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（市民農園に取り組むことで農業経営を安定化させる動き）

市町村営の市民農園は、住民サービス等の立場から利用料を低く設定しており、利用料収

入だけでは運営管理が困難なものもある。これに対し、農家が開設した市民農園は、収支が

プラスである割合が比較的高い（図Ⅱ－122）。農家のなかには、市民農園に取り組むことで

農業経営を安定化させている事例もある。

図Ⅱ－122 市民農園の収支状況（開設主体別、関東農政局管内）

＜事例：魅力ある農業経営としての市民農園＞
東京都練馬区で江戸時代から続く野菜作の専業農家では、1996年から、利用者

ね り ま く

が料金を支払って農家の指導のもと農作業を体験する、いわゆる農園利用方式の

市民農園を開設している。この農家は、市民農園を都市住民との共生・対流の場

としてだけでなく、安定的に農業収入をあげるための経営の柱として位置付けて

いる。経営する105ａのなかから、30㎡を１区画として148区画を農園利用方式で

開放し、利用者からは１区画当たり４万３千円の利用料を得ているこ

とから、利用料収入の総額は600万円を超えている。市民農園からの

所得は市場価格に左右されることなく得られ、農業経営の安定に役立

っている。

利用者には、プロの指導のもと、八百屋で販売されるような野菜が

作れるということで人気が高い。

練馬区では、健康でゆとりある区民生活に資するとともに、良好な

都市環境の形成と農地の保全を図ることを目的として、この農家のよ

うな農業体験農園12か所に助成を行っている。 利用者への作業指導の様子

地図

資料：関東農政局「平成17年度 市民農園の運営・管理、廃園理由に関するアンケート調査結果」

(2006年９月公表)

注：図Ⅱ－121の注参照
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*1 （財)都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査 （2007年３月）」
*2 （財)社会経済生産性本部「レジャー白書2007」
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イ 農業・農村体験の場としての農村

（農村は保健休養、教育の機能の発揮の場）

農村は、農業生産と生活空間が一体となって地域社会が形成され、農業生産活動と関連の

大きい民俗芸能や伝統文化を発達させてきた。農業は、農業体験や農村での滞在を通じて、

都市生活で高まったストレスを心身ともにリフレッシュできるという保健・レクリエーショ

ン機能をもっている。また、農業や生き物とのふれあいによって食の大切さや命の尊さを学

べるといった効果もあり、農業・農村とのふれあいの中でストレスの解消を求める動きが広

がっている。

一方、農村では、少子高齢化や過疎化の進行等により活力が低下している。地域が活力を

とりもどし、その役割を十分に発揮するためには、都市と農村に住む双方の人々が互いの生

、「 」活・文化の良いところを取り入れて充実したライフスタイルを作り上げ 人・もの・情報

が絶えず行き来する社会の実現を目指す、都市と農村の共生・対流の促進が重要である。

（我が国のグリーン・ツーリズムは農業・農村体験が中心）

都市と農村の共生・対流は、一時的な農村での滞在から定住まで、多様な形態で展開され

ている。現在、我が国では、農村で自然、文化、人々との交流を楽しむ余暇活動であるグリ

ーン・ツーリズムが広がりをみせている。特に、農山漁村体験ツアー受入れの取組を行って

いる市町村ではツアーの６割が日帰りであるなど 、我が国の場合、日帰りや短期滞在によ
*1

り農作業や地域の食文化、民俗芸能等の体験を行うものが中心となっている。また、５万人

以上の都市で「農山村で農業体験や滞在を楽しむ旅」の経験者はわずか３％であり 、今後
*2

グリーン・ツーリズムが国民に認知され、その取組を拡大する必要がある。

（ニューツーリズムやヘルスツーリズムとしてのグリーン・ツーリズムの展開）

2007年６月に策定された観光立国推進基本計画では、グリーン・ツーリズムが「ニューツ

ーリズム」という新たな観光の分野として位置付けられている。また、日本人の国内旅行に

おける１人当たり年間宿泊数を４泊（2006年：2.77泊 、国内の観光旅行消費額を30兆円）

（2005年:24.4兆円）にすることを目指している。

さらに、同計画では、医学的な根拠に基づく健康の回復・維持・増進につながるヘルスツ

ーリズムも新たな観光分野として位置付けられている。農業の多面的機能である保健・レク

リエーション機能や、農村の自然、新鮮な食材等は健康に資する資源であり、これらを活用

し、ヘルスツーリズムの要素も取り入れたグリーン・ツーリズムの展開も期待される。

イワナのつかみどり りんごの収穫体験 笹だんごづくり体験
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（グリーン・ツーリズムの取組には地域にかたより）

農業経営体が行う観光農園や農家民宿といったグリーンツーリズムの取組状況をみると、

観光農園は、東山、南関東、北関東、東北で多く、農家民宿は東山、北陸で多いなど、地域

にかたよりがみられる（図Ⅱ－123 。）

また、市町村における滞在型グリーン・ツーリズムの取組をみると、体験ツアーの受入れ

は31％、体験型修学旅行等の受入れは17％の市町村で実施している（図Ⅱ－124 。）

図Ⅱ－123 農業経営体のグリーン・ツーリズムへの取組（2005年、農業地域別）

資料：農林水産省「農林業センサス」
、 、 、 、 、 、 、 、注：北関東とは栃木県 群馬県 茨城県 南関東とは埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 東山とは長野県

山梨県

図Ⅱ－124 市町村における滞在型グリーン・ツーリズム等の取組

資料：(財)都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査 （2007年３月公表）」
注：全国の1,834市町村を対象に実施したアンケート調査（回答率58.3％）
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*1 国土交通省「宿泊旅行統計調査」
*2 P166事例「都市住民や企業との連携による地域の活性化」参照
*3 国土交通省「都市・地域レポート2007」
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（訪日外国人向けにグリーン・ツーリズムを展開することも重要）

グリーン・ツーリズムは、来日する外国人にも広がるきざしがみられる。外国人延べ宿泊

数が東京都、大阪府、千葉県の上位３都府県で５割を超えるなど、来日する外国人旅行者は

大都市に多く滞在している 。しかし、2007年６月の外国人延べ宿泊数を１年前と比較する
*1

と、福井県で1.7倍、鳥取県で1.4倍、秋田県で1.2倍に増加するなど、チャーター便の増加

等により、地方圏での外国人延べ宿泊数の伸びが著しい。また、外国人向けのスキーや観光

地周遊をはじめとするツアーの一環で、収穫体験プログラムを取り入れる例もみられる 。
*2

外国人居住者に、日本の地方の地域資源について出身国において知られているか質問した

ところ 「地方の伝統文化 「森林・山 「地方の大学等への留学・企業研修」は 「よく知、 」、 」、 、

られている」と「関心のある人は知っている」を合わせて６～７割にのぼるのに対し、コン

サート、展覧会等の「地方の文化的イベント」と、田舎滞在等の「ルーラルツーリズム」は

「ほとんど知られていない」という回答が６割に上っている 。
*3

一方、今後訪日の目的となる可能性については、６割以上が「広く可能性がある」または

「一部の人は関心をもつ可能性がある」と答えており、現在外国人に知られていないグリー

ン・ツーリズムについても、訪日動機となる可能性が高いと考えられる（図Ⅱ－125 。）

観光立国推進基本計画では、2010年までに訪日外国人旅行者数を１千万人（2006年733万

人）にすることを目指しており、2007年から国土交通省と農林水産省で連携し、農山漁村の

地域資源を活用した国際グリーンツーリズムを推進することとされている。

国土交通省では、旅行会社関係者やメディア関係者、教育関係者の招請や海外への情報発

信を、農林水産省では、外国人旅行者が受入可能な地域情報の収集・整理や在日外国人等の

活用によるモデル地区の育成を行い、訪日外国人向けグリーンツーリズムの展開を図ること

とされている。

図Ⅱ－125 地方圏の地域資源が訪日の目的となる可能性
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*1 農地保全を目的に、会費の支払いや農産物の購入等により、地域の農業生産を支援する取組
*2 (独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所「農業体験学習の取り組み方と教育的効果の関連性
に関する分析 （2006年６月）」
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ウ 子ども期の農作業体験の重要性

（子ども期の農作業体験が成人後の農林業へのかかわりに大きく影響）

子ども期の農作業体験は、成人後の農林業へのかかわりに大きく影響している。農林業へ

、 、 、のかかわりとしては 農地トラスト への参加 森林や農地の保全への募金・寄付の実施等
*1

現地には出向かずに資金を提供するものと、農林業体験の実施や市民農園、援農や森林ボラ

、 。 、 、ンティアへの参加等 現地に直接出向いて活動するものがある なかでも 後者については

子ども期に農作業体験がある者の参加が格段に多くなっている（図Ⅱ－126 。子ども期の農）

作業体験を拡大することにより、国民の農業への理解を浸透させることが重要である。

図Ⅱ－126 子ども期の農作業体験別農林業へのかかわり

資料：国土交通省「国土の国民的経営の推進に係る基礎調査 （2007年３月公表）」
注：1) インターネット調査会社に登録しているモニターを対象として実施したインターネット調査（回答

総数3,000）
2) 調査対象は、20歳以上で農林漁業に従事（兼業を含む）していない都市住民（全国の30万人以上の
都市及び東京23区居住者が基本（人口30万人以上の都市が存在しない県については県庁所在地、同一
県内に30万人以上の都市が複数ある場合は一部対象外 ））

（農業体験学習で様々な教育的効果）

図Ⅱ－127 農業体験前後の心理変化の比較田植や稲刈りの体験学習の前後で子ど

、「 」もの心理状況の変化を計測すると 怒り

や「不安」といった感情が低下する傾向

がみられる（図Ⅱ－127 。）
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*1 (財)全国農村青少年教育振興会「小・中学校における農業体験学習の取組に関するアンケート調査」
（2006年３月）

*2 (財)日本修学旅行協会「教育旅行白書2007」
*3 (財)全国修学旅行研究協会「地域の活性化と修学旅行の役割 （2007年７月）」
*4 (財)都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査 （2007年３月）」
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（農業体験学習の実施場所の多くは、学校内や市町村内）

小・中学校の農業体験学習は、小学校の79％、中学校の32％で実施されている 。なかで*1

も、は種・植付から収穫までといった農作業のすべての体験を行っているのは、小学校の64

％、中学校の46％であるが、その実施場所の多くは学校内や市町村内となっている。

小・中学校や高等学校の修学旅行等においては、６割以上の学校で体験学習を取り入れて

いるが、このうち農山漁村体験を行う件数の割合は小学校で11％、中学校で５％、高等学校

で６％に過ぎない 。また、宿泊形態として農山漁村民泊を採用しているのは１％に満たな
*2

い。中学校では、利用したい宿泊施設として民宿が６％、民家が１％と民宿や民泊へのニー

ズが低い状況にある 。最近では 「民宿＋農業体験等」を新しい修学旅行の形として取り入
*3

、

れる学校もみられるが、その効果を評価する一方、受入農家の対応の差異等に対し、厳しい

意見もみられる（図Ⅱ－128 。）

図Ⅱ－128 中学校の修学旅行における農業体験学習に関する意見

（農山漁村における体験型修学旅行等の受入可能者数は大幅拡大が見込まれる）

全国の市町村に対する調査によると、農山漁村における体験型修学旅行等の受入れは176

市町村が実施しており 、１市町村当たりの年間受入校は平均で８校、最大で100校であり、*4

１校当たりの受入人数は100人前後となっている。176市町村の受入人数は実績で65,420人に

達し、また、受入可能者数はその３倍近くであり、23市町村が2008年度までに新たに取り組

む予定であること等から、今後、受入人数の大幅な拡大が期待される。

体験型修学旅行等の滞在施設の利用形態は、民間宿泊施設が45％と最も高く、次いで集落

・地区等の個人宅の利用（民泊）が28％となっている。民泊は農林漁家の負担が大きくなる

ことから、農林漁家が副業として取り組む農林漁業体験民宿の拡大や、民泊と公共・民間宿

泊施設との併用、宿泊と食事や風呂の分離等、地域における創意工夫が重要である。

、 、 、また 修学旅行等における事前・事後学習の充実は 教育効果を高めるために重要であり

学校側に対し、事前学習に役立つ情報の提供が必要である。

＜評価＞
○ ファームステイを取り入れているため、農家と家族的な繋がりが強くなった。農業に対する理解
が高められた。

○ 農家に滞在し、寝食を共にすることにより、人の温かさを感じ、生徒も満足している。農業体験
によって仕事する苦労を知り、普段は見えない農家の作業を知り、食べ物を大切にする気持ちが涌
いてきている。キャリア教育の一環として農業体験を取り入れた。

○ ホームステイの農家に生徒の状況を細かく伝えられていなかったため、ステイ先に迷惑をかけた
が生徒は満足している。

＜不満＞
○ スポーツ・農業体験を長い間受け入れてきた実績のある場所・業者が限られているので、行き先
が重なってしまう。

○ 40家庭にお願いして農業体験をしたが、各農家の対応に少し違い 差 があった。( )
○ 教育的意義が大きいと考えるファームステイを実施してきたが、受入農家の規範意識の希薄さか
ら子どもたちを裏切る結果になったことが非常に残念である。

資料：(財)全国修学旅行研究協会「平成18年度近畿地区公立中学校修学旅行実施状況報告書」
注：1) 近畿６府県公立中学校1,044校を対象として実施したアンケート調査（回答率92.3％）

2) 体験学習に関する意見のうち、農業体験に関することが明白なもののみを抽出

*1 (社)全国農村青少年教育振興会「小・中学校における農業体験学習の取組に関するアンケート調査」

（2007年３月）

*2 (財)日本修学旅行協会「教育旅行白書2007」

*3 (財)全国修学旅行研究協会「地域の活性化と修学旅行の役割 （2007年７月）」

*4 (財)都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査 （2007年３月）」



*1 (財)全国修学旅行研究協会「地域の活性化と修学旅行の役割 （2007年７月）」
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（各省連携し、小学生の長期農山漁村滞在を推進）

2008年度より、文部科学省と総務省、農林水産省が連携し、環境省の協力のもと、学ぶ意

欲や自立心、思いやりの心、規範意識等をはぐくみ、力強い子どもの成長を支える教育活動

として、農山漁村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」が

推進されている。全国の小学校で体験活動を展開することを目指し、今後農山漁村における

宿泊体験の受入体制の整備、地域の活力をサポートするための全国推進協議会の整備等を行

うこととされている。

このプロジェクトを推進するため、各地域においては、各小学校の児童１学年が受入可能

となるよう、宿泊施設や農家民宿等の整備・確保、地域で体験学習を指導する人材の育成が

必要である。また、学校側が地域の決定や事前・事後学習の実施に役立つ各種情報を入手で

きるよう、受入地域が情報を発信するとともに、受入地域と小学校をつなぐ中間組織の整備

等も重要である。

（地方公共団体は修学旅行の受入れに期待）

各地方公共団体の観光担当部局や観光協会等の多くは、修学旅行の誘致は重要と考えてお

り、修学旅行は「観光の発展 「経済効果」をもたらす地域活性化の大きな柱と位置付けて」、

いる 。また、各地域においてアピールしたい価値・魅力は 「自然環境・景観 「歴史・文
*1

、 」、

化」に続いて「農林漁業・生活体験」が高い割合となっている。

このため、地方公共団体における観光部局と農林漁業部局との連携を強化することが重要

である。

事例：廃校を宿泊施設に活用し、多様な農林漁業体験＞＜

宮城県 南三陸町 入谷地区の旧林 際小学校は、1999年３月に廃校となり、取り壊
みなみさんりくちょう い り や はやしぎわ

しが決定した。しかし、学区内の住民有志が町に、施設を取り壊さず、有効活用す

ることを強く要望したため、補助事業を導入して宿泊体験施設を整備し、2001年４

月、さんさん館が開業した。管理運営は住民有志が結成した「旧林際小学校運営事

業組合」によって行われている。宿泊定員30名、年間宿泊者数は２千人程度で、そ

の４割は県外からの来訪である。木造校舎を活かした宿泊施設は、30歳代後

半以上の木造校舎で学んだ世代に人気が高い。

また、地域住民全体の協力により、農林漁業体験学習をはじめ、昔遊び、

工芸や民謡等の地元名人教室といった100種類以上の幅広い体験メニューを

備えているが、子ども会、学校、サークル等の団体利用者を中心に、農業や

漁業の体験希望が多い。小学校等の農林漁業体験では、さんさん館を教職員

の宿泊する「本部」とし、生徒はグループ分けして近隣の農家・漁家に交代

で宿泊するなど、山と海の両方を体験できるよう工夫している。体験学習に

おいては、地域で当たり前となっている作業等が体験者に高く評価され、講

師となる地域の高齢者のやる気を生み出している。

また、さんさん館での取組を参考として、全国で、廃校を利用した同様の

取組が広がっている。

さんさん館外観

建物内廊下

（地図）



*1 総務省「国勢調査」
*2 ある地域の転入超過数が地域人口に占める割合
*3 国立社会保障・人口問題研究所調べ
*4 国土交通省「 二地域居住」の意義とその戦略的支援策の構想 （2005年３月）「 」
*5 国土交通省「地方公共団体等に係わるインターネット住民等の「情報交流人口」の実態調査 （2005年３」

月）
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エ 共生・対流に向けた地域の取組

（50歳代後半の者が退職を契機として道府県へ転入する動き）

最近の大都市圏と地方圏の人口移動の動向は、大都市圏から地方圏への人口移動の割合が

減少する一方、地方圏から大都市圏への人口移動の割合が増加し、三大都市圏に人口の過半

、 。 、 、が集中するなど 大都市圏に人口集中の傾向がある しかし 年齢別の純移動率 をみると
*1 *2

60歳代前半では、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府のみ転出超過で、その他の道府県では

転入超過となっている 。これは50歳代後半からの退職者がUJIターンしていることによるも
*3

のと考えられる。

（二地域居住等の多様な人口を活用することが重要）

二地域居住はその地域に１か月以上の中長期、あるいは定期的、反復的に滞在するもので

あり、100万人の都市住民が農山漁村で実行していると推計されている（2005年） 。その目
*4

的は「帰省」が最も多く、次いで「自然・文化とのふれあい、スポーツ、温泉」となってい

る。また、同居家族や同居していない家族等の住宅・別荘・仕事場の利用が80％以上を占め

ている。一方、将来、二地域居住を希望する者は、その目的として「自然・文化とのふれあ

い、スポーツ、温泉」をあげる者が最も多く、利用施設は、一般宿泊施設が最も多い。

居住地外から何らかの情報提供サービスを受けている情報交流人口は、2005年時点で全国

で約35万人となっており、情報を発信している団体の89％がその活動目的を「交流促進」と

している 。
*5

我が国は人口減少局面に入ったなか、全般的に定住人口の拡大が見込めないことから、農

村においては、退職を契機としたUJIターン者や、二地域居住、交流、情報交流といった多

様な人口を活用して、地域活性化を図ることが重要である。

（農山漁村活性化法に基づく支援を開始）

「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」が成立し、2007

年度から同法に基づく活性化計画の作成とそれに基づく農山漁村活性化プロジェクト支援交

付金の交付が開始された。

事業の内容は、①定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生産基盤や施設の整

備、②定住等を促進するための集落における排水処理施設等生活環境施設の整備、③農林漁

業の体験のための施設をはじめ地域間交流の拠点となる施設の整備、④目標を達成するため

に地方が提案する事業等となっている。

2007年度は45都道府県の227地区で活性化計画が作成され、関係市町村数は292に及ぶ。計

画作成主体別にみると、都道府県計画が30地区、市町村計画が69地区、都道府県と市町村ま

たは複数市町村による共同計画が128地区となっている。



*1 (財)都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査 （2007年３月）」
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（滞在型市民農園の取組は定住促進につながる）

都市住民が農園を借り、農山漁村で滞在しながら野菜作りや加工技術等を学べ、地域住民

との交流を通じて余暇を楽しめる滞在型市民農園の取組は、現在58市町村で実施され、2008

年までにはさらに12市町村で実施される予定となっている 。実施市町村においては、農園
*1

と簡易宿泊施設とをセットにして利用者に貸し出す方式が半数を占めている。

滞在型市民農園は、利用者の公平の観点から、契約年数の制限や契約内容の限定がある場

、 、 。合が多いが 農園の利用や地域住民との交流により 利用者が地域を知る機会となっている

愛媛県今治市（旧大三島町）の滞在型市民農園「ラント
いまばりし おおみしまちょう

ゥレーベン大三島」は、現在16組の都市住民が利用してお

り、温暖な気候や、農園が集落の中心に位置し、地域がも

てなしの精神をもって利用者に接することから、これまで

の農園の利用者のうち、６組が地域に定住している。この

ような取組が二地域居住から定住に発展するきっかけとな

ることが期待される。

（農地の保全等への参加促進のため、農村から都市への情報発信が必要）

インターネットを利用する都市住民のうち、４割が森林・農地の保全への募金・寄付、直

売所やふるさと宅配便での農産物の購入等の農地や森林の保全に間接的に関与する取組への

。 、 、参加経験がない その理由として 活動について知らなかったとする回答が３割で最も多く

活動への参加方法や申込窓口がわからないことも２割の者があげている（図Ⅱ－129 。）

このため、都市住民が参加できる取組について、農村からの情報の発信を促進する必要が

ある。

図Ⅱ－129 間接的活動に参加しない理由（複数回答）
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特に興味がない

このような活動があることを知らなかった

森林・農地を保全する意義がわからない

活動による成果がわからない

今まで参加したことがないので不安

どの団体の活動に参加していいのかわからない

一緒に参加する人がいない（１人では参加しにくい）

どのような活動をすればよいのかわからない

活動への参加方法や申込窓口がわからない

募金や寄付で投じた資金の使われ方がわからない

％

資料：国土交通省「国土の国民的経営の推進に係る基礎調査 （2007年３月公表）」
注：1) 図Ⅱ－126の注釈参照

2) 「間接的活動」の例として、植林活動等森林保全への募金や寄付、安全な作物の栽培等農地保全へ
の募金や寄付、国産材を利用した製品等の購入、間伐材を利用した製品の購入、農作物の直販購入、
ふるさと宅配便やオーナー制度による農作物等の購入、分収育林制度、農地トラストを提示

滞在型市民農園での農作業



*1 全国「道の駅」連絡会議調べ（2008年２月26日現在ホームページで公開している813か所中）
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（道の駅は地域の情報発信拠点として期待）

、 「 」、 「 」、道の駅は ①道路利用者のための 休憩機能 ②道路情報や地域情報の 情報発信機能

③地域の交流を促進する「地域の連携機能」の３つの機能を併せもつ休憩施設として、1993

年に登録が開始され、2007年８月現在で868か所が登録されている。そのうち、504か所で観

光案内所が、434か所で農林水産直売所が設置されており 、農産物の販売やイベントにより
*1

地域の農家と都市住民が交流するなど、都市と農村の共生・対流に大きな役割を果たしてい

る。また、地域住民の利用を主体とした施設も設置し、地域住民も利用するにぎわいの場と

している例もみられる。各地域では道の駅の利用者による会員制の組織が結成され、ホーム

ページ等により積極的に情報発信しており、個々の道の駅からだけでなく、道の駅というネ

ットワークを活かした農村の情報発信が期待される。

（都市に集積した人材、知見、技術等を取り込むことが重要）

若者や団塊の世代の定住、二地域居住等も含め、都市と農村の間の人の往来は、経済的効

果のみならず、地域にとって新たな知見や地域活動の担い手を得る機会ともなる。人口が減

少局面に入った我が国においては、都市と農村の共生・対流の促進を通じ、都市に集積した

人材、知見、技術等を取り込んで、農村地域の活性化に結び付けていくことが重要である。

事例：都市住民や企業との連携による地域の活性化＞＜

長野県飯田市の農業法人は、平均年齢60歳代の兼業農家が構成員であり、若者が魅力
い い だ し

をもてる農業経営を目指し、都市住民との交流や農業体験の場の提供、パートナー制度

実施のほか、市場への出荷も行っている。

、 。年間を通じて収穫できる作目体系を確立し 季節を問わず農業体験を受け入れている

地元の観光会社を通じ、外国人旅行者の受入れも行っており、近隣の温泉や冬場のスキ

ーとあわせ、収穫体験プログラムがツアーに取り入れられている。

また、小中学生の農業体験のための水稲作にも取り組んでおり、田植体験で

年間2,800人程度を受け入れている。小・中学生の手植えの方が育ちがよいと、

近隣農家からも水田を提供されている。

りんごの「パートナー制度」は、都市住民等の会員に収穫物を提供するもの

で、会員に年間３日程度の収穫までの農作業を課している。中小企業の福利厚

生事業を受注する企業と連携して会員を募集し、130名の会員で運営している。

会員の広告代理店勤務経験者が同農業法人のリーフレットのデザイン、図柄等

について助言するなど、このような会員の知見を活用する取組の拡大も期待されている。

（ ）地図

農業体験（作業説明）

事例：全国初の都市型道の駅で、農産物の販路を拡大＞＜

東京都八王子市では、2007年4月、東京都で初めての道の駅がオープンした 「都市。
は ち お う じ し

型道の駅」として、農産物直売所やレストラン、交流スペースが整備されている。

農産物直売所は、消費者の生活パターンにあわせ営業時間を夜９時までとし、遅い

時間の来客にも対応できるようにしている。また、出荷者が売行状況を確認できるシ

ステムを導入し、出荷者がこまめに商品を補充できるようになっている。開設後９か

月で直売所の売上げは５億６千万円となり、来場者が100万人を突破した。直

売所の設置に当たり、市内農家で出荷組合を設立し、約140人の農業者が出荷

している。豚肉ブランドのTOKYO Ｘ（トウキョウエックス）や地元酪農家に

よるアイスクリームの販売も好調で、出荷組合の売上げは２億円を超えてお

り、出荷者は大幅な収入増となっている。バスツアーの休憩場所としての利

用等、道の駅の登録による集客効果も大きく、週末の来場者は市民と観光客

の割合が半々となっている。

（地図）

農産物直売所
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むすび

本報告書では、食料・農業・農村をめぐる動向や、主要施策の取組状況について、様々

な観点から分析・検討を行った。その結果、明らかになった課題は以下のとおりである。

第一に、国際的な食料事情が大きく変化し、世界の食料需給が中長期的にひっ迫する可

能性があるなかで、食料の６割を海外に依存する我が国として、現在の大量輸入、大量廃

棄等の食生活を見つめ直し、安全な食料を将来にわたり安定的に供給するためのシステム

を早急に確立することである。このことは、単に食料・農業の観点にとどまらず、環境や

国土の保全、ひいては国民生活のあり方にもかかわる重要な国家的課題である。

そのためには、国内生産の増大を基本として、輸入と備蓄を組み合わせていくという方

針のもと、政府はもちろん国民、農業生産者・農業団体、食品関連事業者がそれぞれ、食

料をめぐる様々な問題を自らの問題として共有したうえで、限られた国内の農地を有効に

活用して、国内農産物の生産をふやしていくことが重要である。また、食料自給率目標の

達成に向け、米の消費拡大をはじめ、食育や地産地消に積極的に取り組むことにより、消

費者や食品産業が国産農産物を積極的に利用していくなど、生産・消費両面にわたる課題

に関係者が一体となって取り組む必要がある。また、こうした取組を通じ、農地・農業用

水の確保、担い手の育成、農業技術の開発・普及を図り、食料供給力を強化していく必要

がある。

加えて、関係府省が情報の共有化をはじめ連携を一層強化することにより、食品の安全

、 。を確保して消費者の信頼を回復し 安心できる生活環境の実現を目指すことが重要である

第二に、意欲ある担い手の育成をはじめ、農業経営の体質強化を図り、力強い農業構造

を早急に構築することである。このため、2007年４月から導入された新たな経営所得安定

対策等の普及・定着を図る必要がある。これらの対策は、生産現場からの様々な要望、意

見等を踏まえて、制度の基本は維持しつつ地域の実態に即した見直しが行われたが、今後

とも、生産現場の声を踏まえつつ、適切に対応していくことが求められる。

特に、米の生産調整を確実に実行し、水田において自給率向上が必要な麦、大豆、飼料

作物等の生産を着実に進めることが重要である。また、米以外の作物の生産が困難な地域

においては、水田機能を維持していくという観点からも、飼料用やバイオ燃料用等主食用

以外の取組を推進していくことが重要である。

一方、農地政策については 「農地政策の展開方向について （2007年11月）に沿って、 」

着実に具体化していく必要がある。農業者への調査によると、農地の経営規模を拡大する

理由として、農地を引き受けて欲しいという依頼を受けたことや、拡大する農地が隣接し

ていることをあげる回答が多くみられた。このため、貸し手が貸しやすく、借り手が借り

やすい環境を整えるとともに、面的にまとまった形での農地利用集積を促進することが重

要である。なお、稲作単一農家の経営規模の縮小には、後継者がいないことや経営主の高

齢化、単位面積当たり米販売額が少ないことが関係していることが統計的手法からも改め

て確認されたことから、経営規模の拡大を目指す意欲ある農家に対し、経営の安定や人材

確保といった面での支援が重要である。

P

P
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第三に、農業を地域経済を担う産業として育成し、その活力を高めることにより、農村

地域の再生を図ることである。近年、農産物直売所等で消費者に直接販売を行う取組が盛

んになっているが、この取組をさらに拡げ、加工、流通といった経営の多角化や、有機農

業や新食品・新素材の開発といった農業の高付加価値化に取り組み、農業経営の安定化と

競争力の強化を図ることが重要である。また、新たな生産システムやロボットの開発によ

る省力化・低コスト化に取り組む必要がある。さらに、知的財産を適切に保護しながら、

積極的・戦略的に活用していくとともに、関係機関が結集して、研究・技術開発を推進し

ていくことも重要である。

一方、農業経営の多角化、高付加価値化等に当たっては、農林水産物・食品は国内消費

向けという固定概念を打破し、海外に新たな市場を求めることが重要である。近年、世界

的な日本食ブーム等を背景として、農林水産物・食品の輸出は大幅に増加している。人口

減少社会が到来し、国内市場が成熟化するなか、農業の活力を高めるうえでも輸出の一層

の促進は重要であり、農業者をはじめ関係者一体となった取組が期待される。

第四に、地球温暖化や生物多様性の保全に対応するため、資源・環境対策を推進すると

ともに、循環型社会の形成を進めることである。特に、バイオマス利活用の加速化は、地

球温暖化防止や循環型社会の形成という視点に加え、従来の食料生産の枠を超え耕作放棄

地の活用を通じて食料安全保障にも資するなど、農林水産業の新たな領域を開拓する観点

からも重要である。

海外では、穀物を原料としたバイオ燃料の需要が高まっており、食料需要との競合が大

きな問題になっている。我が国としては、食料生産に影響を与えないよう、稲わら、間伐

材等のセルロース系原料から高効率にバイオ燃料の生産ができる技術開発をはじめ、未利

用バイオマスを有効に活用した取組を推進する必要がある。

また、2013年以降の枠組み構築に向けて、農地を温室効果ガス排出削減または吸収源と

する農地の管理方法の開発を進めていくことも重要である。

第五に、農村資源の活用・保全を図りつつ、農業の多面的機能を発揮させるとともに、

都市と農村の共生・対流を一層推進することにより、活力ある農村の実現を図ることであ

る。集落機能の低下や集落の消滅が懸念されるなか、市町村合併により農林水産関係職員

数や農業関係予算は大幅に減少しているが、合併を契機として各地域の資源を活かしたま

ちづくりを行う取組もみられる。このため、農業と商工業、観光業との農商工等連携を強

化し、若者や団塊の世代をはじめ都市に集積した人材、知見、技術等を活かしつつ、地域

特産品を開発するなどの取組を推進することが重要である。また、都市と農村の共生・対

流を進めていくうえで、農村を農業・農村体験の場として位置付け、次世代を担う子ども

たちを中心として、グリーン・ツーリズムの取組を推進することが重要である。

最後に、WTO農業交渉やEPA/FTA交渉に戦略的に取り組むことである。その際、農業構造

改革の努力を損なわないように留意することが必要である。

食料・農業・農村施策は、国民の毎日の生活に深くかかわっていることから、生産現場

の取組や消費者の声を積極的に施策に反映させつつ、透明性の高い政策運営を進めること

により、国民の信頼と支持が得られることが重要である。

本報告書が、食料・農業・農村の現状や課題、主要施策の取組状況等について、国民の

関心と理解が高まることの一助となることを切に願うものである。
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[ 用 語 の 解 説 ]

１．基本統計用語

農家等分類関係（1990～2000年センサスの定義）

用 語 定 義

農 家 経営耕地面積が10ａ以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15
万円以上ある世帯

販売農家 経営耕地面積30ａ以上または農産物販売金額が年間50万円以上の農家

主業農家 農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、１年間に60日以上自
営農業に従事している65歳未満の者がいる農家

準主業農家 農外所得が主（農家所得の50％未満が農業所得）で、１年間に60日以上自
営農業に従事している65歳未満の者がいる農家

副業的農家 １年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の者がいない農家（主
業農家及び準主業農家以外の農家）

専業農家 世帯員のなかに兼業従事者が１人もいない農家

第１種兼業農家 世帯員のなかに兼業従事者が１人以上おり、かつ農業所得の方が兼業所得
よりも多い農家

第２種兼業農家 世帯員のなかに兼業従事者が１人以上おり、かつ兼業所得の方が農業所得
よりも多い農家

自給的農家 経営耕地面積が30ａ未満かつ農産物販売金額が年間50万円未満の農家

農家以外の農業事業 経営耕地面積が10ａ以上または農産物販売金額が年間15万円以上の農業を
体 営む世帯（農家）以外の事業体

農業サービス事業体 委託を受けて農作業を行う事業所（農業事業体を除き、専ら苗の生産及び
販売を行う事業所を含む）

農業経営体分類関係（2005年センサスの定義）

用 語 定 義

農業経営体 農産物の生産を行うかまたは委託を受けて農作業を行い、①経営耕地面積
が30ａ以上、②農作物の作付面積または栽培面積、家畜の飼養頭羽数または
出荷羽数等、一定の外形基準以上の規模（露地野菜15ａ、施設野菜350㎡、搾
乳牛１頭等）、③農作業の受託を実施、のいずれかに該当する者（1990
～2000年センサスでは、販売農家、農家以外の農業事業体及び農業サービス
事業体を合わせた者に相当する）

農業経営体のうち 農業経営体のうち個人経営体（農家）及び１戸１法人（農家であって農業
家族経営 経営を法人化している者）

個人経営体 農業経営体のうち世帯単位で事業を行う者であり、１戸１法人を除く

法人経営体 農業経営体のうち法人化して事業を行う者であり、１戸１法人を含む

単一経営経営体 農産物販売金額のうち主位部門の販売金額が８割以上の経営体

準単一複合経営経 農産物販売金額のうち主位部門の販売金額が６割以上８割未満の経営体
営体

複合経営経営体 農産物販売金額のうち主位部門の販売金額が６割未満の経営体
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農家経済関係

用 語 解 説

総所得 農業所得＋農業生産関連事業所得＋農外所得＋年金等の収入

農業所得 農業粗収益（農業経営によって得られた総収益額）－農業経営費（農業経営に
要した一切の経費）

農業生産関連事業 農業生産関連事業収入（農業経営関与者が経営する農産加工、農家民宿、農家
所得 レストラン、観光農園等の農業に関連する事業の収入）－農業生産関連事業支

出（同事業に要した雇用労賃、物財費等の支出）
農外所得 農外収入（農業経営関与者の自営兼業収入、給料・俸給）－農外支出（農業経

営関与者の自営兼業支出、通勤定期代等）

農家世帯員の農業労働力関係

農業地域類型区分

用 語 定 義

農業地域類型区分 地域農業の構造を規定する基盤的な条件（耕地や林野面積の割合、農地の傾
斜度等）に基づき市町村及び旧市区町村を区分したもの

区 分 基 準 指 標 （下記のいずれかに該当するもの）
都市的地域 ○ 可住地に占めるDID面積が５％以上で、人口密度500人以上またはDID人口

２万人以上の旧市区町村または市町村
○ 可住地に占める宅地等率が60％以上で、人口密度500人以上の旧市区町村

または市町村 ※ただし、林野率80％以上のものは除く

平地農業地域 ○ 耕地率20％以上かつ林野率50％未満の旧市区町村または市町村
ただし、傾斜20分の１以上の田と傾斜８度以上の畑との合計面積の割合

が90％以上のものを除く
○ 耕地率20％以上かつ林野率50％以上で、傾斜20分の１以上の田と傾斜８度

以上の畑の合計面積の割合が10％未満の旧市区町村または市町村

中間農業地域 ○ 耕地率が20％未満で、「都市的地域」及び「山間農業地域」以外の旧市区
町村または市町村

○ 耕地率が20％以上で、「都市的地域」及び「平地農業地域」以外の旧市区
町村または市町村

山間農業地域 ○ 林野率80％以上かつ耕地率10％未満の旧市区町村または市町村
注：1) 決定順位：都市的地域 山間農業地域 平地農業地域・中間農業地域→ →

2) DID（人口集中地区）とは、原則として人口密度が4,000人／㎢以上の国勢調査基本単
位区が市区町村内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が5,000人以上を有す
る地区をいう。

3) 傾斜は１筆ごとの耕作面の傾斜ではなく、団地としての地形上の主傾斜をいう。
4) 農業地域類型区分の「中間農業地域」と「山間農業地域」をあわせた地域を「中山間

地域」という。
5) 旧市区町村とは、1950年時点での市区町村をいう。

自営農業
が 主

その他の
仕事が主

主
に
仕
事

主
に
家
事
や
育
児

そ
の
他

ふ
だ
ん
の
主
な
状
態

自営農業とその他
の仕事両方に従事

仕事への従事状況

その他の
仕事のみ
に 従 事

自営農業
の み に
従 事

仕 事 に
従事しな
か っ た

①

②

③

世帯員
　原則として住居と生計を共にする者

①基幹的農業従事者
　　自営農業に主として従事した世帯員(農業
　就業人口)のうち、ふだんの主な状態が「主
　に仕事(農業)」である者

②農業就業人口
　　自営農業のみに従事した者または自営農業
　以外の仕事に従事していても年間労働日数で
　みて自営農業が多い者

③農業従事者
　　15歳以上の世帯員で年間１日以上自営農業
　に従事した者
　農業専従者
　　農業従事者のうち自営農業に従事した日数
　が150日以上の者
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２．五十音順

あ

生物多様性条約の定義では、現実の又は潜在的な価値を有する遺伝遺伝資源
素材（遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来
する素材）をいう。

営利を目的としない民間の組織や団体。会費、事業収入、民間の寄NPO（法人）
付、行政の補助金等を財源にして、ボランティアの労働力等で運営を（Non Profit Organi
行う。活動領域は福祉、環境からまちづくりまで幅広く、行政とは独zation）
立して自主的に社会貢献活動を行うなど、市場でも政府でも十分に供
給できないサービスを提供しており、新たな公益活動の担い手として
注目されている。

また、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得し、法人とし
て、銀行で口座を開設したり、事務所を借りるなどの行為を法人の名
で行えるNPO法人（特定非営利活動法人）と任意団体等を含む広義のNPO
と区別している。

温室効果ガスは、地面から放射された赤外線の一部を吸収・放射する温室効果ガス
ことにより地表を暖める働きがあるとされ、京都議定書では、二酸化炭
素、メタン（水田や廃棄物最終処分場等で発生 、一酸化二窒素（一部）
の化学製品原料製造の過程や家畜排せつ物等から発生 、ハイドロフル）
オロカーボン類（空調機器の冷媒等に使用 、パーフルオロカーボン類）
（半導体の製造工程等で使用 、六ふっ化硫黄（半導体の製造工程等で）
使用）を温室効果ガスとして削減を義務づけている。

か

バイオマスは、生物が光合成によって生成した有機物であり、バイカーボンニュートラル
オマスを燃焼すること等により放出される二酸化炭素は、生物の成長
過程で光合成により大気中から吸収した二酸化炭素であることから、
バイオマスは、ライフサイクルのなかでは大気中の二酸化炭素を増加
させない。この特性を称して「カーボンニュートラル」という。

家族で営農を行っている農業経営において、家族間の話し合いをも家族経営協定
とに経営計画や､各世帯員の役割､就業条件等を文書にして取り決めた
もの。

、 、家族農業経営においても 効率的・安定的な経営を目指すためには
経営に携わる構成員の役割、就業条件等の明確化を図っていくことが
重要である。また、女性や後継者等の農業に従事する世帯員の役割が
明確化され、農業者年金制度等の助成対象となるほか、認定農業者制
度の共同申請の活用が可能となるなど、家族経営協定は農業経営の近
代化を促進していく上で重要な取組となっている。

生物の多様性に関する条約に基づき、2000年１月に国連で採択されカルタヘナ議定書
た「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘ
ナ議定書」のこと。遺伝子組換え生物の使用により生物多様性やその
持続的な利用に悪影響を及ぼすことを防止する目的をもっている。

Good Agricultural Practiceの略。農産物の安全確保、環境の保全G A P(農業生産工程管理手
ギャップ

等様々な目的を達成するため、農業者・産地自らが、作物や地域の状法)
況等を踏まえ、①農作業の計画を立て、点検項目を決定し、②点検項
目に従い農作業を行い、記録し、③記録を点検・評価し、改善点を見
出し、④次回の作付けに活用するという一連の「農業生産工程管理手
法」をいう。

ＣＯ２増加
ＣＯ２増加せず

地球温暖化進行・非循環 地球温暖化防止・持続的循環型
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、 （ 、生産者や産地がGAPに取り組みやすくなるよう 必須項目 法令遵守
環境保全）と重要項目（土壌の有害物質汚染防止、病原微生物防止な

） 「 」 、 、 、ど の基礎的な事項について取りまとめた 基礎GAP が米 麦 大豆
施設野菜、露地野菜、果樹、花き、茶について公表されている。

海外では欧州を中心に取組が進んでおり、なかでも「GLOBALGAP」が
グローバルギャップ

広く取り組まれている。欧州では一部の小売業がGLOBALGAPを仕入れ基
。 「 （ ）」準としている 1997年の設立当初は EUREPGAP ユーレップギャップ

と呼称していたが、2007年９月に改称。

自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めること等教育ファーム
を目的として、農林漁業者等が一連の農作業等の体験の機会を提供す
る取組をいう。なお、一連の農作業等の体験とは、体験者が農林漁業
者等の実際に業を営んでいる人による指導を受けて、同一作物につい
て２つ以上の作業を、年間２日以上の期間行うことを指す。

京都議定書において定められた、温室効果ガス削減をより柔軟に行京都メカニズム
うための経済的メカニズム。

京都議定書では、附属書I に掲げられた先進国による温室効果ガス
の排出量削減の数値目標が定められている。しかし、先進国では、す
でにエネルギー使用効率がかなり高く、これらの数値目標を国内のみ
で達成することは困難といわれており、また、効率改善の余地の多い
国で取組を行った方が、経済的コストも低くなることから、他国内で
の削減実施に投資を行うことが認められている。

この制度が京都メカニズムであり、対象国・活動の種類により、そ
れぞれ「クリーン開発メカニズム （CDM 「共同実施 （JI 、国際排」 ）、 」 ）
出量取引に分けられてる。

Economic Partnership Agreement/Free Trade Agreementの略。２以経済連携協定（EPA）
上の国が関税の撤廃や制度の調整等による相互の貿易促進を目的とし/自由貿易協定（FTA）
て特定国・地域との間で締結されるもので、物やサービスの貿易を自
由にする協定をFTAという。FTAの内容を含みつつ、市場制度や経済活
動等、幅広く経済的な関係を強化する協定をEPAという。これらは、貿
易及び関税に関する一般協定（ガット）等において、WTOの最恵国待遇
の例外として 一定の要件 ① 実質上のすべての貿易 について 関、 （ 「 」 「
税その他の制限的通商規則を廃止」すること、②廃止は、妥当な期間
内（原則10年以内）に行うこと、③域外国に対して関税その他の通商
障壁を高めないこと等）のもとに認められている（同協定（ガット）
第24条他 。）

農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前１年以上作耕作放棄地
付けせず、今後数年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地
をいう。なお、これに対して、調査日以前１年以上作付けしなかった
が、今後数年の間に再び耕作する意思のある土地は不作付け地といわ
れ、経営耕地に含まれる。

Least Developed Countriesの略。開発途上国のなかで特に開発の遅後発開発途上国（LDC）
れた国をいう。具体的には、１人当たり国民総所得が750ドル未満、人

、 、口75百万人以下等の基準に基づき 国連経済社会理事会の審議を経て
国連総会の決議により認定される。

、 （ 、現在 世界で49か国がLDCに認定されている アフリカ地域：33か国
アジア地域：10か国、大洋州地域：5か国、中南米地域：１か国 。）

Gross Domestic Productの略。国内において一定期間(通常１年間)国内総生産（GDP）
に生産された財・サービスの付加価値額の総計。国内の経済活動の水
準を表す指標となる。

さ

Corporate Social Responsibilityの略 「企業の社会的責任」と訳C S R 。
シーエスアール

される。企業が活動するに当たって、社会的公正や環境などへの配慮
を組み込み、従業員、投資家、地域社会の利害関係者に対して責任あ
る行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことが求められてい
る。

CSRの具体的な内容は、国・地域の価値観、文化、経済、社会事情に
よって多様で、企業の経営理念や業態によっても異なる。また、取組
主体も米国では多様な社会運動等の影響を受け民間中心である一方、
欧州では政府が積極的に関与してその取組が進められているなど、国
・地域で様々である。
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集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産を集落営農
共同して行う営農活動。

①転作田の団地化、②共同購入した機械の共同利用、③担い手が中
心となって取り組む生産から販売までの共同化など、地域の実情に応
じてその形態や取組内容は多様である。

心身ともに健康で豊かな食生活の実現に向けて、2000年に策定され食事バランスガイド
た「食生活指針」を具体的な行動に結び付けるため、１日に「何を」
「どれだけ」食べたらよいかを示したもの。 コマをイメージして描
かれ、主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の料理区分ごとに１日

厚生労働省と農林水にとる量の目安が料理で表されている。2005年に
産省で決定した。

我が国農業の構造改革を加速化することと、我が国農業政策体系を新たな経営所得安定対策
国際規律にも対応し得るようにすることを目的に、2007年産からスタ（ ）品目横断的経営安定対策
ートした水田農業をはじめ土地利用型農業を対象とした対策。対策の
見直しにより、品目横断的経営安定対策から水田・畑作経営所得安定
対策（北海道向け 、水田経営所得安定対策（都府県向け）に名称変）
更した。

これまで品目ごとに講じてきたすべての農家を対象とする価格政策
を見直し、意欲と能力のある担い手に対象を絞り、経営全体に着目し
た政策に転換を行ったものである。支援の内容は、①諸外国との生産
条件格差から生じる不利を補正するための補てん（対象品目：麦・大
豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ 、②収入の減少の影響を緩和）
するための補てん（対象品目：米・麦・大豆・てん菜・でん粉原料用
ばれいしょ）である。

農林物資（農林水産物、食料品等）の生産行程を管理又は把握する生生産行程管理者
産業者等をいう。

た

World Trade Organization（世界貿易機関）の略。ウルグアイ・ラWTO
ウンド合意を受け、関税及び貿易に関する一般協定（ガット）の枠組
みを発展させるものとして、1995年１月に発足した国際機関。本部は
スイスのジュネーブにあり、貿易障壁の除去による自由貿易推進を目
的とし、多角的貿易交渉の場を提供するとともに、国際貿易紛争を処
理する。

JAS JAS法に基づき農林水産大臣により登録された法人をいい、農林物資（ 法に基づく）登録認
（農林水産物、食料品等）の生産業者等の生産・品質管理体制を審査定機関
して、JAS規格に適合する農林物資が製造できることを確認し、当該生
産業者等を認定する。認定を受けた生産業者等は、JAS規格に適合して
いる農林物資にJASマークを貼り付けることができる。

担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の３分の特定農業団体
２以上について農作業を受託する相手方として、一定の地縁的まとま
りをもつ地域の地権者の合意を得た任意組織。農業生産法人となるこ
とが確実と見込まれ、地権者から農作業を引き受けるよう依頼があっ
たときは、これに応じる義務を負うという性格を有する。
（農業経営基盤強化促進法第23条第４項）

担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の過半特定農業法人
を集積する相手方として、一定の地縁的まとまりをもつ地域の地権者
の合意を得た法人。地権者から農地を引き受けるよう依頼があったと
きは、これに応じる義務を負うという性格を有する。
（農業経営基盤強化促進法第23条第４項）

な

レストラン等へ出かけて食事をする外食と、家庭内で手作り料理を中食（なかしょく）
食べる「内食（ないしょく 」の中間にあって、市販の弁当やそう菜）
等、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校・屋外等へ持
って帰り、そのまま調理加熱することなく食事として食べられる状態
に調理された日持ちのしない食品の総称。
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農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効認定農業者（制度）
率的かつ安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、
この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制
度。認定を受けた者（認定農業者）に対しては、スーパーＬ・Ｓ資金
等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整
備事業等の各種施策を重点的に実施しており、2007年産以降の新たな
経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の対象者となっている。

農地等の権利を取得することができる法人で、①法人形態要件、②農業生産法人
なお、事業要件、③構成員要件、④役員要件のすべてを満たす法人。

農業生産法人以外の法人については、リース方式で農地の権利を取得
することができる。

農業生産活動による最終生産物の総産出額であり、農産物の品目別農業総産出額
生産量から、二重計上を避けるために、種子、飼料等の中間生産物を
控除した数量に、当該品目別農家庭先価格を乗じて得た額を合計した
ものである。

は

配合飼料価格の変動が畜産経営に及ぼす影響を緩和し、畜産経営の配合飼料価格安定制度
安定を図る目的で、配合飼料価格の上昇時に基金から畜産経営者に補
てん交付金を交付する制度で、通常補てん制度と異常補てん制度から
なる。通常補てん基金は、配合飼料メーカーと畜産経営者が拠出して
おり、異常補てん基金は国と配合飼料メーカーが積立金を拠出してい
る。通常補てん制度では対処し得ない異常な価格高騰時には、異常補
てんが発動される。

ま

内臓脂肪が蓄積することによって、血圧や血糖が高くなったり、血メタボリックシンドローム
中の脂質異常を起こしたりして、食事や運動等の生活習慣を改善しな（内臓脂肪症候群）
ければ、心筋梗塞や脳卒中等が起こりやすくなる状態のこと。

2005年４月に日本内科学会等８学会が日本人向け診断基準を設定し
た。これは、内臓脂肪蓄積（ウエスト周囲径 男性85㎝以上、女性90㎝
以上（内臓脂肪面積100㎝ 以上に相当 ）に加え、血中脂質、血圧、血2 ）
糖の基準のうち２項目以上に該当する場合に、メタボリックシンドロ
ームと診断される。

ら

農業経営基盤強化促進法に定められている農業上の利用を目的とす（農業経営基盤強化促進法
る賃借権、使用貸借権等のこと。に基づく）利用権

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定さ
れた利用権は、賃借権の法定更新等が適用される農地法に基づく一般
の賃貸借とは異なり、契約期間の満了とともに所有者に農地が返還さ
れる（再設定も可能 。）

農畜産物の生産（一次）だけでなく、食品加工（二次 、流通・販六次産業化 ）
売等（三次）にも農業者が主体的かつ総合的に関わることで、第二次
・三次産業事業者が得ていた付加価値を農業者が得ようとする取組。
一次×二次×三次＝六次産業




