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（人材の育成・確保は地域の活性化を図るうえで重要）

農業を地域経済を担う産業として育成し、農村地域の活性化につなげていくためには、こ

れらに携わる人材の育成・確保を図る必要がある。特に、リーダーとなり得る農業者の育成

・確保や農業関係機関の職員の育成が重要である。

人材の育成・確保については、2007年11月に策定された「農山漁村活性化のための戦略」

のなかで、地域の活性化の推進役となる人材育成への支援を行うこととされており、①地域

を活性化させるリーダーの育成、②住民が気づきにくい地域力を活かすための助言を行う外

部アドバイザーの派遣、③さらには都会に住む人々がふるさとを活性化する人材を育成する

「ふるさと応援隊」の組織へ直接支援を行うこととされている。

、 、 、 、これらの人材を核として 集落内 集落間 集落と都市のネットワークが構築されるよう

関係省が連携しつつ、地方に専門相談員を配置することとされている。農業関係機関も、地

域農業のリーダーとなり得る農業者を育成することが重要である。

（異業種とのマッチングで新たな連携強化が期待）

また、農業が地域の食品製造業や観光業といった異業種と連携を図る場合に、宿泊業者と

近隣農家の接点が少ない事例や、建設業者や食品製造等の企業、NPO法人が農業へ新規参入

した際に販路の確保に苦労する事例がみられることから、農業と異業種との橋渡しを担うマ

ッチング機能を充実させる必要がある。

例えば、農林漁業金融公庫では、農林漁業と食品産

業の双方に融資している特性を活かし、交流会やイン

ターネットを利用したマッチングサービスを行ってい

る。交流会では、情報収集や生産者とバイヤーとの実

際の商談、商品力を試す場を提供しており、また、イ

ンターネットサービスでは、例えば地元産製茶の使用

を希望していたメーカーと販路拡大を希望していた製

茶業者が取引を始めるなどの動きが出ている。こうし

たマッチングの場を提供する活動が広がることで、

新たな連携が強化されることが期待される。

（銀行も農業者への融資体制を強化）

さらに、地方銀行を中心として、民間の銀行でも農業融資担当をおいて農業者への融資体

制を強化するとともに、従来の不動産担保融資だけでなく、牛等の農畜産物を担保にした融

資も拡大をみせている。地方銀行の中には、審査期間が３日しかかからない農業者限定のロ

ーンを提供しているほか、無料の財務診断サービスを行い、スーパー・外食業者のバイヤー

、 。との商談会を開催するなど 農業者に利便性が高いサービスを用意している銀行もみられる

このほか、2007年２月には、大手食品メーカーや商社等の参加のもと、経営感覚をもった

農業者を育成・支援するNPO法人「日本プロ農業総合支援機構（ J -PAO 」が設立された。J-）
ｼﾞｪｲ ﾊ ﾟ ｵ

PAOでは、参加した会社がもつ経営ノウハウを提供するほか、金融機関のネットワークを活

かして 「事業化支援 「農畜産物の販売支援 「人材育成」といった事業を展開し、国際、 」、 」、

的にも通用する経営感覚を持った、競争力のある農業者の育成を図っている。

写真

マッチング事業を行ったアグリフードEXPO
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（市町村をはじめとする農業関係機関の連携強化が重要）

人材の育成・確保に加えて、市町村や普及指導センター等関係機関の連携強化を図ることが

重要である。また、農業・農村に関する政策の導入や見直しに当たっては、関係機関が一体と

なって施策の趣旨、目的、内容等を農業者まで浸透させ、具体的取組として展開されるよう推

進体制を強化する必要がある。

特に、平成の大合併以降、市町村の農業担当職員や農業予算が大幅に減少する傾向にある

が、農業や農村の活性化に向けて、例えば、観光農園により都市農村交流を図る場合、①農

、 、園が販路開拓を行い ②普及指導センターが農業技術指導や関係機関間のコーディネートを

③農協や市町村が広報・宣伝活動をそれぞれ担当するなど、関係機関が役割分担を明確にし

ながら、連携して地域資源の活用、地域ブランド化を図っていくことが求められている。

（農業者自身の意識改革と団塊世代を活かすことも必要）

多様な農業経営の発展に向けた取組に際しては、農業者自身が「できた物を売る 「コス」

トを意識しない」経営から、自分の農業経営に適したビジネスモデルを「農業者自らが」考

え出す意識改革を行うことが求められている。

また、大学や企業との連携により、農業と医療・環境との連携を強化するなど、新たなビ

ジネスモデルを提案することが重要である。とりわけ団塊の世代 が大量に定年退職を迎え
＊１

ているなか、元営業マンが農業生産法人の営業担当となったり、財務・税務に関する知識を

農業経営に活かしたりするなど、団塊の世代が有する技術や知見等を 大限活かし、優れた

経営手法や新たな発想を農業の分野で発揮していくことが必要である。

＜事例：市町村と連携した地域活性化の取組＞

(1)特産品である「梅」を活かし、町と連携した地域活性化
和歌山県みなべ 町 では、南高梅を利用したブランド化に戦後まもなく取り組み始め、梅が大きな産業

ちょう

の柱となっている。特に、2004年の市町村合併で梅の収穫量が日本一となったことに加え、2006年に地

域団体商標を取得してブランド力をさらに高めたことにより、2007年の青梅の市場出荷量は前年より２

割増加し、京浜地域市場では６割のシェアを占めている。町では全国唯一の「うめ課」を設置し、町立

の研究センターで試験研究を行うなど、梅の生産者を支援しているほか、地域の梅加工業者を中心に自

治体や生産者が連携して、梅干の認定制度を創設し、商品の差別化と付加価

。 、 「 」値の向上に取り組んでいる さらに 道の駅 うめ振興館

での情報発信や、県立医科大学と連携した梅の医学的効能

研究等による消費拡大の取組、2010年までに梅の輸出を開

始することを目標とした海外マーケティング調査等、さら

なる需要拡大と地域活性化に取り組んでいる。

(2)地域ごとの特産品を活かし、町と連携した地域活性化

栃木県茂木町では、1980年代に山内地区ではじまった「ゆずの里かおり村」のむらおこし活動に触
もてぎまち やまうち

発され、町内９地区で棚田のオーナー制度やそば、梅、きのこ、じゃがいもといった地域資源を活かし

、 。たグリーン・ツーリズムによる 独自のコミュニティビジネスを振興している

町では、地域住民と町職員が一体となって地域づくりに取り組む一方、1996

年に開設した道の駅「もてぎ （もてぎプラザ）を特産品開」

発と販売戦略の拠点としており 「有機物リサイクルセンタ、

ー美土里館」で生ごみや家畜ふん尿等から生産したたい肥を

、「 」 、利用した農産物を 美土里シール を貼って販売するなど

「茂木ブランド」を創出するための支援策を推進している。

地図

地図

地区での農業体験

道の駅「うめ振興館」

*1 昭和22～24年生まれの世代で、人口は2005年９月30日現在、683万人。



*1 [用語の解説]を参照。
*2 この仕組みにより平均気温は14℃に保たれているが 仮に温室効果ガスが全く存在しない場合 地球の平均、 、
気温はマイナス19℃となると推定される（IPCC第４次評価報告書 。）

*3 世界気象機関（WMO 「WMO温室効果ガス年報」）
*4 1750年から2005年までの温室効果の増加量に占める温室効果ガス別の影響力の割合を指す。
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第２節 地球環境対策と農村資源の保全・活用

（１）地球温暖化対策の加速化

ア 地球温暖化による食料生産への影響

（温室効果ガスの大気中濃度増加により、地球温暖化現象が進行）

地球の気温は、日射により暖められた地面から放出される赤外線の一部を水蒸気、二酸化

炭素 CO メタン CH 等の温室効果ガス を含む大気が吸収・放射し 地表や下層大気を（ ）、 （ ） 、2 4
*1

加熱するという仕組みにより、生物の生存に適した水準が保たれている （図Ⅰ－34 。*2 ）

ところが近年、人間活動の拡大に伴い、二酸化炭素やメタン等の大気中濃度が増加し、吸

収・放射される赤外線が増加することで、地球規模で気温が上昇する地球温暖化現象が進行

している 。
*3

（二酸化炭素は最も地球温暖化に影響）

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告書（2007年11月）によると、大気

中に長期間留まる温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類及び

六フッ化硫黄）のうち、地球温暖化への寄与度が も高いのは二酸化炭素であり、これらう

ちの63％を占めている （図Ⅰ－35 。*4 ）

二酸化炭素
63

メタン
18

一酸化二窒素

その他
13

20 40 60 80 100
％

0

６

図Ⅰ－34 地球温暖化の仕組み

図Ⅰ－35 大気中に長期間留まる温室効果ガス別の地球温暖化に対する寄与度（2005年）

資料：IPCC「第４次評価報告書第１作業部会報告書」を基に農林水産省で作成

資料：気象庁作成



*1 世界気象機関（WMO 「WMO温室効果ガス年報」）
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（二酸化炭素の排出量・大気中濃度は過去最高水準）

温室効果ガスのうち 石油等化石燃料の燃焼により発生する二酸化炭素の排出量は 100年、 、

前と比べ12.7倍に 特にこの40年間で３倍に増加している 図Ⅰ－36 また 2006年には大、 （ ）。 、

気中の二酸化炭素の平均濃度は、産業革命以前よりも36％増加して過去 高水準に達してい

る 。
*1
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図Ⅰ－36 化石燃料からの二酸化炭素排出量の推移

世界中に影響を及ぼす地球温暖化
私たち自身が排出した温室効果ガスによって、地球上の多くの人々が影響を受けるということは、容易に

想像できます。しかし、その影響は平等ではありません。

私たちは、私たち自身だけでなく、遠く離れた国や地域の人々、特に貧しい人々に、大きな影響を与える

立場にあるという事実を認識し、責任ある行動をとる必要があります。

(1)イヌイットの生活の変化
IPCCによると、北極圏は 近数十年間地球全体平均の２倍の速さで気温が

上昇しています。

実際、近年、カナダ北部の北極圏に住むイヌイットの生活が激変していま

す。薄くなった氷が割れ、命を落とす事故が増加し、イヌイットの言葉には

ない「イルカ」が北極海で目撃されるようになっており、これらはすべて地

球温暖化の影響であるという研究者らによる指摘もあります。

(2)貧しい国で大きな被害
UNEP（国連環境計画）によると、温室効果ガスの大半を排出している先進

国よりも、貧しい国・地域において、より大きな被害が出ることが予測され

ています。例えば、アフリカ（１人当たりの二酸化炭素排出量は日本の10分

の１）では、近年大規模な干ばつなどの異常気象が発生し、食料不足が深刻

化しています。IPCCによると、今後、温暖化の影響で2020年までにアフリカ

（ ）の一部の地域で降雨依存型農業 農業に用いる水を降雨のみに依存する農法

での農産物収穫量が50％程度減少すると予測されています。

資料：米国オークリッジ研究所「Global, Regional, and National Fossil Fuel CO Emissions」2

注：その他とは、セメント製造とガスフレアリングによる排出量の合計。

干ばつ（マリ共和国）

イヌイットと
（ ）溶けていく氷山 カナダ
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（世界に深刻な影響を与えている地球温暖化）

IPCC第４次評価報告書によると、地球温暖化により、①この100年で世界の平均気温は

0.74℃上昇 図Ⅰ－37 ② 近12年 1995～2006年 のうち1996年を除く11年の世界の地上（ ）、 （ ）

気温は、1850年以降で も温暖な12年の中に入る、③20世紀中に平均海面水位が17cm上昇、

④世界各地で異常気象が頻発（暴風、干ばつ等）といった影響が既に現れている。実際、異

常気象に伴う気象災害は長期的に増加傾向にある（図Ⅰ－38 。）

（地球温暖化対策は今後20～30年の緩和努力と投資が鍵）

また、同報告書は、今後予想される影響として、化石エネルギー源を重視する「高成長社

会 を仮定した場合 21世紀末までに平均気温が2.4℃～6.4℃上昇し 平均海面水位が26～*1」 、 、

59cm上昇し、大雨、干ばつが増大すると予測している。

さらに、同報告書は、既存技術と今後数十年で実用化される技術により温室効果ガス濃度

の安定化は可能であり、今後20～30年の緩和努力と投資が鍵としている。英国財務省の試算

によると 温暖化対策に必要な費用は世界全体の毎年のGDPの１％であり 対策を行わなかっ、 、

た場合に予測される被害額は毎年のGDPの20％以上とされている 。*2
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図Ⅰ－38 異常気象に伴う気象災害の発生件数と被害額の推移

図Ⅰ－37 世界の平均気温の推移

資料：Met Office Hadley Centre「HadCRUT3」を基に農林水産省で作成

注：平均気温は、陸上での地表付近気温及び海面水温の平均値。平年値は、1961～90年の平均値。

資料： EM-DAT:The OFDA/CRED International Disaster Database - www.em-dat.net - Université Catholipue「
de Louvain-Brussels-Belgium」を基に農林水産省で作成

注：その他とは、異常気温、森林火災、津波。

*1 ６種類の排出量シナリオのうち も排出量が多いシナリオ。急激な経済成長と世界人口の増加が21世紀半ば
まで続き、2100年における温室効果ガス等が二酸化炭素換算で1,550ppmに達すると仮定している。

*2 英国財務省「STERN REVIEW:The Economics of Climate Change」
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