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（受入れ機関による適切な運営が必要）

外国人研修・技能実習制度は、制度創設後14年が経過し、研修・技能実習生の受入れ人数

は増加する一方、法務省による受入れ機関の不正行為認定件数も増加しており、制度運営の

適正化が求められている（図Ⅱ－60 。）

関係府省では制度適正化のための検討を開始しており、また、規制改革会議における「規

制改革推進のための第２次答申 （2007年12月）のなかで、実務研修中の研修生に労働関係」

法令を適用することが示されるなど、制度見直しを求める動きもみられる。

農業分野において、今後も研修・技能実習生の増加が見込まれるなか、研修生の所定時間

外作業や技能実習生に対する労働関係法規違反等の不適正事例も散見されている。こうした

事例のなかには、制度の不十分な理解によるものも多く、受入れ機関における制度の正しい

理解と適切な運用が求められている。

（農業の実態にあった研修等を求める声）

農業分野には、農繁期や農閑期の存在といった農業特有の特性があることから、例えば、

年間を通じた継続的な研修の実施や通常の作業時間帯に合わせた研修期間の設定が困難な場

合があるなど、農業の実態にあった研修等の実施を求める声がある。

このため、研修生に対する処遇上の観点にも十分に配慮したうえで、こうした農業の特性

を踏まえつつ、効果的な技能修得がなされるよう、的確な運営を図っていく必要がある。

（制度の改善・充実に向けた取組の必要性）

農業分野では、研修・技能実習を通じて我が国農業技術が高いレベルで技能移転されるな

ど、研修生や技能実習生の母国から高く評価されている。しかしながら、安定した雇用労働

力の確保が課題となっている地域や経営体では、研修・技能実習制度の目的に反し、研修生

等が労働力として期待されている面もあり、前述のような不適正な行為が見受けられる。

このため、農業分野への受入れに当たっての仕組みづくりや、受入れ農家・関係団体の意

識の醸成を通じ、我が国の行う重要な国際貢献として制度運営の適正化・充実を図ることに

より、研修生・技能実習生が我が国で修得した農業技術を母国で活用できるようにすること

が必要である。

このように、農業分野の研修・技能実習制度の適正化に向けて、管理態勢の充実や、運用

の改善、制度の見直し等について、関係団体や関係府省と十分に連携して取り組むことが重

要となっている。
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図Ⅱ－60 不正行為認定機関数の推移と類型別不正行為認定機関数（2006年）

資料：法務省調べ

 
①申請とは異なる機関での研修生等の受入れ（74機関）

②研修生の「所定時間外作業」（69機関）

③研修・技能実習計画との齟齬（46機関）

④虚偽の申請書類・監査報告書等の提出（43機関）

⑤労働関係法規違反（37機関）
・最低賃金法、労働基準法等の違反

・研修生に対し、禁止されている時間や
休日に作業を行わせた場合



- 118 -

ウ 女性農業者の参画の推進状況

（認定農業者等に占める女性農業者の割合は低い水準）

女性農業者は、農業就業人口や基幹的農業従事者の半数（2006年）を占めており、農業経

営の一部や 、加工、販売等の起業活動を担うなど我が国の農業において重要な役割を果た
*1

している（表Ⅱ－３ 。しかしながら、認定農業者、農業委員等に占める割合は依然低い水）

準にあり、女性農業者の参画が十分に進んでいない状況にある。

また、認定農業者や農業委員に占める女性農業者の割合をふやすといった女性の参画目標

（数値目標）を設定している市町村は、全市町村の３割と前年度から増加している 。都道
*2

府県別にみると、全市町村で設定済みの県がある一方、１割未満の市町村しか設定していな

い都道府県もあるなど、都道府県間に取組の差が見受けられる。

（農業経営において女性は「出荷・販売」等の中核となる仕事を希望）

農家の男性の６割、女性の４割が女性を経営者または共同経営者として、農業経営の全体

または特定の部門を任せるべきと考えている 。一方、実際には農作業に従事する女性のう
*3

ち、給与や報酬を受け取っている者は５割にとどまっている現状にある 。
*4

また、農業経営のなかで女性に任せたい仕事（男性の意識 、女性が担いたい仕事（女性）

の意向）では、男性が「簿記・記帳」といった経理部門を任せたい仕事として最も期待して

いる。これに対し、女性は「出荷・販売」といった農業経営の中核となる仕事を担いたいと

考えており、考え方に大きな差が見受けられる（図Ⅱ－61 。）

家族農業経営の合理化や発展のためには、女性や後継者等の経営に携わる家族全員の能力

が十分に発揮できる環境づくりが重要である。このため､農業経営に携わる構成員の役割､就

業条件等を明確化した家族経営協定 を締結する農家が増加しており、2007年は前年より9.3
*5

％増加して37,721戸となっている 。家族経営協定を締結する農家では、女性の８割が農業
*6

経営の方針決定に関与している。
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表Ⅱ－３ 認定農業者等に占める女性農業者の割合

資料：農林水産省「農業構造動態調査 、農林水産省調べ」
注：1) 認定農業者は2007年､農業委員､農協役員は2005年､指導農業士は2004年､それ以外は2006年の数値

2) 女性の認定農業者数は､女性の単独申請数（5,326）のほか､夫婦による共同申請数（1,448）を含む

図Ⅱ－61 農業経営のなかで女性が担う仕事に関する女性の意向と男性の意識（複数回答）

資料：農林水産省「農家における男女共同参画に関する意向調査 （2005年３月公表）」
注：農畜産物の生産活動には、機械作業を除く

女性（千人） 女性（千人） 女性（経営体）

3,205 1,718（53.6％） 2,105 939（44.6％） 228,593 6,774（3.0％）

女性（人） 女性（人） 女性（人）

45,379 1,869（4.1％） 22,799 438（1.9％） 10,472 1,258（12.0％）

農協役員（人）

農業就業人口（千人） 基幹的農業従事者（千人） 認定農業者（経営体）

農業委員（人） 指導農業士（人）

*1､4　「農業構造動態調査地域就業等構造動態調査-女性の就業構造・経営参画状況調査-」（2003年10月公表）
*2　2007年３月末現在（農林水産省調べ）
*3　農林水産省「農家における男女共同参画に関する意向調査」（2005年３月公表）
*5　[用語の解説]を参照。
*6　農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」（2007年11月公表）



*1 農林水産省「農村女性による起業活動実態調査 （2007年11月公表）」
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（農村における女性の起業は増加傾向）

農村における女性の起業活動は､2006年に

は9,444件と年々増加しており、売上金額が

300万円未満が６割を占めるなど、小規模な

取組が多くみられる（図Ⅱ－62 。）

また、最近では、従来から取組の多い食

品加工、直売所等での販売に加え､新たな部

門経営を担当することや､農家民宿､農家レ

ストラン等の起業活動が５年前（2001年）

に比べ２～３倍に増加している 。このよう*1

な起業活動が徐々に広がり､農産物加工品が

地域特産品となるなど地域の活性化に資す

る取組がみられる。

(農村の活性化につながる女性の参画推進)

女性の役割を適正に評価するとともに、

認定農業者、農業委員等への女性の参画促

進､起業活動をしやすい環境を整えること

で､小規模農家を含め、農村の活性化に向け

た取組が一層推進されることが期待される。

図Ⅱ－62 農村女性の起業活動数等の推移
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資料：農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」

事例：子育てママが集まり、＜

こだわり生産、産直、農家レストラン等を運営する取組＞

岩手県奥州市の稲作兼業農家の女性は、農業改良普及センタ
おうしゅうし

ーの主催の欧州研修にともに参加した女性の行動力や 欧州で､

のグリーンツーリズムの取組に強烈な刺激を受けたことがき

っかけとなり、30代の女性９人で、子育てをしながらまち(地

域)も育てていこうと 「わがママ倶楽部」を1999年に設立し、

た。会員は、非農家や農家であってもこれまで子育てが中心

であった女性がほとんどで、技術研修を受けながら花きの共

同栽培に取り組むことから始めた。そして、会員との話合い

、 。を通じて みんなが輝いて暮らすための５年計画を樹立した

また、個人としては、加工技術やグリーンツーリズムの研

修を受け、行政をはじめ関係機関のバックアップを受けなが

ら、2000年からは農家民泊をはじめ、修学旅行生の受入れも

行っている。その後、2001年には会員と地域の専業農家の女性たちと産地直売所を開設した。さらに、

2004年には会員を中心に農事組合法人を設立して、地元の米や野菜を使った料理を提供する農家レスト

ランを開店し、2005年には菓子製造許可を取得し、加工場を開設している。このように、５年計画を着

実に実現している。

このような活動に加え、農業委員や地元のまちづくり審議会委員として、若い農村女性の声を政策に

反映させてきた。今後は、くず米をバイオエタノール化する取組を行うとともに、農村女性のリーダー

だけでなく、地域農業のリーダーとして活動の幅を広げていきたいと考えている。

（地図）

わがママ倶楽部のメンバー



*1 医療法第31条で規定される公的性格を有する医療機関。
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（２）農協改革の推進と食料供給コストの縮減

（農協は農村部を中心に総合的に事業を展開）

我が国の農業・農村は、水田を中心とした家族経営を主として、農村資源の共同利用等を

通じて各戸が地縁的に結び付いた農業集落を基礎に社会生活が営まれてきた。

このようななか、農協は、農業者の相互扶助を基本理念とした民間協同組織として、指導

事業を中心に経済、信用、共済といった各種事業を農村部を中心に総合的に展開している。

JAグループ（農協系統）は、総合農協を会員とする都道府県や全国段階の連合会、グルー

プの代表機能をもつ中央会等により構成されている（図Ⅱ－63 。）

（JAグループは農村部を中心に医療・福祉サービスを提供）

JAグループは、農村地域での安全な暮らしの実現に向けた活動も行ってきた。例えば、「公的

医療機関 の開設者 の指定を受けているJA厚生連は 農村部を中心に医療・福祉サービスを
*1

」 、

、 （ ）。提供しており 他の公的医療機関よりも人口の少ない地域に多く設置されている 図Ⅱ-64

また、2007年12月にはJA厚生連による特別養護老人ホームの設置・運営を可能とする「老

人福祉法の一部を改正する法律」が成立し、農村部における高齢者福祉の充実の途が新たに

開かれた。
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：810

（2007年11月１

日現在）
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図Ⅱ－63 JAグループの主な組織と事業

図Ⅱ－64 主な公的医療機関における人口規模別病院数（2006年度末現在）

資料：全国厚生農業協同組合連合会調べ

注： 日赤」は、日本赤十字社 「済生会」は社会福祉法人恩賜財団済生会の運営する病院である。「 、

資料：全国農業協同組合中央会「JA合併推進状況 、農林水産省「農業協同組合等現在数統計 （2006年度 、」 」 ）

「総合農協統計表 （2005事業年度）を基に農林水産省で作成」



*1 全国農業協同組合中央会「組合の組織、事業及び経営の指導に関する基本方針 （2007年３月）」
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（農協の事業総利益は依然減少傾向）

JAグループはこれまで、総合農協の合併、地方組織と全国組織の統合、人員の削減といっ

た改革により事業利益が近年若干改善しているが、事業取扱高の減少による事業総利益は依

然として、減少傾向にある（図Ⅱ－65 。）

（総合農協における各事業別収支の推移）

また、農協の経営は、経済事業の赤字を信用事業、共済事業の収益に依存するという構造

からの脱却が進んでおらず、事業ごとの収支の確立が必要となっている （図Ⅱ－66 。
*1

）

経済事業の収支均衡に当たっては、流通コストの縮減や事業の見直し等により担い手をは

じめとする生産者の利用の拡大を図る必要がある。また、多岐にわたる事業を展開する生活

事業について、真に農協が行う必要のある事業に特化するなど、事業の選択と集中を行う必

要がある。
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図Ⅱ－66 総合農協における各事業別収支の推移

資料：農林水産省「総合農協統計表」を基に農林水産省で作成

注：事業利益とは、事業総利益（事業収益－事業費用）から事業管理費を控除したもの。

資料：農林水産省「総合農協統計表」を基に農林水産省で作成
注：1) 各事業別収支は、各事業別担当職員数割で事業管理費を各事業別に配分し、各事業の総利益から差し引いて算

出した。
、 （ 。） 、2) 利用とは ライスセンター等組合員の共同利用施設の設置 医療・福祉等に関するものは除く 事業であり

その他とは、農業生産（受託農業経営等 、医療・福祉、生活文化に関する事業等を含む。）

図Ⅱ－65 農協の事業利益の推移



*1 改善計画の進捗状況は 四半期ごとに農林水産省へ報告することとされており 農林水産省では 継続的に、 、 、
監視、指導を行っている。
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グループ全体で抜本的な経済事業改革を実施中）（JA

全国農業協同組合連合会（全農）は、農林水産省の業務改善命令（2005年10月）に基づき

策定された改善計画 2005年12月 を 新生プラン として位置付け JAグループ全体で生（ ） 「 」 、
*1

産資材手数料や米の流通コストの削減等のほか 2007年から５年間で240億円の担い手対策に、

取り組んでいる（図Ⅱ－67 。）

また、JAグループにおいても 「経済事業改革の徹底と全農『新生プラン』の実践 （2006、 」

年10月のJA全国大会での決議）に基づき、グループ全体で抜本的な改革に取り組んでいる。

全農が改善計画に取り組んでから２年が経過しており、計画通り進捗している取組もみら

れるが、担い手をはじめとする生産者に改革の成果を実感されるまでには至っていない。

このため、改革の取組や成果について、情報発信を強化し、担い手に実感されるよう、農

協の現場段階まで一体となった改革の加速化が課題である。

全　農　の　改　善　計　画

１．組織のスリム化

２．担い手への対応強化

３．流通コストの削減

５．子会社の抜本的な整理合理化

４．生産資材事業の改革

○　子会社を含めたグループ全体で5,000人の人員削減
【2005年度末】25,000→【５年後】20,000人（▲20％）
○　役員・全国本部職員の報酬・給与削減も実施

○　【2005年10月】203社→【2008年】98～117社

○　組織のスリム化による合理化効果を「担い手」対策
　に投入
　2007年度から５年間で累計240億円を担い対策に投入
　（うち、120億円～160億円は、価格対策（大口割引の
　拡大等）

○　米の流通コストの削減
【従来】3,000円程度／60kg
【2010年産までに】2,000円以下／60kg

○　生産資材手数料の引下げ
【2004年度】290億円
→段階的に引下げ20年度には36億円引下げ（2004年対比）

これまでの取組

○　担い手担当161名の配置
　　（2007年12月）

○　2006年産米から販売対策費の廃止

○　「生産資材コスト低減チャレンジ
　プラン」の策定（2005年12月）

○　全農グループ職員　累計2,560名
　削減（2007年度末）

○　2007年度は26.8億円の生産資材手
　数料の引下げを実施

○　2007年産の共同計算経費の上限目標
　は、34県域中30県域で
　2,000円以下/60kg
○　2006年産米からコスト項目ごとの
　削減目標を生産者へ明示

○　2007年度の担い手対策計画額28.6億
　円に対し、17.5億円となる見通し

○　会長、理事長、専務が報酬の10％を
　返上、常務は７％返上

○　49社再編済み（2007年９月末）

図Ⅱ－67 全農改革の取組

資料：農林水産省作成
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（求められる担い手への対応強化）

農家の米販売の５割で農協が利用されるなど、農家が農協に依存する部分は大きく、経済

事業改革の推進に当たっては、組合員、特に担い手が実感できる形で改革の成果を還元する

ことが重要である。また、女性や若者の組合員への加入促進といった取組は、今後の農協運

営を考えるうえで重要である。

JA中央会の調査によると、農業生産法人の農協の各種事業に対する満足度には増加がみら

れるものの、指導・経済事業に関しては依然として３割程度と低い水準になっている（図Ⅱ

－68 。特に、売上高の高い法人ほど農協利用率 が低い水準にある（図Ⅱ－69 。） ）*1

担い手への対応強化を図っていくためには、農協自らが担い手のもとに出向いて個別にニ

ーズを把握し、各種事業を個別に提供することが重要である。これにより、担い手の農協利

用が拡大し、農協経済事業の収支改善に寄与するとともに、低価格資材の供給等を通じて担

い手の所得向上につながることも期待される。

（経済事業改革は食料供給コストの縮減に寄与）

経済事業改革により、農協が生産者に提供する生産資材の価格が低下すること等によって

農産物の生産コストの低減が図られることは、食料供給コストの縮減に一定程度寄与するも

のと期待される。

このように、経済事業改革は、組合員のみならず、国民全体にも関連するものであり、

JAグループとしても、そのことを十分に自覚し、改革の内容の透明性を確保しつつ、外部か

らの声にも積極的に耳を傾けるなど、国民全体から理解と支持が得られるような改革を断行

していくことが求められる。

図Ⅱ－69 農業生産法人の農産物年間売上規模別
の農協利用率

資料：図Ⅱ-68、69ともに全国農業協同組合中央会「担い手アンケート調査（ 社）日本農業法人協会 会員対象）とりま（
とめ結果」を基に農林水産省で作成

注：1) （社）日本農業法人協会会員を対象として2004年及び2007年に実施した調査（調査対象数及び回収率はそれぞ
れ、1,648会員、27.6％、1,696会員、25.6％ 。）

2) 生産資材とは、肥料・農薬・園芸資材。

*1 農協利用率とは、農産物販売において農協の販売事業を通じて販売された金額の割合。

図Ⅱ－68 農業生産法人の農協の各種事業に対
する満足度
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（５年で２割のコスト縮減を目指してアクションプランに基づく取組を推進中）

政府は、2006年４月の「21世紀新農政2006」のなかで、食料供給コストを５年で２割縮減

する目標を掲げた。この目標を受け、同年９月には加工用原料を含む生鮮食品の生産・流通

段階を対象とする「食料供給コスト縮減アクションプラン」が取りまとめられ、これに基づ

（ ）。 、 、 、く取組が推進されている 図Ⅱ－70 また 2007年４月には 新たに加工食品の製造・流通

外食段階と水産物のコスト縮減の取組が追加されている。

今後 「計画（Plan 、実行（Do 、点検（Check 、改善（Action 」というPDCAによる管理、 ） ） ） ）

手法を導入し、①アクションプランに盛り込まれた取組について効果の検証、②主要品目別

の生産・流通加工コストの検証等が総合的に行うこととされている。

取組内容 目標 進捗状況

○低価格生産資材の供給や効率的利
用等による生産コストの縮減

輸入高度化成肥料（同産同一銘柄対

比▲25％
※１

）やＢＢ肥料
※２

（同▲

10％～15％
※１

）の普及割合の拡大

2010年度までに、輸入高度化成
肥料は一般高度化成肥料に占め
る割合を43％、ＢＢ肥料は高度
複合肥料に占める割合を50％

 輸入高度化成肥料39％（2006
年度）
 ＢＢ肥料48％（同上）

包装経費の削減等による低価格な大

型包装農薬の品目数拡大
※３  2010年度：40品目 40品目達成（2006年度）

従来よりも１割程度低価格な「低コ
スト支援農機」の担い手向け大型機

の普及割合拡大
※３

2010年度の普及割合：54％

39％（2006年度末）
また、JAグループ独自型式とし
て、2007年３月に４条刈コンバ
イン、６月にスピードスプレー
ヤ、2008年２月に５条刈コンバ
イン、３月にトラクター（２機
種）の取扱を開始

モデル地区を設定し、新技術導入等
により資材費を削減する取組を推進

３年間でモデル地区における稲
作３資材（肥料、農薬及び農業
機械）に係るコストを15％削減

全国６か所でモデル事業を実施
し、うち１地区で資材費を約半
減

○農協の経済事業改革の推進による
流通コストの縮減

米穀の流通コストを削減
※３ 2008年産までに、米穀の現行

60kg当たり3,000円程度の流通
コストを、2,000円以内の可能
な限り低い水準に削減

全35府県本部のうち31府県本部
が流通コスト2,000円以内を達
成（2005年産米）

○卸売市場改革や物流効率化等によ
る流通コストの縮減

卸売市場の連携による最適な物流シ
ステムの確立に向けた実証試験等を
実施

2008年度までに、新たに共同集
荷に参加する市場数115

66市場（2006年度末）

電子タグ活用の作業体系を確立・普
及し、これを導入した市場における
物流作業コストを縮減

電子タグを導入した市場におけ
る物流作業コストを４分の１程
度削減

実証実験（2005、2006年度）に
おいて、検品等の作業時間を３
割削減

資料：農林水産省作成
注：1) ※１価格差は2007年７月現在

2) ※２はバルク・ブレンド肥料のこと。窒素、リン酸、カリの単肥等を単純に混合した肥料。
3) ※３は全農が2005年12月に策定した「改善計画」に基づくJAグループの取組。

図Ⅱ－70 食料供給コスト縮減アクションプランの主な進捗状況
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（生産段階のコスト縮減には、経営努力だけでは解決し難い問題が顕在化）

生産段階のコスト縮減に当たっては、農業の生産コスト全体の２～３割を占める肥料や農

薬、農機具といった生産資材費の縮減を図ることが重要である。

しかしながら、近年、原油価格の高騰や、穀物・大豆の国際的価格の上昇を背景として、

光熱動力費をはじめとして飼料や肥料の価格が上昇している。生産資材費については、経営

努力のみでは解決し難い問題が顕在化していることに留意しつつ 図Ⅱ－71 関係者それぞ（ ）、

れがコスト縮減を継続的に行っていくことが重要である。

、 、 、このようななか 島根県斐川町の農事組合法人のように ①地区内の農用地すべての集積
ひかわちょう

②個人所有の農業機械を処分し大型農業機械の導入、③土地利用等の申し合わせによる農作

業の効率化によって、水稲栽培にかかる労働時間を県平均の18％に短縮するとともに、低コ

スト化も実現した取組もみられる。

（流通段階のコスト縮減には、食品流通の合理化が重要）

一方、流通段階のコスト縮減に当たっては、物流効率化や卸売市場改革等を図ることが重

要である。例えば、共同配送や、電子タグ（荷札）をはじめとするIT（情報技術）の活用に

よる商品の検品や在庫管理、取引先とのネットワークの構築等により、物流の一層の効率化

を図ることが必要である。
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対前年騰落率

類別寄与度

農機具

＜事例：ITの活用により食品流通の効率化を実現 ＞

都内の加工食品卸売業者は、付加価値の高い効率的な食品流通サービスを提

供するため、①商品の受注から出荷までの物流情報のみならず、②商品カテゴ

リー別の市場動向の分析、顧客の店舗戦略に合わせた棚割りなどの営業情報、

③損益分岐点、キャッシュフロー等の経営指標となる管理情報を統合した情報

システムを導入することが不可欠であると考え、大手IT企業に情報システムの

構築を依頼した。

物流、営業、管理に関する情報が統合されたシステムの導入によって、この

卸売業者では、食品市場環境や顧客ニーズの変化に対応した経営の展開が可能

となったほか、現場のスタッフが必要な情報を自分で自由に活用できるように

なるなどの相乗効果が現れている。

地図

資料：農林水産省「農業物価統計」

図Ⅱ－71 農業生産資材価格指数（総合）の対前年騰落率と類別寄与度

情報システムの活用
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（３）個別品目の生産と政策

ア 飼料価格の高騰と畜産経営への影響

（鶏肉生産は増加する一方、牛肉と生乳の生産は減少）

近年の畜産物の国内生産量をみると、鶏肉は消費者の国産志向やタイ、中国等での高病原

性鳥インフルエンザの発生による影響により増加傾向にある(図Ⅱ－72)。牛肉は、肉専用種

は増加しているが、牛肉生産の６割を占める乳用種

が減少傾向で推移しているため、全体ではやや減

、 。少している一方 豚肉はほぼ横ばいとなっている

また、生乳については、脱脂粉乳やバターの在庫

が依然高水準にあったことから 生産者団体は 12、 、

年ぶりに実施した2006年度に引き続き、2007年度

も減産型の計画生産（前年度実績比1.5％減）を実

施した結果、脱脂粉乳等の在庫が減少した。2008

年度は、北海道でのチーズの新増設工場の稼動等

、 、を踏まえ 2007年度の目標数量対比で北海道103％

都府県100％の計画生産を実施するとしている。

一方、畜産物の需要は、BSEの影響による牛肉の

減少を豚肉や鶏肉が補い、食肉全体では、生乳や

鶏卵とともに、ほぼ横ばいで推移している 。*1

（畜産経営のコスト構造は飼料の比率が高い）

畜産経営は、コストに占める飼料費の割合が高い。現在の飼料価格高騰が始まった2006年

において、繁殖牛や肥育牛では、農機具や動物（肥育素牛）の費用負担が大きいこと等から

３割程度と比較的低いが、酪農では４割強、養豚や養鶏では６割以上となっている（表Ⅱ－

４ 。2007年以降、この割合は上昇し、所得の減少要因となっているとみられる。）

90

95
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105

110

115

2000年度 02 04 06

生乳 牛肉

豚肉 鶏肉

鶏卵

指数

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計 「畜産物流」、
通統計 「鶏卵流通統計」」、

注：各品目の生産量（牛肉及び豚肉は部分肉ベ
ース 鶏肉は骨付きベース を 2000年度を100、 ） 、
とした指数で表している。

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

(万円) (％) (万円) (％) (万円) (％) (万円) (％) (万円) (％) (万円) (％)

3,095 － 403 － 3,919 － 4,240 － 3,183 － 7,742 －

2,744 100.0 276 100.0 3,437 100.0 3,518 100.0 2,884 100.0 7,106 100.0

動物 416 15.2 45 16.2 1,828 53.2 186 5.3 338 11.7 1,167 16.4

飼料 1,188 43.3 88 32.0 1,110 32.3 2,246 63.9 1,844 63.9 4,637 65.3

光熱動力 122 4.4 13 4.6 49 1.4 176 5.0 84 2.9 281 3.9

350 － 127 － 482 － 722 － 298 － 636 －

38 － 10 － 90 － 743 － 11,761 － 167,813 －

肥育牛 養豚 採卵養鶏 ブロイラー養鶏

飼養頭羽数
(頭、羽)

所得（A-B)

経営費（B)

収入（A)

区分

酪農 繁殖牛

資料：農林水産省「農業経営統計調査（個別経営の営農類型別経営統計）」
　注：収入及び経営費は、各部門の数値である。飼養頭羽数は、酪農は搾乳牛、繁殖牛は繁殖めす牛、
    肥育牛は肥育牛、養豚は肥育豚、採卵養鶏は採卵鶏の月平均飼養頭羽数である。また、ブロイラー
　　養鶏はブロイラー販売羽数である。

（ 、 、 、 ）表Ⅱ－４ 畜産の営農類型別経営農家の経営収支の動向 2006年 全国 １戸当たり 部門別

図Ⅱ－72 畜産物の国内生産量の
推移（2000年度＝100）

*1 農林水産省「食料需給表」




