立

 ４　経企庁、初の「物価白書」を公表

 ６　農業基本法公布、施行

 ７　大豆の輸入自由化を実施

 ７　河野農林大臣、食管制度改革を

発表

 

９　愛知用水（総延長１１２㎞）が完成

 ２　農業構造改善事業スタート

 ２　東京都が世界初の１,０００万人都

市に

農業基本法制定の要望等を決議

 ６　全国農業会議所総会、農業法人の法制

化促進等を決議

１１　全国農業会議所総会、農村過剰人口対

策を建議

１２　全国農業委員代表者会議、農業基本法

の制定促進を要望

 ４　愛知県農業会議第４代会長に池田駒平

氏を選任

 ８　農業団体、河野構想に反対表明、反対

運動

 ８　都道府県農業会議会長会議、食管制度

改革（河野構想）に統一見解を発表、農

業委員会制度強化等を要望

 ９　全国農業会議所総会、農業基本法関連

法の早期制定を要望

 ２　全国農業会議所総会、農林大臣諮問

「農業基幹労働力の流出に伴う具体的方

策」
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昭３８

１９６３

昭３９

１９６４

昭４０

１９６５

（池田改造）

 ７ 重 政 誠 之

（池田改造）

 ７ 赤 城 宗 徳

（池田３次）

１２     赤 城 宗 徳

（池田改造）

 ７ 赤 城 宗 徳

（佐藤内閣）

１１     赤 城 宗 徳

（佐藤改造）

 ６ 坂 田 英 一

 ６　生鮮食料品価格安定対策を閣議

決定

１０　全国総合開発計画を閣議決定

１１　第１回農業祭挙行

※　農村の労働力事情さらに悪化

「三ちゃん農業」が広く聞かれる

ようになる

 １　北陸地方に大雪（３８豪雪）、東海

地方でもかんきつなどに大きな被

害

 ４　バナナ等２５品目輸入自由化を実

施

 ５　農林省、地方農政局を設置

 ６　ＦＡＯ、第１回世界食糧会議を

ワシントンで開催

※　この年、水稲品種「ササニシキ」

（宮城農試）、「日本晴」（愛知農試）

を発表

 ２　経済同友会、「農業近代化への

提言」を発表

 ３　租税特別措置法の改正で、農地

等の生前一括贈与に贈与税の納税

猶予の特例認められる。

 ９　日本初の高速道路・名神高速道

路が開通

１０　東海道新幹線（東京～新大阪）が

開通

１０　八郎潟干拓地に大潟村誕生　

１０　東京オリンピック開催　　　　

 ６　愛知県農協中央会・森八三一会

長、全国農協中央会長に就任

 ９　都道府県農業会議会長会議、農業課税

特別措置を要望

１２　全国農業委員代表者大会、農業基本法

関連諸施策の充実強化等を要望

 ３　農業会議総会１０支部設置などを決定

 ３　全国農業会議所総会、農地等固定資産

の評価改訂等に関して要望

 ８　全国農業会議所総会、農林大臣諮問に

「農業基幹労働力の流出に伴う後継者対

策」を答申

 ８　愛知県農業コンサルタント協会設立

 ９　愛知県農業会議第５代会長に日高啓夫

氏を選任

１２　全国農業委員代表者大会、土地と農業

を守る運動の推進、農業生産緑地の制度

化を要望、開放経済体制下における農業

近代化促進を要望

 ３　全国農業会議所、家族協定農業の普及

推進に伴う法制上の必要措置に関して要

望

１１　愛知県農業会議創立１０周年記念大会を

愛知文化講堂で開催

 ３　全国農業会議所総会、農地管理事業団

法案の成立促進、酪農の基本政策確立を

決議

 ４　全国農業会議所役員会、離農転職対策

に関し建議
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昭４１

１９６６

昭４２

１９６７

昭４３

１９６８

（佐藤改造）

 ８ 松 野 頼 三

（佐藤改造）

１２     倉 石 忠 雄

（佐藤２次）

 ２ 倉 石 忠 雄

（佐藤改造）

１１     倉 石 忠 雄

（佐藤改造）

 ２ 西 村 直 己

（佐藤改造）

１１　長谷川  四  郎

 ９　農林省、土地改良長期計画を決

定

１１　中国文化大革命始まる　　　　

※　農業人口９００万人、初めて１,０００

万人を割る。

 ３　経済同友会「明日の農業への展

望」を提言

 ４　愛知県農業総合試験場を長久手

町に設置

 ５　物価問題懇談会、米価問題で政

府に消費者保護を勧告

１２　農林省、構造政策推進会議の設

置を決定

 ４　豊川用水通水

 ６　ケネディ・ラウンド調印

 ７　ＥＣ発足

 ７　米価審議会、２年連続無答申

 ９　物価安定推進会議、米価につい

ての提言

１２　経済同友会、米価対策と食管制

度の改善を提言

 ６　都市計画法公布（４４.６施行）

 ６　改正農地法公布（４４.６施行、市街

化区域内の農地転用は届け出制

に）

 ７　西村農林大臣、総合農政の展開

を臨時省議で指示

 ７　経済同友会、生産者米価抑制、

間接統制への移行推進を声明

１１　財政制度審議会「食管制度は間

接統制に移行すべきである」等の報

告を発表

１１　５２年を目標とする「農産物の需

１０　都道府県農業会議会長会議、災害対策、

農業電力料金、国鉄運賃問題を要望

 ２　全国農業会議所総会、農林大臣諮問

「農業構造改善の促進方策」

 ４　愛知県、米の３割増産運動を展開

 ６　米価要求全国農業委員代表者会議

 ９　全国農業会議所総会、農林大臣諮問に

「家族協定農業の制度化等農業経営近代

化法の制定」を第１次中間答申

 ３　全国農業会議所総会、農林大臣諮問に

「農業構造改善事業の次期対策」を第２

次答申

 ５　全国養鶏経営者会議結成

 ９　全国農業会議所総会、農林大臣諮問に

「農地制度の改正、農業者年金制度の創

設、離農転職対策等」を答申

 ４　農業者年金制度確立全国大会

　　（１０,０００人参加）

 ７　全国農業会議所、農業委員会等組織を

弱める地方行政改革案反対を要望

 ７　農業会議、農協中央会、土地改良事業

団体連合会で、県都市農政対策協議会を

結成
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昭４４

１９６９

昭４５

１９７０

（佐藤３次）

１ 倉 石 忠 雄

要と生産の見通し」を閣議決定、

５２年の米需要は１,２４４万㌧と予測

※　４３年１０月末政府在庫７４４万㌧、

うち３５,２９７㌧が古米で、異常在庫

が問題化

 １　農林省、稲作転換対策を発表

 ２　農林省、４４年度以降の新規開田

抑制措置実施要領を決定

 ５　米穀自主流通制度要綱を閣議決

定、自主流通米制度発足

 ６　経企庁、国民総生産（約５２兆円）

西側世界第２位と公表

 ７　農業振興地域の整備に関する法

律公布

 ８　農林省、都市計画法による市街

化区域・市街化調整区域区分の農

林漁業との調整措置に関する方針

を通達

 ８　農林省、農地保有合理化法人を

各都道府県に設置を発表

 ９　田中角栄自民党幹事長、農地法

全廃論を言明

１０　農林省、市街化区域内の農地転

用許可制を届出制に変更を通達

１１　産業計画会議、「日本の食糧・農

業政策の課題と基本方向」を発表

※　好景気が継続し、いざなぎ景気

と呼ばれる

 ２　農林省、水田についての農地転

用許可基準の緩和に関する暫定措

置を通達（国、県道の両側１００㍍以

内の転用規制緩和）

 ２　農林・通産・労働の各省、４５年

度に約２０万戸の農業者を離職又は

他産業へ転職させる方針を決定

 ２　総合農政基本方針を閣議決定

 ３　日本万国博覧会（大阪）開幕

 ５　農地法・農協法の改正成立

 ５　農業者年金法公布、施行

１２　食管制度改悪阻止全国１００万人大行動、

中央総決起大会

 ２　全国農業会議所、新都市計画法の施行

に伴う農業問題を要望

 ６　米価要求全国農業委員代表者会議、米

価及び構造政策法案成立促進等を要望

 ９　都道府県農業会議会長会議、米の生産

調整は休耕を避けるよう意見を発表

１２　都道府県農業会議会長会議、食管制度

堅持のための米生産調整に協力を決定

 ２　全国農業会議所、米の生産調整に伴う

農地転用許可基準緩和に警告

 ２　都道府県農業会議会長会議、総合農政

の具体化と農業者年金制度等を要望



－４７－

農業会議、農業委員会系統組織の動き経済・社会と農政の動き農水大臣年次

昭４６

１９７１

昭４７

１９７２

昭４８

（佐藤改造）

 ７ 赤 城 宗 徳

（田中内閣）

 ７ 足 立 篤 郎

（田中２次）

１２     桜 内 義 雄

 ８　地価対策閣僚協議会で、市街化

区域内農地の固定資産税、都市計

画税を宅地並みに引き上げを決定

１０　農地法の改正により、小作料統

制額を廃止し標準小作料制度を導

入

※　穀物の自給率５０％を切り４８％に

※　この年、昭和４０年来の大型景気

（いざなぎ景気）崩れる

 １　農業者年金制度スタート

 ３　改正地方税法公布・施行（市街

化区域農地の固定資産税、宅地並

み課税決まる）

 ６　グレープフルーツ等２５品目の輸

入自由化を実施

 ７　果樹農業危機突破全国生産者大

会、グレープフルーツ自由化補償

要求等を決議

 ８　対㌦・レート変動為替相場制へ

移行

１０　牛、豚、豚肉など１７品目の輸入

自由化を実施

 １　農林省、標準価格米制度を創設

 ３　全販連、全購連が合併し、全農

設立

 ４　消費者米価の物価統制令適用廃

止、標準価格米制度へ

 ６　田中角栄通産大臣「日本列島改

造論」を発表

 ６　農林省、鶏卵の生産調整で３,０００

羽以上の飼養農家を登録、指導を

強化

１２　農林省、構造改善局、農蚕園芸

局、食品流通局等を設け機構を改

革

 ２　全国鶏卵生産出荷調整会議、全

 ９　全国農業委員会会長大会、総合農政の

本格的展開等を要望

１０　都市地域農業確立全国農業代表者大会

（宅地並み課税反対と生産緑地の制度化

を要望）

１１　愛知県農業会議、農業委員会発足２０周

年を記念し各支部で農政懇話会を開く

１２　全国農業会議所、全国都市地域農業確

立対策協議会、宅地並み課税実施の地方

税法改正案の国会提出見送りを緊急要望

 ９　愛知県農業会議総会で「農業施策に関

する要望」を決議

１２　全国農業委員会会長大会、経済政策の

転換と農政の基本路線の確立を要望

 ２　都市農業確立・農地の宅地並み課税反

対・新都市計画法改正全国農委農協代表

者大会

 ２　刈谷市でカドミウム汚染米が発生

 ３　都道府県農業会議会長会議、市街化区

域内農地の宅地並み課税反対を要望

 ７　全国農業会議所、田畑価格を発表、全

国平均で前年より２２％上昇、４６年の対前

年上昇率は３１％で、この年から地価急騰

始まる

 ９　全国農業会議所総会、田中内閣の農政

路線確立等を要望

 ９　全国養豚経営者会議設立

１　全国農業委員会会長大会、「土地と農



－４８－

農業会議、農業委員会系統組織の動き経済・社会と農政の動き農水大臣年次

１９７３

昭４９

１９７４

昭５０

１９７５

（田中改造）

１１     倉 石 忠 雄

（三木内閣）

１２　安  倍  晋太郎

国一律５％削減決める

 ４　地方税法の改正成立（三大都市

圏内市街化区域内農地の宅地並み

課税）即日施行

 ９　特定市街化区域農地の固定資産

税の課税の適正化に伴う宅地化促

進臨時措置法成立

１０　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）原油

の生産供給制限、価格の引き上げ

決定、第１次石油ショック、物価

狂乱へ

１１　石油、電力２０％カットなどの緊

急対策決定、物価上昇対策として

国民生活安定措置法公布

１１　政府、農地の３０万㌶転用方針を

決定

 １　国民生活安定措置法で家庭用灯

油・ＬＰガスに標準価格設定

 １　農林省、農業用石油確保措置を

発表

 ５　生産緑地法成立

１１　国連、ローマで世界食糧会議開

催

１１　「あいちの農林漁業展」を吹上

ホールで開催

１１　愛知県農業経営士協会設立

 ２　愛知県知事に仲谷義明氏当選

 ３　改正租税特別措置法成立（１月

遡及適用、農地等の相続税納税猶

予制度創設）

 ４　ベトナム戦争終結

１１　第１回サミット（主要先進国首

脳会議）をフランスのランブイエ

で開催

業を守る運動」推進等を決議

 １　全国農協代表者大会、農産物自由化阻

止を決議

 １　都市農業確立・農地の宅地並み課税阻

止全国農協・農委代表者大会

 ３　愛知県農業会議総会で「土地と農業を

守る運動の推進」について決議

 ４　全国農業会議所、地方税法改正（三大

都市圏の宅地並み課税）の成立に抗議

 ５　オレンジ、果汁自由化阻止全国生産者

大会

 ９　愛知県農業会議総会で「農業振興に関

する要望」を決議

 ４　日園連、ミカン危機突破全国生産者大

会

 ９　愛知県農業会議総会で「農家の相続税

の軽減措置に関する要望」を決議

１１　愛知県農業会議創立２０周年記念大会を

吹上ホールで開催

１２　全国農業会議所２０周年記念式典

 ２　農地等相続税猶予制度の法制化促進農

委・農協代表者大会

 ３　全国農業会議所総会、食糧農業に関す

る基本政策の確立等を決議

 ９　全国農業会議所総会、農林大臣諮問に

「農畜産物の自給度向上のための生産増

強対策」を答申

 ９　愛知県農業会議第６代会長に石川松次

郎氏を選任



－４９－

農業会議、農業委員会系統組織の動き経済・社会と農政の動き農水大臣年次

昭５１

１９７６

昭５２

１９７７

昭５３

１９７８

（三木改造）

 ９ 大 石 武 一

（福田内閣）

１２     鈴 木 善 幸

（福田改造）

１１     中 川 一 郎

（大平内閣）

１２　渡  辺  美智雄

１１　仲谷愛知県知事「財政危機」の

緊急声明を発表

 ６　経済企画庁、４９年度のＧＮＰ、

戦後初のマイナス成長と発表

 ９　台風１７号（戦後最大の雨台風）

西日本来襲（農林水産業の被害総

額３,１９３億円に達す）

 ９　国土庁、全国遊休土地実態調査

結果を発表

 ３　米ソ両国、２００海里漁業専管水

域を実施

 ８　農林省、米国産サクランボの輸

入自由化を決定

 ９　王貞治選手が７５６本塁打を記録、

９月５日に「国民栄誉賞」第１号

を受賞

１０　農地改革３０周年記念式典

１２　秋冬野菜の暴落で初の「市場隔

離」を実施

※　農林省試験研究機関、筑波農林

研究団地に移転始まる

 ５　新東京国際空港開港（成田）

 ７　農林省、「農林水産省」と改称

 ７　改正農産種苗法を公布（種苗法

と改称、植物新品種保護制度の創

設）

１２　日米農産物交渉妥結（５５年から

５８年までのオレンジ、オレンジ・

グレープフルーツ果汁、高級牛肉

の輸入拡大等）

 ３　全国農業会議所総会、農林大臣諮問

「農業構造の改善を進める方向と方策」

 ９　全国農業会議所、農外資本による買収

土地利用・開発の実態調査結果を発表（未

着工４７.９％の半数は開発の見通しなし）

１１　全国稲作経営者会議設立

 ７　愛知県農業会議、イネミズゾウムシ対

策を要望

 ８　全国農業会議所臨時総会、農林大臣諮

問に「農業構造改善の推進方策」を答申

１１　全国農協中央会、農産物輸入自由化と

枠拡大・関税引き下げ反対緊急全国農協

代表者大会

 ５　全国農協中央会等全国連６団体、農産

物輸入自由化・枠拡大反対全国農協代表

者大会

 ８　愛知県農業会議総会「農地の固定資産

税に関する要望」を決議

 ９　日園連・全果連オレンジ・果汁の自由

化、輸入枠拡大阻止全国生産者大会

 ９　農地固定資産税増税反対・宅地並み課

税粉砕全国農協・農委代表者大会

１２　全国農業会議所、オレンジ・果汁・牛

肉等の輸入自由化、枠拡大、関税引き下

げ反対を要望



－５０－

農業会議、農業委員会系統組織の動き経済・社会と農政の動き農水大臣年次

昭５４

１９７９

昭５５

１９８０

昭５６

１９８１

（大平２次）

１１     武 藤 嘉 文

（鈴木内閣）

 ７ 亀 岡 高 夫

（鈴木２次）

１１     田 沢 吉 郎

１０　愛知経済連・石川正平会長、全

農会長に就任

１０　全国農協大会「１９８０年代日本農

業の課題と農協の対策」を決議（８０

万㌶のコメ生産調整を見込む）

 ４　衆参両議院で「食糧自給力強化

に関する決議」を採択

 ５　農地三法（農用地利用増進法、

改正農地法、改正農委法）成立

 ５　ＪＯＣ、モスクワオリンピック

への不参加を決定

 ７　滋賀県の「琵琶湖富栄養化防止

条例」施行、全国で初めて

１０　農林水産省、冷夏による農作物

被害が６,９１９億円と発表

 ３　第二次臨時行政調査会（第二臨

調）発足

 ４　農林水産省１００周年記念式典

 ７　総合研究機構（ＮＩＲＡ）、「農

　業自立戦略の研究」を発表

１０　「世界食糧デー」ＦＡＯの提案

で設置

 ３　愛知県農業会議総会、知事諮問「地域

農業問題と農政対応」に対する答申を決

定

 ６　「米価要求・農業の危機を突破する食

糧・農業基本政策の確立」全国農業委員

会会長代表者大会

 ８　全国農業会議所臨時総会、農林水産大

臣諮問に「基本農政の確立と総合的振興

計画の推進等」を中間答申

 ９　愛知県農業会議総会「農業用石油の確

保に関する要望」を決議

 ３　都道府県農業会議会長会議、農用地利

用増進法の制定と農地法、農業委員会法

制度改正の早期実現を要望

 ３　愛知県農業会議総会、知事諮問「ブ

ロック農政の推進方向と農政対策に関す

る答申」可決

 ７　食糧自給力強化・要求米価実現全国農

業委員会会長代表者大会

 ９　全国農業会議所臨時総会、農林水産大

臣諮問に「農業・農村の総合的振興計画

の確立、推進」を答申、異常気象による

農業災害対策を緊急要望

１０　愛知県農業会議総会、第７代会長に�

川博氏を選任

 ３　愛知県農業会議総会で「農地三法実施

に伴う農業委員会組織の強化に関する要

望」を決議

 ７　農業危機突破・要求米価実現全国農業

委員会会長代表者大会

 ８　愛知県農業会議総会で「都市農業の保

全育成に関する建議」を採択

１２　全国農業委員会会長大会、農産物の輸

入自由化・枠拡大阻止並びに行財政改革

への対応等を要望
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農業会議、農業委員会系統組織の動き経済・社会と農政の動き農水大臣年次

昭５７

１９８２

昭５８

１９８３

昭５９

１９８４

昭６０

１９８５

（中曽根内閣）

１１     金 子 岩 三

（中曽根２次）

１２　山  村  新治郎

（中曽根改造）

１０     佐 藤 守 良

 １　米穀購入通帳の廃止

 ４　愛知県米麦振興協会発足

 ５　第二臨調、農業補助金削減を求

める報告、農業合理化を要求する

報告を提出

 ７　第二臨調、行財政改革第３次答

申（基本答申）（農業については

生産者米価抑制、転作奨励金問題

等）

 ２　愛知県知事に鈴木礼治氏当選

 ３　名古屋市中央卸売市場北部市場

開場（枇杷島市場閉鎖）

 ７　アメリカ政府、日本の農産物の

残存輸入制限１３品目をガット違反

で提訴

 ７　臨時行政改革推進審議会発足

 １　農水省「新稲作運動」を展開

 ４　日米農産物交渉決着（６２年度ま

で毎年高級牛肉６,９００㌧、オレンジ

は１１,０００㌧輸入枠拡大等）

 ４　愛知県立農業大学校開校

 ６　韓国からコメ１５万㌧を緊急輸入

 ６　日本人の平均寿命が女７９.８歳、

男７４.２歳で「世界一の長寿国」と

厚生省発表

 ３　「科学万博・つくば８５」が筑波

研究学園都市を会場に開催

 ４　民営化で日本電信電話会社（Ｎ

 ３　全国農業会議所に農産物輸入自由化等

阻止対策本部を設置

 ３　愛知県農業会議総会で「農産物の貿易

自由化・輸入枠拡大阻止に関する要望」

を決議

 ５　農産物輸入自由化阻止愛知県代表者大

会を豊橋市で開催

 ７　農業危機突破・稲作経営確立全国農業

委員会会長代表者大会

 ７　愛知県農業会議総会、知事諮問「農地

の流動化と行政対応について」答申案決

定

 ８　全国稲作経営者会議「稲作経営者とし

て勝ち残る道」を提言

 １　農林水産１９団体対策本部、農産物自由

化輸入枠拡大阻止全国農林漁業者総決起

大会（１万人参加）

 ６　愛知県農業会議の�川博会長、参議院

議員に当選

 ９　全国養鶏経営者会議、商社・養鶏の大

規模ヤミ増羽阻止全国大会を開く

 １　農林水産１９団体対策本部、牛肉・オレ

ンジ等農畜産物輸入自由化・枠拡大阻止

全国農林漁業者総決起大会

 ９　都道府県農業会議会長会議「農地を守

り有効利用する運動推進要領」を決定

１２　愛知県農業会議創立３０周年記念大会を

愛知文化講堂で開催

 ７　国民食糧の安定確保・稲作経営確立全
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農業会議、農業委員会系統組織の動き経済・社会と農政の動き農水大臣年次

昭６１

１９８６

昭６２

１９８７

昭６３

１９８８

（中曽根２次）

１２　羽    田　  孜

（中曽根３次）

 ７ 加 藤 六 月

（竹下内閣）

１１     佐    藤　  隆 

ＴＴ）と日本たばこ産業会社（Ｊ

Ｔ）が発足

 ３　国土庁「２０００年までに農地１００

万㌶が動く」と発表

 ４　国際協調のための経済構造調整

研究会、内需主導型経済体制への

転換を提言（前川レポート）

 ９　米国精米業者協会（ＲＭＡ）、日

本のコメ輸入制限を不当として米

国通商代表部に提訴

１１　農政審議会「２１世紀へ向けての

農政の基本方向」～農業の生産性

向上と合理的な農産物価格の形成

を目指して～を報告

１２　国土庁、投機的土地取引規制の

強化など提言

 １　経団連「米問題に関する提言」

を発表

 ４　国鉄、分割・民営化でＪＲに

１０　地価高騰を抑えるため「緊急土

地対策要綱」を閣議決定

１１　農林水産政務次官に�川博参議

院議員（愛知県農業会議会長）就

任

 ３　農水省、毎年３月１０日を「農山

漁村婦人の日」とすることを提唱

 ３　世界最長の青函トンネルが開通

（５３.８５㎞）

 ４　瀬戸大橋が開通

 ６　牛肉・オレンジ自由化問題、３

国農業委員会長代表者大会

 ８　愛知県農家花嫁花婿対策連絡協議会が

発足

 ９　全国農業会議所臨時総会、農林水産大

臣諮問に「自立経営農家等登録制度、新

しい農地管理システム等２１世紀を展望し

た農業構造政策」を第１次答申

 ５　構造政策を推進する運動母体として、

全国構造政策推進会議が発足

 ７　愛知県構造政策推進会議が発足

 ９　全国農業会議所臨時総会「構造政策の

基本方針の策定など」第２次答申

 ３　全国農業会議所「各種土地規制緩和・

課税強化論に対する意見」をまとめ、政

財界の提言に反論

 ７　米価３１年ぶりに引き下げ

 ９　全国新規就農ガイドセンター開所

 ９　全国農業経営者協会「産業として自立

し得る農業経営を確立・発展させるため

に」と題する提言を発表

 １　農産物輸入自由化・枠拡大阻止対策本

部、消費者団体合同で「１２品目等自由化

反対農業者・消費者総決起大会」を開く

 １　全国農業会議所「ごはんをあと一杯た

べよう」国民運動を起こす

 ３　全国農業会議所臨時総会「自由化阻止
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昭６４

平元

１９８９

平２

１９９０

平３

１９９１

（竹下改造）

１２　羽    田　  孜

（宇野内閣）

 ６　堀之内  久  男

（海部内閣）

 ８ 鹿 野 道 彦

（海部改造）

 ２ 山 本 富 雄

（海部２次）

１２     近 藤 元 次

年後に完全自由化で日米が合意、

日豪間も合意７農産物１２品目問題

をめぐる日米交渉が決着

 ９　衆・参本会議で「コメの自由化

反対に関する決議」を採択

 ９　万国家禽会議を愛知県内で開催

１０　経済同友会「コメ改革の目標と

方策」を提言

１２　自治省、ふるさと創生事業（市

町村に一律１億円配分）を発表

 １　昭和天皇崩御、元号が「平成」

となる

 ４　消費税（３％）スタート

 ４　東京都中央卸売市場大田市場が

開場

 ８　「２１世紀愛知県農林水産業ビ

ジョン」策定公表

 ９　農林水産省、農家子弟の新規学

卒就農者は２,１００人と発表

 ４　花の万博（国際花と緑の博覧会）

が大阪で開幕

 ４　農林水産省、利用権設定面積の

累積は２５万５,０００㌶と発表

 ６　市民農園整備促進法公布

 ８　（財）自主流通米価格形成機構発

足

 ４　牛肉とオレンジの輸入自由化実

施

に関する要望」を決議

 ６　自給力の強化、農業構造の整備推進全

国農業委員会会長大会を開く

１１　都道府県農業会議会長会議「コメの自

給政策堅持の要望」を決議

１２　全国農協中央会「２１世紀を展望する農

協の基本戦略」を決定

 １　総務庁、農業委員会等の運営に関する

調査結果に基づき、農林水産省に勧告

 ６　自給力の強化、農政の基本確立全国農

業委員会会長代表者集会を開催

 ９　全国農業会議所臨時総会「農村地域整

備の確立と山村および過疎地域活性化の

促進について」第２次答申

 ９　全国農業委員会都市農政対策協議会

「最近の市街化区域内農地問題をめぐる

動きについての見解」を発表

１２　全国農業委員会会長定期大会で「農業

委員会憲章」を決定

 ４　全国農業会議所、全国農協中央会「農

業者年金基金法改正案早期成立、農委・

農協代表者集会」を開く

 ６　「２１世紀村づくり塾」が発足

 ９　全国農業会議所臨時総会「ガット農業

交渉への強力な対応に関する決議」を決

定

 ９　愛知県稲作経営者会議、会員６３人で発

足

１０　全国農業会議所、全国農協中央会、市

街化区域内農地対策等で「全国農協・農

委代表者決起大会」を開く

 ３　全国農業会議所総会「新たな農業の担

い手像、担い手育成対策」で農林水産大
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平４

１９９２

平５

１９９３

（宮沢内閣）

１１　田名部   匡 省

（宮沢改造）

１２　田名部   匡 省

（細川内閣）

 ８　畑　  英 次 郎

 ６　雲仙・普賢岳が２００年ぶりに噴火、

最大規模の火砕流が発生し、死者

４３人、行方不明者を出す

 ８　平成２年の全国の新規学卒就農

者２千人を割る

１０　（財）愛知県農業振興基金設立

１２　ガットのダンケル事務局長、例

外なき関税化の合意案を発表

 ３　農林水産省、１９９１年の農林水産

物輸入額（５２７億 ㌦）が史上最高

を記録したと発表

 ３　経団連「２１世紀に向けての農業

策のあり方」を提言

 ４　かんきつ果汁の輸入自由化実施

 ４　農水省に環境保全型農業対策室

を設置

 ４　農協の愛称を「ＪＡ」に変更

 ６　国連環境開発会議（地球サミッ

ト）をブラジルで開く

 ６　農林水産省「新しい食糧・農

業・農村政策の方向」を決定

 ９　農水省、有機農産物表示でガイ

ドラインを設定へ

 ３　農林水産省、利用権設定面積の

累計は３０万７,０００㌶と発表

 ６　農用地利用増進法が改正され経

営基盤強化促進法となり「認定農

業者」制度スタート

１１　農林水産省、冷害等の農産物被

害１兆２,０００億円

１１　政府、冷害等の大凶作に対し、

天災融資法・激甚災害法を２９道県

に適用

１１　食糧庁、コメの緊急輸入９０万㌧

臣に中間答申

 ７　全国農業会議所、全国農協中央会、東

京ドームで「米を守る緊急国民総決起大

会」を開く（約５万人参加）

１１　都道府県農業会議会長会議「米の市場

開放阻止に関する要望」を決議

 ３　全国農業会議所総会「農業の担い手確

保のための具体的方策」を農林水産大臣

に本答申

 ４　全国農業経営者協会、農業者に「資格

制度」を提言

 ６　全国稲作経営者会議「２１世紀に向けた

稲作経営の確立に関する提言」を発表

１２　全国農業委員会会長大会、コメの市場

開放阻止、「新政策」の法律、制度化を

決議

１２　東京国技館で米市場開放阻止緊急国民

総決起大会を開く

１２　全国農業委員会会長大会実行委員会

「例外なき関税化」反対で米国大使、外

務省等に要請

 ６　全国農業委員会会長代表者大会、新政

策推進、コメ市場開放阻止等を決議

１０　愛知県農業会議、愛知県白壁庁舎の新

事務所に移転

１１　都道府県農業会議会長会議「コメの市

場開放阻止等に関する要望」を決議

１１　東京・両国国技館で関税化拒否、コメ

市場開放阻止国民総決起大会を開くなど、

全国各地で米開放阻止運動
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平６

１９９４

平７

１９９５

（羽田内閣）

 ４ 加 藤 六 月

（村山内閣）

 ６　大河原太一郎

を発表

１１　農水省、ウリミバエ根絶宣言

１２　穀物自給率、初めて３０％を割る

１２　細川首相、ウルグアイ・ラウン

ドの農業合意の受け入れを発表

１２　平成５年産の水稲の最終確定作

況は７４の「著しい不良」、最低は青

森の２８、岩手３０、愛知は９４

 １　ＵＲ合意を受け、県は知事を本

部長とする愛知県農林水産業対策

本部を設置

 ３　農林水産省、平成２から４年の

新規就農者総数は２７４人と発表

 ３　総理府の世論調査で「食料は国

内で生産するのが望ましい」が

７７％を占める

 ３　農林水産省、追加輸入米７５万㌧

を決定

 ４　政府、ガット閣僚会議で米市場

開放などのガット合意案と世界貿

易機関（ＷＴＯ）設立協定に署名

 ６　農林水産省、緊急輸入米は予定

より１０万㌧少ない２５５万㌧で終了

することを発表

１０　政府、緊急農業農村対策本部で

「ウルグアイ・ラウンド農業合意

関連対策要綱」を決定

 １　世界貿易機関（ＷＴＯ、本部

ジュネーブ）が発足

 １　淡路島北端を震源とするマグニ

チュード７.２の大地震「阪神・淡路

大地震」発生、死者６,３０８人、被害

額約９兆６,０００億円

 １　農林水産省、平成５年度の穀物

自給率２２％、供給熱量自給率３７％

と調査史上最低になったと発表

１２　全国農業委員会会長大会、米の自給方

針堅持を決議

 ３　全国農業会議所総会「米の備蓄政策に

関する要望」を決定

 ３　全国農業会議所「安易な土地利用規制

の緩和」に反対を表明

 ６　全国農業会議所「食糧・農業・農村基

本政策確立対策本部」を設置

 ８　全国農業経営改善支援センターを開設

 ９　愛知県農地流動化推進大会を名古屋市

内の県勤労会館で開催、愛知県農業経営

改善支援センター発足

 ９　全国農業会議所臨時総会「２１世紀の農

業・農村の確立に向けた新たな国民的理

解と合意づくりの方策」を農林水産大臣

に本答申

１１　愛知県農業会議創立４０周年記念大会を

名古屋市内の県勤労会館で開催

１２　全国農業委員会会長大会「ガット農業

合意関連対策の実現」と「食糧・農業・

農村基本対策の確立」など決議
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平８

１９９６

平９

１９９７

（村山改造）

 ８　野呂田  芳  成

（橋本内閣）

 １ 大 原 一 三

（橋本２次）

１１     藤 本 孝 雄

（橋本改造）

 ９ 越 智 伊 平

（　－　）

 ９ 島 村 宜 伸

 ４　農林水産省、三大都市圏に約５

万１,０００㌶ の耕作放棄地があると

発表

 ７　農林水産省、耕地利用率９９.３％

と発表

１１　食糧管理法廃止され、新食糧法

が施行

 １　大蔵・農林両省、住専７社の不

良債権が貸付総額の７６％に及ぶと

の資料を国会に提出

 ５　岡山県、大阪府で病原性大腸菌

Ｏ１５７による集団食中毒事件発生

 ７　国連食糧農業機関（ＦＡＯ）と

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）、２０５０

年までに世界人口が７２％増え９８億

人になると指摘、世界食料の７５％

増産が必要との見通しを示す

１０　地方分権推進委員会「機関委任

事務制度廃止および国の関与に関

する考え方」をまとめ、農地転用

許可と農振地域の指定事務を「自

治事務」に分類した

 ３　食料・農業・農村基本問題調査

会の初会合が開かれ、橋本首相か

ら新農業基本法の検討を諮問

 ３　全国環境保全型農業推進会議

「環境保全型農業推進憲章」を制

定

 ４　消費税率が５％に引き上げ

１０　農水省「農政改革大綱」と「農

政改革プログラム」を公表

 ６　全国構造政策推進会議の東海・北陸・

近畿ブロック会議を名古屋市内のホテル

で開催

 ２　都道府県農業会議会長会議「第１６回農

委統一選挙に当たって、青年、女性など

多様な人材の登用に関する申し合わせ」

を決議

 ７　第１６回農業委員統一選挙で、女性委員

が大幅に増え非改選と合わせ３０６人と改

選前の１７５人を大きく上回った

 ８　愛知県農業会議と農業農村活性化推進

会議の主催により「ともに考えよう！明

日の食料・農業」をテーマに２１世紀あい

ち農業フォーラムを県農業総合試験場で

開催

 ９　全国農業会議所臨時総会、農林水産大

臣諮問に「農業・農村の多面的機能の発

揮による国民生活の質的充実をめざし

て」を中間答申

１１　全国農委都市農政対策協議会「農業

のあるまちづくりシンポジウム」開催

１２　全国農業委員会会長大会、「国民的農

業観」を柱とする新基本法の制定など

を決議

 ６　全国農業委員会会長代表者集会で「食

料・農業・農村に関する新たな基本法の

制定等に関する要望」を決議

１０　全国農業委員会都市農政対策協議会の

主催により名古屋市内の愛知県農林会館

で「農業のあるまちづくりシンポジウム」

を開き「市民とともに歩む�農業のある

まちづくり”の実現に向けて（'９７名古屋

宣言）」を採択した

１２　全国農業委員会会長大会で「新たな食

料・農業・農村基本法（仮称）の制定等
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平１０

１９９８

平１１

１９９９

（小渕内閣）

 ７ 中 川 昭 一

（小渕２次）

１０　玉  沢  徳一郎

 ３　預金保険機構、２１の銀行に１兆

８,１５６億円の公的資金投入を承認

 ３　食料・農業・農村基本問題調査

会が名古屋市始め主要都市で地方

公聴会を開催

 ３　フラワードームなごや'９８開催

 ６　現行２２省庁を１府１２省庁に再編

する中央省庁等改革基本法が成立

 ７　石川県畜産総合センターで、体

細胞クローン牛が世界で初めて誕

生したと発表

１０　愛知県農業改良普及事業５０周年

記念大会をホテル・キャッスルプ

ラザで開催

１１　いいともあいち推進大会を愛知

県芸術劇場で開催

 １　欧州連合（ＥＵ）の単一通貨

（ユーロ）がドイツ、フランスな

ど１１カ国で導入

 ２　愛知県知事に神田真秋氏初当選

 ２　テレビ朝日「埼玉・所沢市の野

菜はダイオキシン濃度が高い」と

報道、これをきっかけに埼玉産の

野菜の取扱い中止が相次ぐ

 ６　男女共同参画社会基本法が成立

 ７　食料・農業・農村基本法が公布、

施行された

 ７　農林水産省「日本の棚田百選」

を認定

に関する要望」など決議

 ４　全国農業会議所とＪＡグループなど農

業団体、新たな基本法制定を求める全国

代表者集会を開く

 ７　全国農業会議所とＪＡ全中、全国遊休

農地解消対策推進連絡協議会を発足、農

業委員とＪＡが一体となって耕作放棄地

の解消運動に取り組むこととなった

 ７　第２３回全国稲作経営者会議現地研究会

を蒲郡市で開催

 ４　全国農業会議所「遊休農地の実態と今

後の活用に関する調査結果」の概要を発

表、高齢化と労力不足で発生、遊休農地

の４割弱は利用可能、地域をあげ解消・

再生を！

 ５　全国農業委員会会長代表者集会「食

料・農業・農村基本法案の早期成立とＷ

ＴＯ次期農業交渉に向けた要望」を決議

し、政府・国会に要請した

 ７　愛知県稲作経営者会議設立１０周年記念

式典を開催し、「勝ち残る稲作経営を」決

意

 ８　愛知県農業会議アグリマネージメント

スクール農業簿記講習会を開講

 ９　全国農業会議所臨時総会で、農林水産

大臣諮問に対し「今後の地域農業確立の

方策について～活力ある農業経営の展開

を目指して～」を答申し、「地域農業再生

運動」の推進を提唱

 ９　名古屋市の６農業委員会が統合し名古

屋市農業委員会が発足

１１　愛知県農業会議はＪＡ中央会、県農業
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平１２

２０００

平１３

２００１

（森　内閣）

 ４　玉  沢  徳一郎

（森　２次）

 ７　   谷      洋   一

（森　改造）

１２     谷 津 義 男

（小泉内閣）

 ４　武  部     勤

 

 １　農林水産省「１９９８年の農地の転

用」調査によると、耕作目的の農

地の権利移動面積は１１万８,４５８㌶

で前年比６.１％増加したと発表

 ３　政府は、２０１０年度の食料自給率

目標を供給熱量ベースで４５％、農

地確保面積の目標４７０万㌶ とした

「食料・農業・農村基本計画」を

閣議決定し、国会に報告

 ４　４７都道府県共済農協連とＪＡ全

共連は一斉に統合し、新たに「全

国共済農協連合会」が誕生

 ９　東海地方で、記録的な集中豪雨

で１０人死亡、農業でも多大な被害

１２　農林水産省、９９年の農業総産出

額が９兆４,１８１億円で、前年比５.１％

減少と発表

 １　中央省庁改革で１府１２省庁体制

スタート、首相への権力集中など

政治主導を強化、農水省は１官房

４局（大臣官房、総合食料局、生

産局、経営局、農村振興局）に再

編成

 ３　農林水産省、食品の食べ残しや

廃棄の実態を初めて調べた「２０００

年度食品ロス統計調査」の結果を

公表

 ３　政府が月例経済報告で、日本経

済が「緩やかな」デフレ状態にあ

るとの認識を公式に表明

 ４　政府、ネギ、生椎茸、畳表の一

般セーフガード暫定措置を発動

振興基金の共催により、中山間地域新規

参入農業者交流会を開催

 

 ３　愛知県農業会議総会「２・３・０運動」

の実践で地域農業の再生に全力で取り組

むことを決定

 ７　愛知県農業経営基盤強化促進委員会

（事務局；農業会議）発足

 ７　全国農業会議所、ＪＡ全中、全国農業

者年金連絡協議会の「農業者年金対策全

国代表者集会」を開催

 ８　全国農業会議所は、農林水産大臣諮問

に対し「食料・農業・農村・基本計画の

実現に向けた地域農業の確立方策」の第

２次答申

１１　都道府県農業会議会長会議「ＷＴＯ

農業交渉の日本提案に関する意見」を決

定

 ２　愛知県農業会議「２・３・０運動を実

践しよう」をテーマに尾張地域と三河地

域で農政懇談会を開催

 ３　全国農業会議所総会「農業者年金基金

改正法案の早期国会成立と輸入野菜など

の一般セーフガードの早期発動などを求

める要望」を緊急決議

 ３　愛知県農業会議総会「食料・農業・農

村基本計画の実現に向けた施策の具体化

に関する要望」を決議

 ５　全国農業委員会会長大会「担い手・経

営政策に関する提案」「ＷＴＯ農業交渉・

セーフガードに関する決議」を採択

 ７　全国稲作経営者会議「２１世紀に勝ち残

る水田農業経営の確立に向けての提言」
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平１４

２００２

（小泉改造）

 ９ 大 島 理 森

 ９　農林水産省は、千葉県白井市の

乳牛に牛海綿状脳症（ＢＳＥ）感

染の疑いがあると発表

 ９　米国で同時多発テロ、死者・行

方不明者約３,２００人

 １　改正農業者年金制度スタート

 １　食糧庁の生産調整研究会が初会

合、コメの需給対策の検討が始ま

る

 １　雪印食品の偽装牛肉事件が発覚、

以降に表示偽装など相次ぐ

 ２　農林水産省が「食品表示１１０番」

開設

 ４　農地課税に関し、施設園芸農地

などの取扱いで農林水産省が判断

基準を示す

 ４　武部農相が「食と農の再生プラ

ン」を発表、消費者に軸足を置い

た農政へ

 ６　「経済財政運営と構造改革に関

する２００２」を閣議決定、農地法の

見直し、コメ政策の改革、構造改

革特区の導入など提案

 ８　農林水産省は、３０都府県の約

１００の農薬取扱い業者が１,３００戸の

農家に無登録農薬を販売していた

と公表

１０　農林水産省、第１回農業委員会

に関する懇談会（座長；八木宏典・

東京大学教授）を開く

１１　“いただきます愛知の恵み”い

いともあいちフェスティバルを愛

知県芸術劇場で開催

１２　政府は米政策改革大綱を決定

１２　構造改革特別区域法が成立、企

業の農業参入、市民農園の開設主

を採択

 ７　全国農業経営者協会「自信と誇りが持

てる農業経営の確立に向けての政策提

言」を発表

 ８　愛知県農業会議総会で「本県農業に競

争優位な戦略を樹立するための申し合わ

せ」を決議

１１　都道府県農業会議会長会議で「セーフ

ガード本格発動等に関する緊急要望」「米

政策の見直しに関する要望」を決定

 ２　愛知県農業会議は「ともに考えよう！

これからの食と農」をテーマに尾張、西

三河、東三河の３地域で農政懇談会を開

催

 ７　第１８回農業委員統一選挙で女性農業委

員が倍増し２,１６６人（愛知県は５１人）に

 ９　ＪＡ全中が無登録農薬使用の再発防止

で「食の安全・安心確立緊急対策本部」

を設置

 ９　都道府県農業会議会長会議「株式会社

の農地取得を認めないなどの特区に関す

る要請」を決定

１１　知事を囲む農業委員会長農政懇談会を

ウィルあいちで開催
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２００３

平１６

２００４

（　－　）

 ４ 亀 井 善 之

（小泉改造）

 ９ 亀 井 善 之

（小泉２次）

１１     亀 井 善 之

体を企業、ＮＰＯ、個人にも拡大

１２　イネゲノム塩基配列の重要部分

の解読終了

 ２　ＷＴＯ国際市民集会が東京で開

かれ、農林漁業者の他、消費者、

労働団体、海外の農業団体代表な

ど１万人が参加した

 ３　米英軍、イラクを攻撃開始

 ３　第３回世界水フォーラムを京都、

滋賀、大阪で開催

 ４　中国・香港、広東省で新型肺炎

（ＳＡＲＳ）の感染拡大

 ４　農林水産省は、厚生労働省と連

携して失業対策に取り組むため

「農林業をやってみよう」プログ

ラムを発表

 ５　食品安全基本法成立

 ６　牛肉トレーサビリティ法など食

品安全５法成立

 ６　農林水産省「食の安全・安心の

ための政策大綱」を決定、消費者

に軸足をおいた農政の展開に着手

 ７　内閣府に「食品安全委員会」を

新設

 ７　農林水産省は、食糧庁を廃止し、

消費安全局新設

１１　「水と土の愛を知り、共生（と

も）につたえる農の夢」をテーマ

に第２６回全国土地改良大会が名

古屋市総合体育館レインボー

ホールで開催

 ２　高病原性鳥インフルエンザ山

口・大分・京都で発生、（株）浅

田農産倒産

 ２　政府、自衛隊をイラク復興支援

活動に派遣

 ４　愛知県は「食と緑が支える県民

の豊かな暮らしづくり条例」を公

 ２　愛知県農業会議は初めて認定農業者交

流会を名古屋市内・アイリス愛知で開催

 ３　全国農業会議所総会「ＷＴＯ農業交渉

に関する特別決議」採択

 ３　愛知県農業会議総会で「愛知県農林業

基本条例の制定に関する要望について」

を採択、「愛・地球博に向け遊休農地を活

かした花いっぱい運動の展開について」

の申し合わせを決議

 ５　全国農業委員会会長大会「ＷＴＯ農業

交渉・自由貿易協定に関する要請」、「農

業構造改革の推進に関する要請」「農業委

員会の活動・組織の改革に関する特別決

議」を採択

 ８　愛知県農業会議総会で「行動する農業

委員会を実現するための申し合わせ」を

決議

１０　全国農業会議所は「かけがえのない

農地を守り、活かす運動」のホームペー

ジを開設

１０　都道府県農業会議会長会議、「農業委員

会制度の見直し」に関する基本的な考え

方を決定

 １　米改革の実施や農業委員会制度の改革

に焦点を当て、認定農業者と農業委員の

意見交換会を県内各地で開催

 ２　愛知県農業会議「めざそう！行動する

農業委員会」をテーマに農政懇談会を尾

張地域と三河地域で開催

 ３　愛知県農業会議総会で「高病原性鳥イ

ンフルエンザの防疫対策に関する緊急要
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布施行

 ４　浜名湖花博開幕

 ５　改正農業委員会法など経営支援

３法公布

 ６　所沢ダイオキシン訴訟和解

 

９　島村農相、就任会見で「株式会

社の農地取得については時代の要

請でもある…」と発言

請」を決議

 ５　全国農業委員会会長大会「食料・農業・

農村基本計画」の見直しに関する政策提

案を決議、要請

 ８　愛知県農業会議総会で「遊休農地解消、

農地の有効利用の取り組み強化の申し合

わせ」決議を採択

１１　愛知県農業会議創立５０周年記念大会を

市内メルパルクＮＡＧＯＹＡで開催、東

京大学大学院・八木宏典教授「農政改革

とこれからの農業委員会」と題して記念

講演

（注）

１　表中、各項目の数字は、○月を示します。

２　農水大臣欄の（　）内、○○内閣は第１次内閣の成立、○○２次、○○３次は第２次、第３次内閣を

示し、○○改造は改造内閣、（　－　）は途中交代を示します。

３　年次蘭の元号の下の数値は、西暦年号を示します。

（小泉改造）

 ９ 島 村 宜 伸


