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はじめに

我が国の食料供給は、輸入に大きく依存することで成り立っているため、海外の影響を

極めて受けやすい構造となっている。2007年度はそのことを改めて認識する年となった。

一つには、食料の需給をめぐる世界の情勢にかつてない変化が生じているなかで、穀物や

大豆の国際価格が過去最高水準にまで高騰し、国内の食料品価格や原料調達に大きな影響

を与えるとともに畜産経営に大きな打撃を与えたことである。また、食品に対する消費者

の信頼を揺るがす事件も発生した。

一方、食料供給の基本となるべき国内農業が直面している最大の課題は、生産構造のぜ

い弱化が進んでいる米、麦、大豆等の土地利用型農業の体質を強化すること等を通じて、

国内生産の増大を図り、将来にわたり食料を安定供給できる農業構造を構築することであ

る。特に、米については需給調整の実効性を確保し、水田農業の維持・発展を図る必要が

ある。

このような土地利用型農業に関しては、2007年４月から新たな経営所得安定対策が導入

されたが、生産現場から要望や不満等様々な意見が出されたため、制度の基本は維持しつ

、 。 、 、つ 市町村特認制度の創設等地域の実態に即した見直しが行われた また 米については

米価の大幅下落という状況に対応するための緊急対策が講じられるとともに、米価安定に

向けて生産調整の進め方の見直しが行われた。

他方、農林水産物・食品の輸出額は、2007年に４千億円を大きく超え、2013年までに１

兆円規模にするという目標に向けて順調に増加している。また、地球温暖化の進展等に対

応して、循環型社会を形成するとともに、農林水産業の新たな領域を開拓していく観点か

、 。ら 農村の資源を有効に活用してバイオマスの利活用を促進する動きが拡大してきている

さらに、食料・農業・農村施策の展開に大きな影響を及ぼすWTO農業交渉や豪州をはじ

めとするEPA/FTA交渉が、重要な局面を迎えている。

経済社会のグローバル化が進展するとともに、少子・高齢化、人口減少社会が到来する

など経済社会構造が大きく変化しているなか、とりわけ農村を中心とする地方の再生が重

要な課題となっているが、農業や農村が有する潜在能力を最大限に引き出し、国民生活を

一層豊かなものとする観点から 農林水産業と商工業等との産業間での連携 いわゆる 農、 、 「

商工連携」の促進等による地域経済活性化のための取組が推進されている。

本報告書は、こうした最近の動きを踏まえ、食料・農業・農村の動向や主要施策の取組

状況について、国民的関心と理解が深まることをねらいとして作成した。

その構成としては、冒頭に 「食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発 「原油、 」、

価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響 「４千億円を大きく超えた農林水産物・食品」、

の輸出」をはじめ、この１年の特徴的な動きを「トピックス」として取り上げた。そのう

えで、本編では、第Ⅰ章を特集章として 「農業の体質強化と農村の活性化」と「地球環、

境対策と農村資源の保全・活用」の２つのテーマを取り上げた。また、第Ⅱ章では 「食、

料 「農業 「農村」ごとに主な動向について簡潔に記述した。」、 」、

P
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食の安全に不安を与える事件の発生

2007年12月から翌年１月にかけ、食品による薬物中毒事案が発生し、消費者の間に食品の

安全性に関する不安が高まりました。このような事案の再発を防止するためには、原因の究

明が必要ですが、それを待たなくても取り組むべきことも多いと考えられます。このため、

①情報の集約・一元化体制の強化、②緊急時の速報体制の強化、③輸入加工食品の安全確保

策の強化といった政策を、政府一体となって速やかに実施することが、関係閣僚の申合せに

より決定されました。今後、事態の推移に応じて、新たな再発防止策の必要性について検討

することとされています。

コンプライアンスの徹底に向けた取組が求められている

また、2007年には、食品事業者による不適切な表示や製造といった消費者の信頼を揺るが

す事件が相次いで発生しました。食品の自主回収件数も前年の３倍以上に増加しています。

このようななか、食品に対する国民の信頼を確保することが急務となっており、まず、何

よりも食品企業のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）の徹底を図る必要があ

ります。特に、業界団体や個別企業の経営者・監査役の高い意識と主体的な対応が求められ

、「 」 、ているため 食品産業トップセミナー の開催を通じて消費者重視の経営が行われるよう

経営者の意識向上が図られています。また、食品産業の多くを占める中小食品事業者はノウ

ハウ・人材の点でコンプライアンスへの対応が困難な面があることから、主にこうした中小

食品事業者を対象としたコンプライアンスの取組の道しるべとして 「 食品業界の信頼性、『

向上自主行動計画』策定の手引き～５つの基本原則～」が策定されています。

このほか、食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重

要管理点）を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP（危害分析・重要管理点）手法
ハ サ ッ プ

の導入や食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及できるトレーサビリティの普及を

図ることも重要です。

食品事業者においては、取り扱う商品が国民の生命・健康にかかわるものであり、健康被

害を引き起こさなくても、表示偽装等の行為は消費者の信頼を損なう重大な行為であること

をしっかりと認識して、コンプライアンスの確立に取り組むことが必要です。また、コンプ

ライアンスの確立に向けて、企業行動規範や事故対応マニュアルの整備、専門部署の設置を

行うなどの取組が重要です。
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2007年
６月

Ａ社

・原材料の虚偽表示、意図的な異種原材料の混入、賞味期限
　の改ざん、産地偽装等
・上記の行為を不正と認識したうえで、社長の指示により常
　態的に実施

８月 Ｂ社
・製品の賞味期限の改ざん、自主検査で製品から大腸菌群等
　が検出されたが、公表せず回収

Ｃ社
・製品の解凍・再包装、製造年月日・消費期限の改ざん、原
　材料の不適正表示　等

Ｄ社 ・商品の原材料を虚偽表示して販売

Ｅ社 ・製品の消費期限等の改ざん、原材料の原産地の偽装　等

10月

最近の主な消費者の信頼を揺るがす事件

資料：(独)農林水産消費安全技術
センター調べ

１ 食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

資料：農林水産省調べ

食品自主回収件数の推移
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適正でわかりやすい食品表示の実現のための取組を推進

他方、食品に対する国民の信頼を確保するためには、適正でわかりやすい食品表示にす

ることが必要です。食品等の表示に関係する法律は「農林物資の規格化及び品質表示の適

正化に関する法律 （JAS法）や「食品衛生法」など複数ありますが、例えば、JAS法は消費」

者の選択に役立てるという観点から適正な表示を義務付けており、行政と消費者が一体と

なった監視・指導が行われています。また、犯罪性が高いなどJAS法の適用範囲にとどまら

ない事案については、事柄の性質に応じて警察等と連携をとりながら対応することとされ

ています。

また、政府は、食品偽装事件が全国的に相次いでいること等を受け、2007年12月に「生

活安心プロジェクト を決定し このなかで食品不正表示の監視取締体制の強化のため 食」 、 「

」 、 、 、品表示特別Gメン を新設し 広域 重大案件に対して機動的に調査を行うこととしたほか

JAS法の品質表示基準の適用を業者間取引に拡大することとしました。また、食品表示に関

連する機関の連携を強化するため、関係都道府県の機関と国の出先機関との間で「食品表

」 。 、 「 」 、示監視協議会 が設置されます さらに 関係府省の間で 食品表示連絡会議 を設置し

関連情報の共有を進めるなど、安心できる生活環境の実現を目指し、適正でわかりやすい

食品表示が行われるための取組が推進されています。

【P108～113参照】

缶詰、即席めん等
劣化が比較的遅い
ものには賞味期限
が表示されます。

調理パン、生菓子等
劣化が早いものには
消費期限が表示され
ます。

「消費期限」と「賞味期限」

消費期限は、その期限を過ぎたら食べない方が良いもので
す。これに対して、賞味期限は、おいしく食べることができ
る期限で、この期限を過ぎても、すぐに食べられないという
ことではありません。

また、これらの期限は、事業者が科学的、合理的根拠をも
って設定しています。表示されている期限は、未開封のとき
の期限です。一度開封した食品は、表示されている期限にか
かわらず、早めに食べましょう。期限表示の意味を正しく理
解して、食品の保存や調理を適切に行うことにより、無駄な
廃棄を少なくすることが大切です。

主な食品等の表示制度

資料：農林水産省調べ
注：不当景品類及び不当表示防止法と不正競争防止法は、食品を含むすべての商品が対象となる。

法律名
農林物資の規格化及び
品質表示の適正化に関
する法律(JAS法） ◇_

食品衛生法
不当景品類及び
不当表示防止法
（景品表示法）

不正競争防止法

所管官庁 農林水産省 厚生労働省 公正取引委員会 経済産業省

目的
一般消費者の適切な
商品選択

飲食に起因する衛生上
の危害の防止

公正な競争を確保し、
一般消費者の利益を
保護

事業者間の公正な競争
を確保

表示対象
一般消費者向けのすべ
ての飲食料品

公衆衛生の見地から表示
が必要な食品及び食品添
加物

事業者の供給する商品
(注)または役務

商品(注)もしくは役務ま
たはその広告もしくは取
引に用いる書類もしくは
通信

違反に対する
ペナルティ

・指示→命令→罰則
・指示を行った場合は
　名称等公表

罰則
排除命令（→確定）→罰
則

罰則

罰則規定

１年以下の懲役または100
万円以下の罰金
（法人の場合は１億円以
下の罰金）

・営業許可の取消、営業
　の禁止または停止
・２年以下の懲役または
　200万円以下の罰金
　（法人の場合は１億円
　以下の罰金)

・確定排除命令に従わな
　い場合、事業者の代表
　者等に対し２年以下の
　懲役または300万円以下
　の罰金
・事業者に対し３億円以
　下の罰金

５年以下の懲役または500
万円以下の罰金
（法人の場合は３億円以
下の罰金）
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食料需要とエネルギー原料需要との競合が大きな問題に

食料の需給をめぐる世界の情勢に、かつてない変化が起こっています。

需要面では、中国等の途上国を中心とした人口増加に加えて、所得の向上により、畜産物

・油脂類の消費が拡大することに伴い、とうもろこし等の飼料となる穀物や、油糧原料とな

る大豆やなたね等の需要が増加しています。また、近年の原油価格の高騰と国際的な環境へ

の関心の高まりのなかで、石油代替燃料としてバイオ燃料の生産が拡大することに伴い、原

料となるとうもろこしや大豆等の需要が世界的に増加し、食料需要との競合が起こっていま

す。とうもろこしの 大輸出国であるアメリカでは、バイオエタノールに対する需要が増加

し、原料となるとうもろこしの作付が増加する一方、大豆の作付が減少し、大豆需給にも影

響を及ぼしています。

こうしたなかで、供給面では、豪州の２年連続の干ばつによる小麦の減産等、食料需要の

増加に農業生産が的確に追いつけない状況となっています。このため、国際的な食料需給は

近年ひっ迫する傾向で推移し、世界の穀物の在庫は極めて低水準となり、穀物や大豆の国際

価格は過去 高の水準にまで高騰しています。

このほかにも、ロシアや中国等一部の食料輸出国では、自国内への食料供給を優先して、

農産物の輸出規制を実施したり、穀物・大豆の市場では、投資や投機的マネーが流入するな

どの動きがみられたり、国際価格の高騰に拍車をかけています。

世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性

このような食料需給をめぐる世界情勢の大きな変化は、一時的なものに止まらないと予測

されています。需要面では、途上国を中心とした世界人口の増加により食料需要のさらなる

増加が見込まれています。また、バイオ燃料についても世界全体の需要量が2030年には現在

（2004年）の６倍になると予測され 、非食用需要を含めた穀物・大豆需要が一層増加する*1

と見込まれています。一方、供給面では、地球温暖化の進展や水資源の不足等が農業生産に

、 。影響を及ぼすと見込まれており 世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性があります

、 、 、 。また 穀物・大豆の国際価格についても 今後 高水準で推移するという指摘もあります*2

穀物・大豆の価格の推移

資料：ロイター・ES＝時事
注：1) シカゴ商品取引所（CBOT）の毎月 終金曜日の期近価格であり、図中の数字は2008年２月の価格

2) １ブッシェルは、大豆・小麦は27.2155kg、とうもろこしは25.4012kg

*1 国際エネルギー機関（IEA）
*2 OECD-FAO「Agricultural Outlook 2007-2016」

２ 原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

15.2 15.45

(2008年3月3日)

35年ぶりの高値を更新

10.7 12.80

(2008年2月27日)

過去最高値の更新

5.5 5.57

(2008年3月5日)

11年ぶりの高値
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穀物・大豆の国際価格の高騰が、国民生活に様々な影響

穀物・大豆価格の高騰に加えて、原油価格の高騰等により海上輸送運賃や包装資材価格が

上昇しています。このため、食料の６割を輸入に依存する我が国においても食料品価格の値

。 、 、上げや国内農業のコスト上昇の形で様々な影響を及ぼしています 食料品については パン

即席麺、マヨネーズ等の小売価格の値上げが相次いで表明されています。また、国内農業に

ついては、主に輸入とうもろこしから製造される飼料の価格が高騰し、畜産経営に大きな打

撃を与えています。さらに、生産資材価格も上昇し、大量の燃料や資材を使用する野菜・果

実等の施設園芸（ハウス栽培）においても生産費の上昇等大きな打撃を受けています。

原油価格の上昇については、施設園芸の省エネ化に対する支援をはじめ、金融面での措置

等の対策が講じられています。また、飼料価格高騰に対しては、配合飼料価格安定制度によ

る補てんのほか、畜産・酪農農家の経営に対する緊急支援対策が行われています。

国民全体で食料問題の認識を共有し、諸課題に一体的に取り組むことが必要

これまでみたような食料をめぐる現状を踏まえると、我が国の食料供給は、輸入に大きく

依存することで成り立っているため、海外の影響を極めて受けやすい構造であることを改め

て認識する必要があります。その一方で、食生活の乱れや大量の食料廃棄の問題が生じてお

り、また、世界では８億人以上の人々が飢餓に苦しんでいるといった事実にも目を向ける必

要があります。

今後とも、食料の安定供給を確保していくためには、国内生産の増大を基本として、これ

と輸入、備蓄とを適切に組み合わせていくことが必要です。このような方針のもと、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

題を自分自身の問題として共有したうえで、限られた国内農地を有効に活用して、国内農産

物の生産を増やしていくことが重要です。さらに、これを食品産業や消費者が積極的に利用

していくなど、食料の生産・消費両面にわたる課題に一体的に取り組む必要があります。

穀物・大豆の国際価格の高騰等が食料事情に及ぼす変化

【P74参照】

資料：農林水産省作成
注：結果的には、小麦の価格高騰により飼料用小麦の需要減少

粗糖
（さとうきび）

価格の上昇

砂糖
清涼飲料
菓子類

みそ
しょうゆ
豆腐 等

とうもろこし
価格の上昇

大豆価格
の上昇

なたね価格
の上昇

バイオディーゼルバイオエタノール

(米国）
飼料用小麦の
需要増加*注

植物油価格の上昇
コーンスターチ、
異性化糖価格の上昇 小麦価格

の上昇 輸入小麦
売渡価格

10％引上げ
(2007年10月)

チョコレート
約12％値上げ
(2008年３月)

途上国の経済発展等を受けた
穀物・大豆需給のタイト化

原油価格の高騰等を背景とした
バイオ燃料の需要増加

（米国）
作付け転換

(豪州）
２年連続の
大干ばつ配合飼料

価格の上昇

パン
麺類等

畜産物
(食肉、鶏卵、
乳製品等）

マヨネーズ
食用油

マヨネーズ
約10％値上げ
(2007年６月)

食用油
約27％値上げ
(2007年10月)

即席麺
約10％値上げ
(2008年１月)

ソーセージ
約10％値上げ
(2007年９月)

食パン・菓子パン
約10％値上げ
(2007年12月)

しょうゆ
約11％値上げ
(2008年４月)
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３ 新潟県中越沖地震等による被害の発生

2007年度の自然災害による農林水産関係被害額は1,862億円

2007年度は 「平成19年（2007年）新潟県中越沖地震」や台風の上陸、大雨等の気象災害、

により、農林水産関係では1,862億円の被害が発生しました。これは過去５か年（2002～06

年）平均の農林水産関係被害額（約4,661億円）の４割程度でした。農業関係の被害額は902

億円で、このうち台風第４号等の影響を強く受けた早期米地帯での乳白米の登熟障害の多発

をはじめとする農作物の被害が286億円、地震や台風による農地法面の崩壊や農業用水路の

損壊といった被害が616億円となっています。

農地や農業用施設に大きな被害を与えた新潟県中越沖地震

2007年は３月に発生した「平成19年（2007年）能登半島地震」に続き、同年７月には同じ

北陸地方の新潟県中越地方が最大震度６強を記録する大地震に襲われ、死者15人、負傷

者2,345人の大きな人的被害を受けました。また、ガス・水道・電気をはじめとするライフ

ラインや道路・鉄道といった交通基盤の損壊により、日常生活に大きな支障が生じました。

さらに、柏崎刈羽原子力発電所における変圧器の延焼や関連設備の損壊等の被害により、

住民に大きな不安を与えるとともに、一部原子炉の停止により、その後の夏期の電力供給に

影響を与えました。地震による経済損失は１兆3,300億円と試算され、2007年の自然災害で

は世界最大規模といわれています 。
*1

一方、農林水産関係では全体の被害額は214億円にのぼり、能登半島地震の被害額を上回

っています。農地や農業用水路、集落排水施設等の損壊が７割を占める大きな被害が発生し

ました。

93 49 63 76

214

163 119

600

182

26

205 279

53 23

103

53

214 247

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

 台風
 第５号
(8/2～4)

台風第９号
（9/5～8）

東北地方の大雨（9/15～18）

新潟県
中越沖地震
（7/16）

億円

農林水産関係
の被害額

被害額のうち
農業関係

農作
物等

農地、
施設等 902

1,862台風第４号及び大雨
（6/12～7/17）

農地、
施設等

農作物等

農地、施設等

低気圧の
高波等

(2/23～24)

左記以外の
台風・大雨
等

2

資料：農林水産省調べ（2008年３月11日現在、継続調査中）
注：台風第４号及び大雨とは、日本付近に停滞した梅雨前線と台風第４号の影響による大雨のこ
とであり、東北地方の大雨とは、秋雨前線と台風第11号から変わった低気圧の影響で９月15日
夜から18日にかけて降雨が続いた大雨のことである。

2007年度の自然災害による農林水産関係の被害

農道を封鎖し、水田まで達した土砂崩壊 隆起した農道

*1　国連国際防災戦略(UN/ISDR)により提供された、EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster
  Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussels (Belgium)による試算。
　なお､１ドル=106.63円で換算（東京市場インターバンク相場スポットレートの2008年１月より算出）した。
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地震発生後、局地激甚災害の指定を含め、迅速に対応

政府は 地震発生直後 官邸に対策室を設置するとともに 総理出席のもと 平成19年 2007、 、 、 「 （

年）新潟県中越沖地震に係る関係閣僚会合」等を開催し、被災者の救済、災害復旧等に速や

かに取り組みました。農林水産省においても 「新潟県中越沖地震関係局庁連絡会議」を設、

置するとともに、北陸農政局及び関東農政局に「災害対策本部」を設置し、関係府省とも連

、 、 、携しつつ 被災者への食料支援体制の確保や被災地の早期復興 農林水産業の再生を目指し

各種の災害対策が講じられました。

一方、８月には地震による局地的な被害により大きな復旧費用が必要となった新潟県長岡

市ほか１市１町１村を対象に局地激甚災害の指定がなされ、これら農地や農業用施設等の災

害復旧事業に必要な費用の通常の国庫補助のかさ上げ措置が実施されています。

また、農業集落排水施設は、これまで国庫補助率のかさ上げ措置の対象ではありませんで

したが、能登半島地震や新潟県中越沖地震を契機として、地震を原因とした激甚災害に指定

された場合、補助率のかさ上げ措置 がなされることになりました。こういったかさ上げ措
*1

置を受けつつ、農地や農業用施設、農業集落排水施設の300か所を超える地区で災害復旧事

業が実施されています。

激甚災害制度の概要（農林水産業関係）

資料：内閣府資料を基に農林水産省で作成

減収量

基準収穫量

農業共済制度の仕組み

 
災害
発生

農地、農業用施設、

林道、農林水産業共
同利用施設

農

地
等
の

被
害

＜災害復旧国庫補助事業＞

　○８割程度の補助

　（共同利用施設はおおむね２割）

激甚災害
指定

国庫補助率の
かさ上げ措置

当該年産の収穫量 共済金の
支払対象部分

非補てん部分

基準収穫量×
(１-補償割合
(0.5～0.9))

引受収量＝基準収穫量×補償割合

資料：農林水産省作成

農業経営のセーフティネットとしての農業共済制度

自然災害の発生は、特に農業所得への依存度の高い農家の経営にとって大きな不安定要因となりま

す。このため、農業災害補償制度により、災害によって生じた経済的損失を補てんし、被災農家の経

営安定が図られています。具体的には、農家の拠出と国の負担（共済掛金の半分程度）により、個々

の農家に生じた損害（農作物の収量の減収等）に応じて共済金が支払われます。

この制度は基本的にすべての農家が加入できますが 、より加入しやすいように、例えば選果場単位*2

で果樹共済に加入できるようにするなど、制度の改善が行われています。2007年度より導入された新

たな経営所得安定対策とともに、引き続き、農業経営のセーフティネットとしての役割が一層期待さ

れています。

*1　農業集落排水施設では、市町村の標準税収入に関して一定の要件を満たした地域で適用される。なお、農地
　や農業用施設では、１戸当たり事業費等に基づきかさ上げ措置が実施されている。
*2　米や麦で耕作面積が一定規模以上のものは、農作物共済に当然加入することになっているが、家畜や果樹、
　畑作物、園芸施設の各共済では、任意加入となっている。
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アジアや米国を中心に急増する輸出

近年、健康的であるなどのイメージやおいしさ、見た目の美し

。 、さといった理由から日本食が世界的な人気を呼んでいます また

アジア諸国の経済発展に伴って、富裕層が増加していることもあ

り、優れた品質を持つ我が国の農林水産物・食品は、海外からも

高い評価を得ています。

こうしたことを背景として、我が国の農林水産物・食品の輸出

は近年大幅に増加してきており、2007年の輸出額は前年より16％

増加して4,338億円と、４千億円を大きく超えました。３年前

の2004年と比べると1.5倍と大きく伸びています。

、 、台湾で大玉のりんごが高級贈答品として好評を得ており また

欧米等で緑茶がブームとなっているほか、長いもが薬膳料理の食

材として台湾、米国へ出荷されるなど、アジアや米国を中心に世

界各地に向けて農林水産物・食品が輸出されています。

2013年には１兆円規模を目標

我が国の農業総産出額は減少傾向で推移しており、また、少子・高齢化の進展により人口

が減少局面に入っているなか、国内市場の規模の縮小が懸念されており、新たな市場の開拓

が重要となっています。

、 、このため 農林水産業・食品産業が21世紀にふさわしい産業として成長することを目指し

我が国の農林水産物・食品は国内消費向けであるとの固定観念を打破し、海外に新たな市場

を求めることが重要となっています。

政府は「21世紀新農政2006」で掲げられた2004年からの５年間で農林水産物・食品の輸

出額を倍増すること、さらに「21世紀新農政2007」で新たに示された2013年に輸出額を１

兆円規模とすることを目標として、その実現に向けた取組を進めています。

具体的には「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿って、検疫協議の加速化

等の輸出環境の整備、輸出ビジネスモデル戦略の検討・整備等の品目別の戦略的な輸出促進

といった取組が関係者と一体となって行われています。

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて農産物

または水産物に分類している。

農林水産物・食品の輸出額の推移と輸出拡大目標
億円 １兆円規模

6,000億円
2004年より47％増

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

０

2002年 （ ）07 速報値 09 13

4,338

2,759 2,789

04

輸出促進ロゴマーク

2,954
3,310

3,739

03 05 06

４ ４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出



食料自給率向上にもつながる農林水産物・食品の輸出

農林水産物・食品の輸出拡大は、食料自給率の向上につながるのでしょうか。

食料自給率は、私たちの毎日の食生活（食料消費）が国内生産でどの程度賄うことができるかを示す

指標であり、我が国では、供給熱量ベースと生産額ベースの食料自給率が用いられます。

我が国の供給熱量ベースの食料自給率は、2006年度には主に天候不順の影響等による砂糖類、いも類

・でんぷん、みかんをはじめとした農産物の生産量の減少や、米の消費量の減少から、１ポイント減少

して39％となりました。しかし、そのなかで、食料自給率を押し上げる方向に働いた要因の一つが農林

水産物・食品の輸出です。我が国の農林水産物・食品の輸出が

拡大し、それを通じて国内生産が増加すれば、国産供給熱量が

増加することになり、自給率を高めることにつながります。

食料自給率の向上には、米の消費拡大

や飼料自給率の向上をはじめ、消費・生

、産両面からの取組が強化されていますが

農林水産物・食品の輸出も国内生産の増

加を通じて、食料自給率向上に結びつく

【P84参照】ことが期待されています。
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全国で開催される輸出促進オリエンテーション

農林水産物・食品の輸出促進についてはこれまで、海外において展示・商談会や常設店舗

の設置といった支援が行われ、好評を得てきました。2007年からは、国内で輸出に先駆けて

取り組んでいる者や、国内外のバイヤーを対象とする「輸出オ

リエンテーションの会 、活きた輸出情報や日本産の農林水産」

物・食品の魅力の売り込み情報等を交換するセミナー、国内外

のバイヤーとの展示・商談会、試食等による輸出産品発掘会が

開催されています。これらの取組に対しては、参加した農林水

産漁業者やバイヤー等からも高い評価を得ており、さらなる輸

出規模の拡大につながることが期待されています。

海外日本食レストラン等の推奨を通じた輸出促進

日本食のショールームでもある海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及を

通じて日本食材の輸出促進を図るため､2007年７月に民間有志により、特定非営利活動法人

（NPO法人 が設立されました。JROは、台*1）「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO 」）

北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者から成

るネットワークを築いています。

JROは、各地域において、個々の日本食レストランが抱える課題をともに解決するため、

日本食レストランに関する情報を発信する普及啓発活動や料理人の調理技術・衛生知識の

向上等を目指す教育研修活動、優良日本食

レストランの推奨活動等のなかから、各地

域の実情に応じて取り組まれる活動に対し

て支援を行っていくこととしています。

こうした活動によって、世界で日本食レ

ストランがふえ、より多くの人が日本食を

楽しみ、日本食・食材の海外市場の開拓に

寄与することが期待されています。

【P132参照】

供給熱量ベース

の食料自給率
＝

国民１人１日当たり国産供給熱量（kcal）

国民１人１日当たり供給熱量（kcal）
×100

農林水産物・食品の輸出
増加に伴って、国産供給
熱量が増加すれば、食料
自給率が向上！

ロンドン支部での日本食イベント

輸出オリエンテーションの会の様子

1 [用語の解説]を参照*
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規模拡大や法人化等を通じて効率的経営を実現し、地域の活性化に貢献

農業の活性化とともに、活力ある農村を実現するため、効率的な農業経営や地域住民によ

るむらづくり等を行っている先進的事例が多くみられます。

このうち、その内容が優れており、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に

開催される農林水産祭において天皇杯や内閣総理大臣賞が授与されています。2007年度の天

皇杯と内閣総理大臣賞の受賞者の概要を紹介します。

2007年度天皇杯受賞者

農産部門 経営（水稲・小麦・大豆）

（代表 後藤 昌宏 氏） 岐阜県海津市有限会社 福江営農
ふ く え え い の う ご と う まさひろ か い づ し

福江営農は、1992年に設立された役員４人、社員10人で構成さ

れる有限会社で、水稲・小麦・大豆の２年３作体系のなかで、100

馬力以上の大型トラクター等の大型機械を活用した効率的かつ精

度の高い作業体系を確立し、労働時間の大幅な縮減で高収益を実

現している。

「地域密着」をキーワードに、耕作放棄地の発生防止

等の観点から、積極的に農地を借受けながらも高収量を

維持しているため、毎年農地の集積が進み、経営面積は

旧海津町の１割を占める324haに及んでいる。

経営に取り入れている品種や新技術は、地域の先駆的

モデルとして普及が期待されている。また、地域密着型

の大規模経営モデルとして、全国の基盤整備実施地区に

おいても同様の取組が広まることも期待されている。

地図

園芸部門 経営（長いも）

（代表 伊勢 章敏 氏） 北海道帯広市帯広市川西長いも生産組合
お び ひ ろ し か わ に し な が せ い さ ん く み あ い い せ あきとし おびひろ し

、長いもの計画生産・販売体制確立による経営改善を図るため

前身となる蔬菜出荷組合が1971年に設立された。現在、123戸が
そ さ い

加入し、作付面積は2004年産229ha、2005年産が236haと年々増

加している。

５年輪作の実践やたい肥等の有機物施用による土づくりを行

うなど、良質な長いも生産に向けた基本技術の励行のほか、厳

格な組合規定による優良種いもの選抜や収穫時期をずら

した通年出荷、1999年からは特大サイズのいもの台湾輸

出を行うなど、特色ある取組を行っている。現在は、帯

広市周辺の６町村の長いも生産者とともに「十勝川西長

いも」の広域産地を形成しており、2005年産の販売額は

合計で37億円に達している。同組合は、今後も品種開発

・育成やウイルス抵抗品種の導入を進めるとともに、安

全性を確保するため選果施設へのHACCP導入に向けた取組

も進めている。

地図

５ 農業・農村地域の活性化を目指して
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左 2007年度農林水産祭 2007年11月23（ ） （

日、明治神宮会館にて）

（右）受賞者に贈られる天皇杯

蚕糸・地域特産部門 産物（茶）

京都府宇治田原町下岡 久五郎 氏
し も お か き ゅ う ご ろ う う じ た わ ら ちょう

「日本緑茶発祥の地」を標榜する宇治田原町は、茶業が基幹産

業であり、茶園面積は府内第３位、荒茶生産量は府全体の12％を

占めている。下岡氏は1959年に就農後、栽培面積の拡大や機械導

入等により作業効率化を図るとともに、１～２茶種を生産する農

家が大多数のなか、４茶種を生産し、各ほ場の標高差と茶種

の組合せによる摘採作業の分散化を行っている。

また、土壌診断等による施肥量の削減や、傾斜地における

点滴施肥技術の導入を地域に先駆けて行っているほか、防除

技術の確立により農薬散布回数を地域の慣行より３割削減し

ている。

今後は、宇治茶全体の名声をさらに高めるため、町内で新

たな集団茶園の造成や後継者の確保だけでなく、京都府独自

の新品種の普及、新たな茶生産地である丹後地域の農家育成

等にも大いに力を発揮することが期待されている。

地図

資料：(財)日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

畜産部門 経営（酪農）

北海道八雲町小栗 隆 氏
お ぐ り たかし や く も ちょう

1979年に父から農業経営を移譲され、1985年に酪農専業へと経

営転換した後、濃厚飼料多給による高泌乳生産の高コスト経営に

疑問をいだき、1997年に放牧酪農へと転換した。現在、労働力は

家族2.5人で、経産牛45頭、育成牛19頭を年間200日放牧飼養して

いる。

放牧酪農への転換で乳量が減少し、生乳販売額は大きく下が

ったが、購入飼料費の削減や医療費の３割削減等により、収入

に占める所得の割合が47％、経産牛１頭当たり31万円の所得を

上げている。また、省力管理や作業の効率化等により労働時間

が減り、残った時間でチーズづくりに挑戦している。放牧地で

牛が排せつするふん尿を草地の肥料とするなど、資源循環型の

放牧酪農経営を行っており、全国の中山間地域や耕作放棄地で

の普及が期待されている。

地図
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北海道清里町において、夫妻を中心とした家族経営により29haの畑作経

営を行っている 小麦の単収が10ａ当たり799kgと地域平均 10ａ当たり584。 （

kg）を大きく上回り、国産麦として最高水準を実現してい

る。また、周辺農家や普及指導センター等と連携して土づ

くりや生育コントロールを行うなど、地域の農業に強い影

響とリーダーシップを発揮しつつ、栽培技術の向上と低コ

スト生産に向けた不断の努力を続けている。

地図

2007年度内閣総理大臣賞受賞者

農産部門 経営（麦） 三上 博 由 氏
みかみ ひろよし

北海道清 里 町
きよさとちょう

資料：(財)日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

1981年に設立された豊川市農協花き部会バラ支部を前身として、1993年に設立され、最新

技術の先駆的な導入や徹底した品質管理により、栽培面積20haで販売額14億円と、全国トッ

プレベルの生産を誇っている。同時にバラ１本の平均単価が全国平均より44％も高いなど非

常に高い品質を保っている。また、同部会に

は女性活動組織「ローズメイト」が設立され

ており、福祉施設へのバラ提供等で地域にも

貢献している。

地図

（ ）園芸部門 経営 バラ （ ）ひまわり農 業 協 同 組 合バラ部会 代表 内 藤 嘉 昭 氏
のうぎょうきょうどうくみあい ぶかい ないとう よしあき

愛知県豊川市
とよかわし

代表の小林氏は、1969年に両親を手伝う形で就農し、1985年に経営移譲され、1991年に肉

用牛肥育専業へ経営転換すると同時に、規模拡大を目指して会社を

設立した。現在、飼養頭数は1,300頭を超え、ワイ

ン粕や豆腐粕等食品残さを飼料化（エコフィード）

して有効利用するとともに、生産情報公表JASの取

、 、得や 出荷肉の３割を直販店で販売することにより

消費者に密着した牛肉を生産供給している。

地図

（ ）畜産部門 経営 肉用牛肥育 有限会社 小 林 牧 場（代表 小 林 輝男 氏）
こばやしぼくじょう こばやし てるお

山梨県甲斐市
か い し

1963年に就農し、1984年に父から経営を引き継いでいる。高品質な畳表

を作るためには機械化が困難と考えられていたなか、機械や栽培技術の改

良により積極的な機械化を進め、規模拡大と高品質畳表の

生産を両立させている。廣川氏の生産する畳表は平均１

枚3,780円、高級品では全国平均（１枚1,350円程度）の10

倍の価格（13,500円）になることもあるが、自身が有する

技術を惜しむことなく地域や全国の生産者に伝えている。

地図

（ ）蚕糸・地域特産部門 産物 畳表 廣 川 宏志 氏
ひろかわ ひろし

広島県福山市
ふくやまし

1985年に結成された加工グループを前身に、2004年に地区内83戸のうち62人の参加を得て

設立された。ゆずの生産・加工・販売を一元化させた六次産業化に取り組み、収益を増加さ

せるとともに女性の経営参画も促しており、インターネ

ットによる販売も含め、ゆず加工品の販売額は１億円を

超えている。雇用の場の確保により30歳代以下の若者の

、 、定住促進が図られたほか 農業体験の受入れや食農教育

高齢者の生きがいづくりにも取り組んでいる。

地図

むらづくり部門 古座川ゆず平井の里（代表 新 谷 稜 助 氏）
こ ざ が わ ひらい さと しんたに りょうすけ

和歌山県古座川町
こざがわちょう
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第Ⅰ章

特集

－農業・農村の持続的な発展と循環型社会の形成－

第１節 農業の体質強化と農村地域の活性化

第２節 地球環境対策と農村資源の保全・活用

我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が

進行し、農業構造のぜい弱化が進んでおり、我が国農業の体質強化や農村地域の活性化

を図ることが急務となっている。また、地球温暖化の進展に対応してその防止策や適応

策を強力に推進していくことが必要となっている。

本章では、これらの状況を踏まえ、まず、農業構造や農業経営の現状を展望し、米政

策改革や新たな経営所得安定対策の取組状況と見直しの経緯・内容、農地政策の展開方

向等について記述するとともに、小規模農家、高齢農家を含めた多様な農業経営の発展

と地域の活性化に向けた課題を整理する。

次に、地球温暖化の状況や食料生産への影響を踏まえ、農林水産分野における地球環

境政策を紹介するとともに、生物多様性の保全やバイオマス利活用の加速化 「農地・水、

・環境保全向上対策」の取組状況等について記述し、農村資源の活用・保全に向けた課

題を整理する。
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第１節 農業の体質強化と農村地域の活性化

（１）農業構造と農業経営の動向

（ぜい弱化が進行する我が国の農業）

我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が進行

しており、農業構造のぜい弱化が進んでいる（表Ⅰ－１ 。）

また、我が国の農家１戸当たりの農地面積は、1.8ha（2006年）と約40年前の1965年（1.0

ha）から伸びてはいるものの、諸外国と比べた場合、EUの９分の１、米国の99分の１、豪州

の1,902分の１と大きな格差がある（表Ⅰ－２ 。）

（2006年の農業総産出額は８兆2,900億円）

我が国の農業総産出額 は、1984年（11兆7,171億円）をピークに、需要が減少している米
*1

を中心に1985年以降大きく減少し､2006年は８兆2,900億円となった(図Ⅰ－１)。これは1985

年以降の生産量の減少や、1990年以降の価格の下落が要因となっている。

表Ⅰ－１ 耕地面積、農業就業人口等の推移

資料：農林水産省「農林業センサス 「耕地及び作付面積統計」」、
注：1) 増減率は、1965年比

2) 1985年以降の農業就業人口及び基幹的農業従事者は、販売農家
ベースの数値

表Ⅰ－２ １戸当たり農地面積の
国際比較

「 」、資料：農林水産省 農業構造動態調査
米国農務省資料、欧州委員会資料、
豪州農業資源経済局資料

注：日本の数値は、販売農家１戸当
たりの経営耕地面積

増減率
(％)

増減率
(％)

増減率
(％)

増減率
(％)

65歳以上
（％）

57.4－ － 19.5 39.7

256 224

▲ 45 ▲ 61 ▲ 71 ▲ 75
基幹的農業
従事者(万人)

894 489 346

▲ 31 ▲ 53 ▲ 64 ▲ 71

791 543 414 335農業就業人口
（万人）

1,151

285

▲ 13 ▲ 25 ▲ 39 ▲ 50

566 495 423 344総農家数
（万戸）

469

▲ 07 ▲ 10 ▲ 16 ▲ 22
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農家１戸
当たりの
農地面積

日本と
の比較

日本
（2006年）

　　1.8ha －

米国
（2005年）

　180.2ha 　 99倍

ＥＵ
（2005年）

 　16.9ha 　　9倍

豪州
（2004年）

 3423.8ha  1902倍

図Ⅰ－１ 農業総産出額と農業生産指数(総合)､農産物価格指数(総合)の推移（2000年=100）

資料：農林水産省「生産農業所得統計 「農業物価統計 「農林水産業生産指数」」、 」、

0

2

4

6

8

10

12

1965年 70 75 80 85 90 95 2000 05 06

兆円

3.2

4.7

9.1

11.6 11.5
10.4

9.1 8.5
10.3

その他

畜産

果実

野菜

米

8.3

06(概算)

20

40

60

80

100

120

140
指数

農業生産指数（総合）(右目盛）

農産物価格指数（総合）（右目盛）

*1　［用語の解説］を参照。



*1 ［用語の解説］を参照。
*2 耕作放棄地面積率＝耕作放棄地面積/（経営耕地面積＋耕作放棄地面積）×100
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（増加する耕作放棄地）

耕作放棄地面積は、38.6万haと埼玉県や滋賀県の面積とほぼ同じで、土地持ち非農家や自

給的農家の耕作放棄地 が増加している（図Ⅰ－２ 。また、耕作放棄地面積が も多いのは*1 ）

、 、 、中間農業地域であるが 耕作放棄地面積率 では山間農業地域が も高くなっており また
*2

都市的地域でも高い率となっている（図Ⅰ－３ 。）

（高齢化率が高いほど耕作放棄地面積率が高い傾向）

近10年間の全国の耕作放棄地面積率は、６％（1995年）から10％（2005年）へと増加し

ている。また、高齢化が進むほど耕作放棄地面積率が増加する傾向にあり、特に中国地方で

は、その傾向が強くみられる（図Ⅰ－４ 。）

図Ⅰ－２ 耕作放棄地面積の農家
形態別の推移（全国）

資料：農林水産省「農林業センサス」

図Ⅰ－３ 耕作放棄地面積の地域
類型別の推移（全国）

資料：農林水産省「農林業センサス （組替集計）」
注：1) （ ）の数値は、2005年の各地域における耕作

放棄地面積率
2) 2005年農林業センサスでは、農業地域類型区分

を2000年調査時点の区分を利用して集計
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図Ⅰ－４ 耕作放棄地面積率と高齢化率の関係（農業地域別、1995～2005年）

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：東山とは、山梨県、長野県
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*1 「平成18年度 食料・農業・農村の動向」の98ページに記述された分析との連続性から、ここでは５haを
境界線とした。なお、22ページの図Ⅰ－15が示すように、規模が５ha以上になると農家の総所得に占める農
業所得の割合が過半となり、農業所得の重要性が増す。
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（規模拡大農家数は純増する一方、規模縮小農家数も増加）

近年、経営耕地が５ha以上層の農家数は純増しているが、５ha以上層から５ha未満層に縮

小した農家も増加する傾向にある（図Ⅰ－５）
*1
。また、稲作単一経営農家について３層に

細分化してみたところ、５ha未満層や５～10ha層から上位の階層へ拡大する動きにある一方

で、10ha以上層や５～10ha層から下位の階層へ縮小する動きもあり、特に５～10ha層でその

数が大きい（図Ⅰ－６）。

図Ⅰ－５ 総農家数の経営耕地規模別動態 図Ⅰ－６ 稲作単一経営農家の経営耕地
（都府県） 規模別動態(2000～05年､都府県)

資料：農林水産省「農林業センサス」

（規模縮小の主な理由は、高齢化や単位面積当たり収益の低迷）

経営する農地の規模を拡大または縮小したことがある農家を対象に、その理由をアンケー

ト調査したところ､規模を拡大した農家は､農地を引き受けてほしいとの依頼を受けたとの回

答が最も多く、拡大する農地が隣接していた、技術進歩で生産効率が上がったという理由が

これに続いた(図Ⅰ-７)。一方、規模を縮小したことがある農家は、高齢化で労働投入量が

減少したこと、農産物価格や単位面積当たりの収益が低いことを理由とする回答が多かった。

図Ⅰ－７ 経営規模を拡大・縮小した理由（複数回答）
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の減少73.5
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35.6

29.4
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％
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農地を引き受けてほしい

という他者からの依頼

資料：農林水産省「農林業センサス」を基に農

林水産省で作成

注：2000～05年に存続した農家が対象

（拡大理由の上位５項目） （縮小理由の上位５項目）

資料：農林水産省「経営する農地の拡大・縮小に関する意識・意向調査」（2008年１月実施）

注：土地利用型農業を営む全国の農業者モニター1,505人を対象として実施（回収率87.6％）。この

うち、最近10年間に規模を拡大した751人と縮小した191人が対象
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*1 図Ⅰ－８の注４参照。
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（規模が大きい農家を中心に、高齢化や収益の低迷で規模の維持は困難に）

このアンケート調査では､経営規模が縮小した主な要因として､｢経営主の高齢化｣､｢単位面

積当たり収益の低迷」､｢後継者の不在｣といったことが明らかになった。そこで、稲作単一

経営農家について、統計的手法からも経営規模階層別にその関係を分析したところ、全ての

階層において｢経営主の高齢化｣､｢後継者の不在｣､｢単位面積当たり収益の低迷｣の３要因は、

規模縮小につながりやすいことが確認された(図Ⅰ－８)。各要因ごとに影響度を比較すると、

高齢化に比べて、後継者の不在は影響度が小さいことも示された
*1
。

また､規模階層別では、作付面積が0.5ha未満層より、それ以上の規模階層を中心に、これ

ら３つの要因が影響を及ぼす傾向が認められた。

（規模拡大を目指す意欲ある農業に対する支援の充実が必要）

近年、経営主の高齢化はさらに進展しており、加えて、米販売額を左右する長期的な米価

下落や米消費量の減少、さらには後継者不足が顕在化しつつあり、農家の規模拡大に悪影響

を及ぼす条件が強まる傾向にある。

このようなことから、図Ⅰ－５でみたように、経営規模が５ha以上層の純増ペースは鈍化

してきたと考えられる。今後、規模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の充実が重要である。
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資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計）

注：1) 稲作単一経営農家について、2000～05年にかけて経営耕地を縮小したものを１、その他（規模拡

大と規模一定）を０とする被説明変数を、質的選択モデルによって回帰分析した。

2) 説明変数としては、図Ⅰ－７で明らかになった要因を参考に、「農林業センサス」の調査項目のな

かから、経営主の高齢化（65歳以上を１、それ未満を０とする指標変数）、後継者の存在（存在する

場合を１、しない場合を０とする指標変数）、10ａ当たり米販売額の３つを採用した。

3) 分析の結果、すべての説明変数について統計的有意性が認められ、この分析結果を基に、各変数

が変化した場合に経営耕地の変化に及ぼす限界効果を別途計測して図示した。

4) 経営主の高齢化と後継者の存在を示す２つの指標変数は、１か０の値しかとらないため、連続

した値をとる10ａ当たり米販売額と限界効果の大小を比較することは困難である。このため、10ａ

当たり米販売額の限界効果は、0.5ha未満を基準に指数化した。

図Ⅰ－８ 経営規模の縮小と主な要因の関係（2000～05年、規模階層別）



*1 1965年と2006年の経営規模を比べると、酪農（乳用牛）で18.1倍、肉用牛で24.8倍、野菜（2005年）で
7.2倍となっているが、水稲では1.7倍となっている。
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（総所得では、準主業農家が主業農家を上回る状況）※2008年３月末頃までに2006年に更新

主業農家の１戸当たり総所得（2005年）をみると、前年より5.3％減少して539万円、その

うち７割を農業所得が占めており、市場価格の変動等の影響を受けやすい状況にある（図Ⅰ

－９ 。他方、主業農家は、準主業農家に比べ、短期（１年以内）で返済が必要な負債の割）

合が高くなっており、毎年安定した現金収入の確保が必要になっている（図Ⅰ－10 。）

（水田農業では主業農家への生産の集中が低い）

水田農業では、農業産出額に占める主業農家の割合が４割と他部門に比べ低く、農家戸数

でもわずか１割と主業農家への生産の集中が低くなっている（図Ⅰ－11 。また、野菜や畜）

産では規模拡大が進展しているが、水田農業では、依然として規模の小さい経営が多い な
*1

ど構造改革に立遅れがみられ、規模拡大が重要な課題となっている。
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図Ⅰ－９ 農家の総所得の構成等
（2005年、販売農家、主副業別）

資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営
統計 「農業構造動態調査」）」、

図Ⅰ－11 主な品目別にみた主副業別の割合（2005年）

（農業産出額） （農家戸数（単一経営 ））

資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計 「農林業センサス」）」、
注：1) 農業産出額の主副業別シェアについては「農林業センサス 「経営形態別経営統計（個別経営 」より推計」、 ）

2) 畑作には、麦類作、雑穀・いも類・豆類、工芸農作物を含む

図Ⅰ－10 農家の負債（2005年、
販売農家、主副業別）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別
経営統計 」）



*1 稲、麦等の水田で作付けした作物の販売収入が、他の営農類型の販売収入と比べ も多い農家のこと
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（米価が長期的に低下するなか、一部農家の農業所得は増加）

水田作の個別経営 の総所得をみると、主業農家（492万円）は準主業農家（599万円）を
*1

下回っている。また、副業的農家の総所得に占める農業所得の割合は、３％にすぎない（図

Ⅰ－12 。）

一方、水田作農家（主業農家）の農業所得は、米価の長期的低下の影響を受け、全体的に

減少しているが、規模拡大や経営の多角化等により農業所得が増加した農家もみられる（図

Ⅰ－13、14 。）

513
393

570

912

94

138

99

119

53
100

55

78

0

200

400

600

800

1,000

1,200
万円

660
632

724

1,109

1995年 2005 20051995

農業

所得

農外

所得等

年金等

調査対象

農家

左のうち規模拡

大等により農業

所得が増加した

農家(24経営体)

342

59

60

367

284

90

174

192

16
0

100

200

300

400

500

600

700
万円

599

492492

主業農家 準主業農家 副業的農家

農業

所得

農外

所得

等

年金

等

経営面積(ha) 6.0 2.6 1.2

69.5

3.29.8

0

20
40

60

80総所得に占める

農業所得の割合（右目盛）

％

図Ⅰ－14 全産地品種銘柄の年産別平均価格の推移

資料： 財）全国米穀取引・価格形成センター調べ（2008年２月27日現在）（
注：1) 価格には包装代（紙袋 、消費税等を含む）

2) 加重平均のウェイトは1990～2005年までは銘柄ごとの落札数量。2006年以降は銘柄ごとの前年産検査数量

図Ⅰ－12 水田作の個別経営の総所得の
構成等（2005年、主副業別）

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 （組替集計））」

図Ⅰ－13 同一農家（水田作経営）
における総所得の推移

資料：農林水産省「担い手の経営状況の変化に関する分析
（水田作経営 」）

注：集計対象は1995年に主業農家であった114経営体。総
所得は各調査年の経営体の総和平均で集計
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07



*1 ５～７ha層から麦類・豆類の作付割合がふえ、20ha以上層では、米の作付けが５割に低下する一方、麦類
が３割、豆類が２割となっている。
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（水田作の個別経営では、10ha以上層から農業所得が平均500万円超）

水田農業をはじめ土地利用型農業は、他部門に比べ規模拡大のテンポが緩やかであり、水

稲作付農家の場合、水田作付延べ面積５ha以上層の農家は２％に過ぎず、３ha未満層が９割

以上を占めるが、規模が大きくなるほど経営主の平均年齢が若くなっている。また、５ha以

上層から農業所得が過半を占め､10ha以上層で農業所得が500万円を超え､20ha以上層で1,000

万円を超えている（図Ⅰ－15 。）

10ａ当たり農業所得（土地生産性）をみると、規模拡大に伴って増加し、５～７ha層でピ

ークとなるが、７ha以上層では緩やかに低減する傾向にある。これは、規模拡大に伴い、①

米に比べ労働生産性は高いが、土地生産性が低い麦類・豆類等の作付割合がふえること 、
*1

②経営規模が小さい階層では土地生産性の高い野菜作収入の割合が高い傾向にあるなどの要

因が考えられる。

一方、家族農業労働１時間当たり農業所得（労働生産性）は、規模拡大に伴い大きく向上

し、20ha以上層では全国平均の７倍の水準となっている。これは、大規模層では大型・高性

能の機械を導入しつつ労働時間を減少させ、少人数で経営の効率化を図っていることが主な

要因になっていると考えられる。

水田作の個別経営では規模拡大により、土地生産性を低下させても労働生産性を向上させ

ることで、１戸当たりの農業所得を伸ばすことにつながっていると考えられる。
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図Ⅰ－15 水田作の個別経営における総所得の構成等（2005年、水田作付延べ面積規模別）

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統計 「農林業センサス」）」、



*1 10～15ha層の農業所得は、北陸地方で711万円、東北地方で701万円と北海道474万円、九州447万円となっ
ている（農林水産省「平成17年 農業経営統計調査（個別経営の営農類型別統計 。）」）

*2 農林水産省「平成18年産 農業経営統計調査（米生産費統計 」）
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（水田作の個別経営の農業所得と、米の生産費は地域別に大きな差異）

これを地域別にみると、１戸当たり農業所得は経営耕地面積の大きい北海道が高い一方、

規模階層別では７ha以上層を境に地域差が大きくなり、10ha以上では、北陸、東北地方の農

業所得は北海道や九州の約1.5倍と高くなっている 。
*1

また、米の10ａ当たり生産費では、北海道や東北で低く、近畿、中国、四国で高い傾向に

あり、地域によって大きな差がみられる 。
*2

（作付面積が大きいほど農業生産は効率化する傾向）

一方、農業地域類型別では、平地農業地域でも中山間農業地域（中間農業地域と山間農業

地域）でも、米の作付面積が大きいほど、10ａ当たりの生産費は低く、稲作所得が高い傾向

にある（図Ⅰ－16 。）

しかしながら、作付面積が0.5ha未満と0.5～1.0haといった小規模階層において、中山間

農業地域は平地農業地域に比べて生産費や稲作所得の差が大きく、0.5ha未満層では中山間

農業地域の稲作所得がマイナスになっているなど、中山間農業地域の多くの農家が生産費や

所得の面で平地農業地域に比べて不利な条件にあることがうかがわれる。

このような状況を踏まえ、水田を維持し、農業の多面的機能を発揮させるため、将来にわ

たって農業生産活動を継続的に実施できるようにする取組が重要である。

（ 、 、 ）図Ⅰ－16 米販売農家の10ａ当たり全算入生産費と稲作所得 2006年 規模別 地域類型別
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計 （組替集計））」
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（２）米政策改革の取組

ア 米価の下落とその対応

（2007年産の米価下落に対応し､米緊急対策を実施）

主食用水稲作付面積は、2004年以降年々減少しているが、主食用米の需要量の減少に伴う

生産目標数量の減少に見合うほどには作付面積が減少しなかった。

このため、2007年産については、約７万haの過剰作付けにより主食用の需要予測を21万ト

ン上回った。このように、①米の消費量が年々減少するなかで生産調整の実効性が確保でき

ていないこと、②主たる売り手である全国農業協同組合連合会（全農）が概算金の取扱いを

見直したこと、③過当競争に陥りがちな流通業界の構造であること、④消費者の米の購入動

向として、低価格米への志向が強まっていること等から、当初、米の価格は大きく下落し、

2007年10月には、前年産同時期と比較すると、一部の銘柄を除き、主な銘柄で約７～11％安

の水準となった。

このような2007年の特殊な状況にかんがみ、2007年10月に「米緊急対策」が決定され、そ

の具体的取組により価格下落に歯止めがかかった。

（生産調整の実効性確保に向け、生産調整の進め方を見直し）

また、米価の安定を図るため、需給調整の実効性を確保する観点から、食糧法に基づく基

本的枠組みは維持しつつ、生産調整の進め方が見直された（図Ⅰ－17 。）

図Ⅰ－17 「生産調整の進め方の見直し」のポイント

資料：農林水産省作成

 
◆「米緊急対策」◆

①　政府は、備蓄水準を適正水準（100万トン）まで積み増すこととし、34万トンを

　2007年に買入れ、備蓄米の市場への放出は、当面、原則として抑制。

②　全農は、2006年産うるち米の販売残相当量について、非主食用（飼料）へ処理す
　ることとし、政府が全農へ応分の助成を用意。

③　2008年産の生産調整は､主食用米の需給バランスが確保できるよう､農協系統と行

　政が適切に連携して、全都道府県・全地域で目標を達成できるよう全力をあげる。

◆「生産調整の進め方の見直し」◆

①　行政、農協系統、集荷・販売業界等の関係者がそれぞれ及び相互に連携して、生
　産調整目標を達成するために全力をあげ、必要な場合には、関係機関との間で生産

　調整目標達成合意書の締結を行う。

②　都道府県別の生産調整目標を適切に設定するため、産地づくり交付金の一部を活

　用した都道府県間調整の仕組みの導入。

③　飼料用米、バイオエタノール米等「新規需要米」を生産調整にカウントする方式

　の導入。

④　産地づくり交付金等に加え､新たな生産調整の拡大に対するメリット対策として､
　ア）麦・大豆・飼料作物等に作付転換した場合の支援として、地域協議会との５年

　　　契約を前提に５万円/10a（2007年産未達成者は３万円/10a）

　イ）飼料用米、バイオエタノール米等の非主食用米の低コスト生産技術の確立に対

　　　する支援として、地域協議会との３年契約を前提に５万円/10a（　〃　）の緊

　　　急一時金を支払う「地域水田農業活性化緊急対策」を導入。
　

⑤　生産調整の目標配分、作付、収穫の各段階で目標達成に向けた取組を強化。



。*1 市町村合併等により地域協議会の範囲が変更されるなど、地域協議会は2005年に比べて487減少している
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（産地づくり交付金の活用による生産調整の推進）

米政策改革推進のための対策として導入されている産地づくり対策では、地域の生産や販

売戦略等の産地づくり、担い手育成等の設計図ともいうべき「地域水田農業ビジョン」を策

定することとされており、2007年度は1,585の地域水田農業推進協議会（地域協議会）で策

定された 。
*1

地域での産地づくり交付金の活用方法は 地域が主体的に設定できるようになっている 図、 （

Ⅰ－18 。このため、各地域では創意工夫したビジョンに基づき、産地づくり交付金を活用）

して様々な取組が行われているところであり、この交付金を活用して生産調整の的確な実施

を図ることとしている（表Ⅰ－３ 。）
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図Ⅰ－18 産地づくり交付金の活用状況（複数回答）

資料：農林水産省作成
注：数字は、各地域協議会がどの項目で産地づくり交付金を活用したかの割合

表Ⅰ－３ 産地づくり交付金の活用による成果事例

資料：農林水産省調べ

取組区分
取組の内容

（2006年度）
取組の成果
（2003→06）

取組の目標
（2010）

○担い手の育成
・そば・麦・大豆・飼料作物
　３万円/10a

○そばの出荷　100円/kg

○そばの生産拡大
　０ha → 72ha
○担い手の増加と農地集積シェア
　46 → 97、39％ → 62％
○市内そば店に供給、独自の
　認定制度、そば焼酎開発

○そば作付面積 85ha

○担い手数 120
○担い手農地集積シェア
　80％

○担い手へ農地利用権設定助成
（地権者への助成）
　３年以上５年未満 ２万円/10a
　５年以上 ３万円/10a
○麦・大豆等の振興（３ha以上
　の団地） ５万１千円/10a
○麦・大豆等の担い手加算
　４千円/10a

○担い手への農地集積
　713ha → 1,365ha
○担い手の増加
　認定農業者等
　　133戸 → 217戸
　集落営農組合
　　１組合 → 11組合

○担い手への農地集積
　1,500ha
○担い手数
　認定農業者等 285戸
　集落営農組合 15組合

○集落営農設立助成
　２千円/10a
○集団の振興作物
・麦　　　　５万円/10a
・飼料作物　４万５千円/10a
・大豆　　　５万円/10a

○集落営農の設立
　０組織 → 17組織
○集団の稲WCSの生産拡大
　45ha → 66ha

○集落営農の法人化
　17組織
○集団の稲WCSの面積
　100ha

＜集落営農の組織化と麦・飼料作物(稲WCS(ホールクロップサイレージ))・大豆の生産拡大＞

組織化
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＜そばの生産と地産地消の振興及び担い手育成の重点化＞
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米政策の経緯と現状

（米政策には大きく二つの時期）

米政策の時期は大きく二つに分けることができる。一つは、食糧管理法のもと、国による全

量管理を基本とした1942～93年の約50年間である。もう一つは 「主要食糧の需給及び価格の、

」（ ） 、 。安定に関する法律 主要食糧法 のもと 民間主導の仕組みが導入された1994年以降である

（過剰米問題の深刻化により生産調整を開始）

食糧管理法のもとでは、政府への売渡義務や厳格な流通規制等国による全量管理を基本とし

て、戦中戦後の食糧難に際し、米の需給と価格の安定、国民生活の安定に大きな役割を果たし

てきた。しかしながら、1960年代に入ると米の消費量が1963年にピークを迎える一方、生産量

は生産性の向上等により1967年から３年連続で1,400万トンを超える豊作となるなど、大幅な

生産過剰基調となり、政府米在庫量も増大したため、1971年から本格的に生産調整を開始した

（図 。）

（自主流通米について市場原理が活かされるよう入札取引を開始）

その後、国民の食生活の向上に伴う良質米志向の高まりを背景に、食糧管理の運営では、民

間流通の長所を活かし、政府を通さない米の流通を可能とする自主流通米制度が1969年に開始

され、その価格決定は、集荷業者と卸売業者からなる協議会による値決め方式が採られた。

1988年には自主流通米が米流通の過半を超える状況となるなか、農業者・農業者団体からも市

場実勢を的確に反映した国民に分かりやすい価格形成や流通の思いきった弾力化が求められ

た。このような意見を踏まえ、銘柄ごとの需給動向や品質を価格に反映させる観点から、1990

年に自主流通米価格形成機構が設立され、入札取引が開始された。また、数次にわたる流通改

善が実施され、集荷・販売業者の新規参入等が実施された。

このように、食糧管理制度は、農業者・農業者団体からの要請も踏まえ、消費者ニーズを的

確に反映した価格形成や米流通における競争条件の一層の導入を図り、実情にあわせながら運

営を変化させてきた。
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米生産量
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過剰問題

の深刻化

戦後最悪の不作

（作況指数74）

  　　不作

（作況指数90）

消費量が最高

米の全体需給等の動向

資料：農林水産省「食料需給表 「耕地及び作付面積統計 、農林水産省調べ」、 」
注：1) 政府米在庫量は外国産米を除いたもの。各年の10月末現在で2003年以降は６月末現在

2) 米の総需要量は、1993年以降は国産米消費仕向量
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（食糧管理法から主要食糧法へ、民間主導の仕組みへ移行）

1993年産米の未曾有の不作に伴う緊急輸入の実施や、ウルグアイ・ラウンド農業合意によ

るミニマム・アクセスの受入れという新たな国際的規律への対応が必要となったことを契機

に、1995年に食糧管理法が廃止され、新たに主要食糧法が制定された（図 。）

主要食糧法のもと、米の流通は、民間流通を基本に厳格な流通規制が緩和され、政府の役

割は、備蓄とミニマム・アクセスの運営に限定された。また、入札を通じて米取引の指標と

なる適正な価格形成を図るため、自主流通米価格形成センターが法律に位置付けられ、これ

までの国による全量管理から民間主導の仕組みへと大きく移行された。

（需要に応じた米づくりを目指し、米政策改革を開始）

、 、 、一方 その後も米の消費は減少し続け 生産調整の取組についての閉塞感もつのったため

消費者、農業者・農業団体、学識者、行政により１年をかけて議論が行われた。その結果、

水田農業経営の安定・発展、水田の利活用の促進等を通じた自給率向上施策への重点化・集

中化を図る等の観点から、2004年より米政策改革が実施された。また、流通については食糧

法改正により計画流通制度が廃止され、原則、流通規制が撤廃された。

（米政策改革のポイントは、農業者や地域の主体的判断と創意工夫）

この改革では、農業者や地域の主体的判断と創意工夫により、消費者重視、市場重視の需

要への対応を通じて水田農業経営の安定と発展を図ることを目的とし、2004年より改革の第

１ステージとして、国が一律的に転作面積を配分する方式から、販売実績を基礎として作る

数量を配分する方式に転換された。

また、第２ステージとして､2007年産から国等から提供される需給に関する情報や市場シグ

、 。 、ナルを基に 農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムへ移行された その後

、 。2008年産の生産調整の実効性を確保する観点から 前述のとおり進め方の見直しが行われた

資料：農林水産省作成

米政策の変遷

国の
役割

流通
シス
テム

価格
形成

　　計画流通制度の廃止

　　コメ価格センター

国による転作面積
（ネガ面積）配分

全国一律の要件・単価
による助成

食糧管理法（1942～1995年） 主要食糧法（1995年～）

法
制
度

　　　○国の役割は備蓄運営
　　　　に限定

　　　○計画流通制度
　　　（厳格な流通規制
　　　　の緩和）

運用改善

　　○国の管理外の
　　　自主流通米
　　　制度を導入(1969年)

　　　○備蓄を適正水準にするための
　　　　備蓄運営ルールを導入
　　　　（1998年）
　　　（政府の買入数量と売渡数量が
　　　　連動）

　　○生産調整の
　　　開始（1971年）
　　○自主流通米価格形成
　　　の場の創設
　　　（1990年）

　　　○自主米価格形成センター
　　　　の値幅制限の廃止（1998年）

　　　農業者・農業
　　　者団体主体の
　　　需給調整

　　　　　　　同左
　　地域の創意工夫
　　による助成
　（産地づくり対策）

　　　同左

生産調整
の運用

　　　　　　　同左
　　国による生産数量
　（ポジ数量）配分

○国による米の全量管理
（政府への売渡義務）

○厳格な流通規制

○政府買入価格を決定
　　　○自主米価格形成
　　　　センターで入札
　　　　による価格形成

大不作と
ＵＲの合意
を契機

（1993年）

食糧法
改正

（2004年）

米政策
改革

スタート
（2004年）

改革の
第２

ステージ
（2007年）

過剰の発生
巨額の財政負担
による過剰処理

を契機
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（３）新たな経営所得安定対策の取組

ア 対策の実施状況

（2007年産の加入申請は、全国で72,431経営体）

新たな経営所得安定対策 は、我が国農業の構造改革を加速化し食料の安定供給と地域の
*1

維持・発展を図ること、WTOの国際規律にも対応し得ることを目的に、構造改革が遅れてい

る水田農業の米をはじめ、麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦の４麦 、大豆、てん）

菜、でん粉原料用ばれいしょの土地利用型農業を対象に、2007年産より導入された。

2007年産では、全国で72,431経営体から申請があり、そのうち認定農業者 は67,045経営
*2

体、集落営農 組織は5,386経営体となっている （表Ⅰ－４ 。また、認定農業者が米等の単
*3 *4

）

一品目での加入が５割を占める一方、集落営農組織は、米、麦、大豆を組み合わせた多品目

での加入が７割を占める（図Ⅰ－19 。）

なお、2008年産の秋まき麦の加入申請状況（2007年９月）は、27,753経営体が申請し､前

年産と同程度（53経営体の増加）となった。

（申請経営体の2007年産作付計画面積は、ほぼ目標を達成）

2007年産の加入申請を行った経営体の作付計画面積は、米は2006年産の担い手経営安定対

策加入面積（20万１千ha）を上回り 「稲作所得基盤確保対策 加入面積の２分の１」という、
*5

当面の目標を達成している。また、米以外の畑作４品目は、これまで品目別に支援対象とし

てきた面積のほぼ同水準となっている（表Ⅰ－５ 。）

16.3

16.8
45.6

2.825.3

10.0

45.8

23.1

0.4

13.9

内側：認定農業者
外側：集落営農組織

麦または
大豆のみ

米、麦、大豆の
うちいずれか
２品目

米、麦、大
豆の３品目

米のみ
その他

資料：農林水産省調べ

表Ⅰ－４ 加入申請経営体数 図Ⅰ－19 取組品目別の経営体数の割合

資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省調べ
注：カバー率とは、米は2006年産稲作所得基盤確保対策の加入面積（752,047ha 、４麦は2006）

（ ）、 （ ）、年産民間流通麦の作付面積 259,742ha 大豆は2006年産大豆交付金対象面積 99,156ha
てん菜は2007年産作付指標面積（68,000ha 、でん粉原料用ばれいしょは2007年産作付指標）
面積（22,400ha）に対する作付計画面積の割合である。

表Ⅰ－５ 2007年産作付計画面積と品目別カバー率

経営体数
全体に

占める割合

72,431 100.0%

67,045 92.6%

うち個人 63,415 87.6%

うち法人 3,630 5.0%

5,386 7.4%

うち特定農業団体 1,696 2.3%

うち準ずる組織 3,690 5.1%

経営形態

合計

認定農業者

集落営農組織

（単位：ha）

米 ４麦 大豆 てん菜
でん粉原料用
ばれいしょ

認定農業者 330,538 187,293 70,353 65,963 22,189

集落営農組織 106,331 66,567 39,721 63 2

合　　計 436,869 253,860 110,073 66,027 22,191

品目別
カバー率

58.1% 97.7% 111.0% 97.1% 99.1%

*1､3　[用語の解説]を参照。
*2　［用語の解説］を参照。認定農業者は2007年９月末で235,756経営体となり､2002年(５年前)に比べ42％
　増加している。
*4　集落営農参加農家戸数を含め試算（集落営農１組織当たり農家戸数は平均41戸）すると約22万戸で､認定
　農業者を加え29万戸。このほかに法人化した集落営農組織の構成員が相当程度存在すると考えられる。
*5　米の価格が基準価格を下回った際に一定額が補てんされ、生産調整を行うすべての農家が加入できる制度
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（経営規模の要件には、物理的特例、所得特例等の様々な特例を措置）

新たな経営所得安定対策は、中山間地域等の規模拡大が物理的に困難な地域、地域の生産

調整面積の過半を受託する組織、相当水準の所得を確保する複合経営等について、経営規模

に関して要件が緩和される特例が設けられ、小規模農家も含めた多様な主体が参加できる仕

組みとなっている（図Ⅰ－20 。）

（西日本で特例の活用割合が高い傾向）

このような特例の活用状況は、全国で13

％であるが、西日本での活用割合が高い傾

向がある（図Ⅰ－21 。）

これは、認定農業者の活用割合が12％程

度であるのに対し、集落営農組織の活用割

合が33％と高いことから、近畿や中国等の

条件不利地域で、農地が少ない集落で活用

されたのではないかと推測される。また、

畜産等が盛んな九州では、所得に関する特

例を活用するなど地域の実態に即した活用

がなされたこともあげられる。

 

集落の農地が少ない地域は

面積規模を緩和
基本原則のおおむね８割

●認定農業者 北海道：6.4haまで

　　　　　　　　　   都府県：2.6haまで

●集落営農 12.8haまで（中山間：10haまで）

●一定の条件を

　　備える集落営

　　農組織：20 ha

●認定農業者

　　都府県： ４ha

　　北海道： 10ha

①　農業所得が基本構想の半分を超え、

②　対象品目の収入、所得または経営規模の

　いずれかがおおむね1/3（27%）以上の場合

経営面積が小さい場合でも農業で

相当の所得を得ている経営は対象

地域の生産調整面積の過半を受託し、生産調整
の推進に貢献している組織は面積規模を緩和

20ha×生産調整率（その地域で米を作付けいない面積の割合）まで

（７haを下限）

中山間地域は20ha×生産調整率×５/８まで（４haを下限）

○経営規模の特例については、都道府県知事からの申請に基づき国が特例基準を設定

○設定された特例基準は原則３年間固定

物理的 特例 生産調整

複合経 営等

生産 調整組織の場 合の特例

基 本原則 所得確 保の場合の特 例

中山間地域

農地 が少ない場 合の特例

（ ）図Ⅰ－21 都道府県別の特例の活用割合 2007年産

資料：農林水産省作成
注：特例の活用割合とは、申請経営体数

に占める特例適用申請数

（凡例）

80～100%

60～80%未満

40～60%未満

20～40%未満

０～20%未満

図Ⅰ－20 新たな経営所得安定対策の経営規模の要件

資料：農林水産省作成
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イ 対策の見直し

（生産現場から様々な意見）

新たな経営所得安定対策の実施に当たっては、実際の生産現場では制度に関する普及・浸

透が十分ではなかったことや､三対策が同時にスタートしたことから、現場で各対策が混同

、 。されがちであったこと等により､様々な誤解が生じたり 多くの不安や不満の声が出された

具体的には、①現行の加入要件では地域の実情にあっていない、②集落営農の運営に不安

が多い、③交付金の支払が遅い、④事務手続きが大変等が指摘された。このため、土地利用

型農業の体質強化という基本は維持しつつ、より一層地域の実態に即したものになるよう、

加入要件、支援策、手続き等の見直しが行われた。

（対策の一部見直しにより、地域の実態に即した取組を推進）

具体的な見直し内容は、①名称の変更による誤解の解消、②面積要件の見直し（市町村特

認制度の創設 、③認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化、④集落営農組織の法人化等の指）

導の弾力化、⑤先進的な小麦等産地の振興、⑥収入減少影響緩和対策の充実、⑦農業者への

支払の一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化等である（図Ⅰ－22 。）

見直し内容の十分な周知を図ったうえで、高齢者や小規模農家も安心して農業に取り組め

る環境を目指しつつ、引き続き意欲と能力のある農家の体質強化に向けて取組を進めていく

ことが重要である。

資料：農林水産省作成

図Ⅰ－22 新たな経営所得安定対策の見直しのポイント

 
＜名称の変更＞

○（旧）品目横断的経営安定対策　→　（新）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）

＜面積要件の見直し（市町村特認制度の創設）＞

○　物理的特例や所得特例等の既存の各種特例を活用しても本対策に加入できない者であっ
　ても、地域農業の担い手として周囲からも認められ、熱意をもって営農に取り組む者であ

　れば、本対策への加入の道が開かれるよう、市町村特認制度を創設。

＜認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化＞

○　市町村が独自の判断基準として認定農業者の要件に年齢制限を設けている場合、意欲あ

　る高齢農業者が排除されないよう年齢制限の廃止または弾力的な運用を指導。

＜集落営農組織の法人化等の指導の弾力化＞
○　集落営農組織は、実態として多様な形態や段階にあるため、その法人化や主たる従事者

　の所得目標等の要件に係る現場での指導は、組織の実態等を踏まえ画一的なものや行き過

　ぎたものとならないよう要領等で明記。

＜先進的な小麦等産地の振興＞

○　近年、単収向上が著しい先進的な小麦産地やてん菜産地の安定生産を支援。

＜収入減少影響緩和対策の充実＞
○　2007年産において10％を超える収入減少があった場合には、その10％を超える部分につ

　いて、農家の積立金拠出なしに国の負担分の補てんが行われるよう特別に措置するととも

　に、2008年産以降は、農家の選択により、10％を超える収入減少に備えた積立金拠出が行

　える仕組みを整備。

＜農家への支払の一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化＞

○　農家への支払は、農協系統が必要に応じて従来どおり立替払を実施することで農家にま

　とまった額の支払を可能とし、立替払が円滑に行われるよう国は交付金について交付時期

　を前倒し。
○　提出書類の大幅削減・簡素化、申請時期を一定時期に集中化。



*1 農林水産省「集落営農実態調査 （2007年３月公表）」
*2､3 ［用語の解説］を参照。
*4 2006年９月末現在で、特定農業団体が587団体、特定農業法人が368法人であった（農林水産省調べ 。）
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（小規模農家や兼業農家、高齢農家が集落営農の組織化に取り組む）

集落営農の数は、新たな経営所得安定対策の導入を契機として､2007年２月現在で12,095

と前年より２千増加した 。また、特定農業団体 、特定農業法人 の数も増加しており、20
*1 *2 *3

07年９月末現在でそれぞれ1,765団体、616法人となっている 。
*4

このようななか、兼業農家や小規模農家、高齢農家といった様々な主体が集落営農の組織

化・法人化に向けた取組を行っている事例がみられる。また、中山間地域等の条件不利地域

でも、組織化により持続的な農業経営を目指すことで、地域の活性化に向けた取組も進展し

ている。

＜事例：小規模農家や条件不利地域の農家による集落営農組織化の取組＞

(1)小規模農家が挑戦する集落営農組織化の取組

佐賀県佐賀市の佐賀平野東部の水田地域に位置する集落営農組織は、２集
さ が し

落33戸の農家から構成され、１戸当たり平均経営面積が約1.3haで、総経営

面積43haの水田において、米、麦、大豆を効率的に生産する共同機械利用組

合として2004年に設立された。

当初、集落内では集落営農の参加に消極的な農家や各農家の農業機械の処

分に抵抗感をもつ農家も多く、組織化が進まなかったが、新たな経営所得安

定対策に加入した場合の収支（試算）を提示するなど、組織化に向けた合意

形成に努めた。また、共同利用による大型農業機械導入の理解を得るため、

農機具メーカーに中古農機を引き取らせることで各農家を説得することがで

きた。

組合設立後、機械の共同利用により経営の効率化が図られ、個別経営のと

きに比べ労働時間の短縮や収入の増加といった効果が現れている。今後は法

人化に向けた準備と、若者や女性が組織に参加できる環境づくりを行いたい

と考えている。

(2)中間農業地域で集落の全戸が参加する集落営農組織化の取組

広島県東広島市の中間農業地域に位置する小田地区では、12集落128戸の
ひがしひろしまし お だ

農家により総経営面積82haで集落営農を設立し、2005年に法人化した。

集落営農の法人化は、地区内全農家を対象としたアンケートで、４割の

農家が５年後に、６割の農家が10年後には「農業ができない、やめたい」

という意向が示されたことが契機となった。法人化に当たり、集落の農家

が農地を集落営農組織に提供しやすくなるよう、地域の農地に詳しい農業

者をリーダーとした。また、県の普及組織の協力のもと、法人化のメリッ

トを具体的な数値で示し、地域の将来像を関係農家に提案すること等によ

り地区内農家全員の理解が得られた。

法人化により、畜産農家との連携による稲わらとたい肥の交換や、豆腐

業者等との直接取引が可能となった。また、作業の効率化で生じた余剰労

働力を活用し、女性や高齢者が中心となって大豆等の加工品を30種類以上

開発した。また、農家レストランや農産物直売所等の経営の多角化にも取

り組んでいる。このような成果は、組織のオペレーターとして活躍する若

い就農グループにも刺激を与え、後継者としての意識が高まり、地元の魅

力を感じられるようになった。

共同利用する大型機械
での稲刈り

畜産農家と連携した
稲わらの活用

（地図）

（地図）



*1 [用語の解説]を参照。
*2 農林水産省「農業構造の展望」（2005年）
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（４）農地の利用集積の促進

ア 農地の利用集積の現状と課題

（担い手への農地利用集積のさらなる加速化が必要）

農地の有効利用を図るとともに、担い手を育成・確保し、その経営の安定を図るため、貸

借による利用集積を進めてきた結果、賃借権等の利用権
*1
の設定が件数・面積とも大きな割

合を占めるようになっている（図Ⅰ－23）。

また､担い手が経営する農地面積は､1996年度の102万haから2006年度の198万haと２倍にな

ったが､全耕地面積に占める割合は４割にとどまっており､「農業構造の展望」
*2
で見込む７

～８割程度に向けて､担い手への農地利用集積のさらなる加速化が必要である(表Ⅰ－６)。

図Ⅰ－23 耕作目的の農地権利移動面積の推移 表Ⅰ－６ 担い手が経営する農地面積が
全耕地面積に占める割合の推移

担い手が経営 全耕地面積に

する農地面積 占める割合

1996年度 102万ha 20％

2006 198万ha 42％

「農業構造の展望」

における2015年度 －
の見込み

７～８割程度

（担い手への農地利用集積を阻害する要因は様々）

担い手への農地の利用集積が進まないのは、農業所得や農産物価格の不安定さといった経

営環境のほか、経営する農地が分散していること、集落内に担い手がいないこと、農地の資

産保有意識が強いこと等、様々な要因が複合的に関係していると考えられる（図Ⅰ－24）。

61

48

38

36

36

31
27

23

22

19

22

0 10 20 30 40 50 60 70

農業所得が不安定

農産物の価格が不安定

農地が分散している

集落内に担い手がいない

農地の資産保有意識が強い

兼業農家が農地を手放さない

基盤整備ができていない

不在村地主が増加

農地の出し手が少ない

出し手が相手を選ぶ

その他
％

資料：農林水産省「平成16年度担い手への農地利用集積に関する実態調査」（2004年７～８月調査）

注：118市町村を対象として実施したアンケート調査。過去３か年に担い手への農地利用集積が

「横ばい」または「減少」となった64市町村による回答。

資料：農林水産省調べ、農林水産省「集落営農

実態調査（2007年3月公表）」

図Ⅰ－24 担い手への農地利用集積が進まない理由（複数回答）
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資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」

注：貸借は農地法賃借権設定と農業経営基盤強化促進

法利用権設定の計。売買は農地法所有権移転と農業

経営基盤強化促進法所有権移転の計
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（担い手への農地の利用集積が進む一方で、農地が分散しているケースも存在）

一方、担い手への農地の利用集積が進んでいるものの、なかには農地が分散している場合

がみられる（図Ⅰ－25）。農地が分散している場合、ほ場間の移動時間が増加し、機械の効

率的利用が困難になること等から、労働時間の増加、燃料費の増加等のデメリットを招くこ

ととなる（図Ⅰ－26）。したがって、面的にまとまった形で農地を利用集積（面的集積）す

ることが重要である。

（経営改善のため、分散した農地を引き受けざるを得ない状況）

しかし、農家のなかには、隣接しない農地でも引き受けざるを得ないとする農家もあり、

その理由として「経営改善のためには面的集積よりも規模拡大を優先」をあげる農家が最も

多い(図Ⅰ－27)。現状の経営規模を考慮すれば、現実的には規模拡大を優先して、分散した

農地であっても利用せざるを得ない状況にあると考えられる。

次いで、集落内での立場からやむを得ず引き受けざるを得ないとの声も多く、農業経営に

とってプラスかマイナスかとは無関係に、地域の事情で農地が分散してしまう状況もあるこ

とがうかがえる。

図Ⅰ－27 隣接しない農地でも引き受けざるを得ない理由

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査」（2006年9～10月調査）

注：230経営体を対象として実施したアンケート調査。うち、「隣接しない農地でも引き受けざるを

得ない」と回答した184経営体の回答。

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積

に関する市町村実態調査」(2006年９～10

月調査)

注：230経営体を対象として実施したアンケ

ート調査。うち、北海道を除く202経営体(無

効回答除く)の平均。

資料：農林水産省作成

○平均経営面積：14.8 ha
○平均団地数：28.5団地
○１団地の平均面積 ：0.52ha
○最も離れている農地間の平均距離：3.7km
○大規模団地（2ha以上）
　　団地数　1.2団地 （全体の4.1％）
　　農地面積3.94ha  （同　26.6％）

経営面積は相当程度あるとしても

農地が分散
（ほ場が小さい・遠い）

○ ほ場間が離れているため、
      ・機械運搬や移動に時間と人手がかかる
      ・管理労働(水管理、畦畔除草等)に時間がかかる
○ １団地当たりの面積が小さいので、
      ・機械の効率的利用が困難
      ・効率的な大型機械で作業ができない
      ・ほ場に合わせた機械が複数必要となる
      ・ラジコンヘリ、直播等の新技術の導入が困難

○ 機械償却費の増加
○ 労働時間の増加
○ 燃料費等の増加
○ 経営判断等のための時間の創出が困難
○合理的な作業体系の構築が困難

図Ⅰ－25 担い手の経営農地の分散状況 図Ⅰ－26 農地分散のデメリット

58

49

3

0 10 20 30 40 50 60

％

経営改善のためには面的
集積よりも規模拡大を優先

集落での立場などから引き
受けざるを得ない

その他



*1 「農業経営統計調査」では、田の団地数を、「調査客体の田の経営耕地のうち、作業単位としている田の
団地の数を、調査客体から聞き取り記入する。この場合の田の団地とは、地続きの耕地の団地であって、そ
の耕地を含む団地をいう。ただし、地続きの経営耕地の一団が、他人の経営する耕地又は間地等によって分
割されていても、作業単位として分離されていない場合は同一団地として取り扱う」と定義している。
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（農業経営の効率には様々な要素が影響）

農業経営の効率には、経営規模や地形的条件、区画整理状況、農地の分散といった様々な

要素が絡み合って影響していると考えられる。

そこで、米の生産に関し、これらの要素と農業経営効率の関係について統計的な手法によ

り分析したところ、①作付面積が大きい農家ほど効率が高い、②中山間地の農家はその他の

地域の農家より効率が低い、③区画未整備の田を多く抱える農家ほど効率が低いという傾向

が示された（表Ⅰ－７）。

（田の団地数が多いと経営は非効率）

また、農地分散の尺度の一つである田の団地数
*1
については、団地数の多い農家ほど効率

が低いという傾向が示された。農地が分散していると、日常の水管理や除草作業に必要な移

動時間が増加するなど、労働費や移動に関わる費用を中心に生産コストが増加することを反

映していると考えられる。

なお、農業経営の効率に対しては、これらのほかにも農機具の性能や農業者の技量といっ

た要素も影響するとみられるが、データの制約から本分析は限られた要素で行った点には留

意が必要である。

表Ⅰ－７ 農業経営の効率と各種要素の関係についての統計的手法による整理（2006年）

作付面積 地域類型 区画整理状況 田の団地数

単位面積当たり 面積が大きい農家 中山間地の農家ではそ 区画整理率が50％未満 田の団地数が多
労働時間 ほど短い の他の地域より長い の農家では、50％以上 い農家ほど長い

の農家より長い

単位面積当たり 面積が大きい農家 中山間地の農家ではそ 区画整理率が50％未満 田の団地数が多
労働費及び燃料費 ほど低い の他の地域より高い の農家では、50％以上 い農家ほど高い

の農家より高い

単位面積当たり 面積が大きい農家 中山間地の農家ではそ 区画整理率が50％未満の農家では、田の
全算入生産費 ほど低い の他の地域より高い 団地数が多いほど高い

資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」

注：1) 全835戸の調査対象農家に関し、単位面積当たりの労働時間、労働費及び燃料費、全算入生産費に

関して重回帰分析を行った。推計式は以下のとおり。

ln(Y )=-0.254*ln(X )+0.099*X +0.224*X +0.067*ln(X )+4.470 [Adj R =0.377]1 1 2 3 4
2

(-17.66) (3.27) (5.19) (3.06) (63.45)
ln(Y )=-0.208*ln(X )+0.079*X +0.242*X +0.059*ln(X )+11.626 [Adj R =0.316]2 1 2 3 4

2

(-14.90) (2.69) (5.79) (2.79) (169.93)
ln(Y )=-0.185*ln(X )+0.036*X +0.053*X *ln(X )+12.792 [Adj R =0.452]3 1 2 3 4

2

(-24.74) (1.96) (2.71) (315.64)

Y :10ａ当たり労働時間、Y :10ａ当たり労働費及び燃料費、Y :10ａ当たり全算入生産費、X :作付面1 2 3 1

積、X :地域類型(中山間地を１､その他を０とする指標変数)、X :区画整理状況（区画整理済みが502 3

％未満を１、50％以上を０とする指標変数）、X :田の団地数、推計式の下の（ ）内はt値。なお、4

いずれの推計式も自由度修正済み決定係数（Adj R ）は0.4前後であることから、データの変動のう2

ち重回帰式が説明できる割合は約４割にとどまっている。
2) 燃料費とは光熱動力費のことであり、ガソリンや軽油を含む。なお、労働費と燃料費の合計額が、
全算入生産費に占める平均的な割合は約32%である。
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（ほ場間の距離が長い場合も経営は非効率）

一方、農地分散の別の尺度として、ほ場間の距離と経営効率との関係をみたところ、作付

面積を３～５ha層及び10ha以上層に限定し、地域類型については中山間地を除いた条件のも

とで、ほ場間の距離が長い農家は10ａ当たりの労働時間も長く、生産費も高いという関係が

みられた（図Ⅰ－28）。

（利用集積と面的集積の双方を進めることが重要）

このように、作付面積が大きいほど農業経営の効率は高まるが、農地分散は効率を低下さ

せる傾向がみられた。したがって、経営改善のためには、利用集積を面的集積に優先させる

のではなく、双方を同時に進めることが重要である。
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万円/10a 時間/10a

全算入

生産費
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（右目盛）

10ha以上階層３～５ha階層

標本数　　　　　　　　　　29戸　　　　22戸　　　　　　　　　　36戸　　　  20戸

１戸当たり平均団地数　 5.2か所　　 6.3か所　　　　　　　　 4.7か所　　 9.8か所

最も離れたほ場間距離　　 0.7km　　　 3.0km　　　　　　　　　 1.3km　　　 7.1km

資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」（組替集計）

注：ほ場間の最も離れた距離が、同一面積階層内の平均よりも短い農家を「ほ場集約農家」、

平均よりも長い農家を「ほ場分散農家」にそれぞれ分類。

＜事例：経営体によって異なる規模拡大の考え方＞
石川県白山市の農業法人では、地域内の農地を引き受け

はくさんし

てほしいという依頼にその都度応じてきた結果、現在、そ

の規模は合計138haに達している。しかし、４km圏の集落内

に作付けする水田は、それぞれがある程度の面的まとまり

をもっているとはいえ分散しているため、ほぼ毎日行う水

管理等の巡回作業で人件費が高くなることが問題となっている。その一方で、

田植、稲刈り等は、大型農業機械を活用し、かつ毎日の作業でもないことか

ら、それほどの負担にはなっていない。

同県野々市町の農業法人でも、同様の経緯で水田作の経営面積が22haまで拡
のの い ち ま ち

大したが、分散したほ場間を水管理等で移動する人件費を抑えるため、農地の

借入れは2.0～2.5 kmの範囲内に限定している。ただし、田植や稲刈り等の請負

作業に関しては、日頃の巡回作業は行う必要がないので、遠隔地でも引き受け

ている。

地図

石川県野々市町
ののいちまち

図Ⅰ－28 ほ場間の距離と10ａ当たり労働時間、生産費の関係（2006年、中山間地を除く）

移動作業の様子

（石川県白山市）
はくさんし
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イ 農地政策の展開方向

（農地政策を総合的に見直し）

農地は、国民に食料を供給するための最も基礎的な生産要素であり、農業経営の重要な基

盤である。しかし、耕作放棄地が増加するなど我が国農業構造のぜい弱化が進み、また担い

手への農地利用集積はある程度進んでいるものの農地は分散しており、効率的な経営は困難

な状況にある。

このため、農地は農業に必要な資源として有効に利用されなければならないという理念の

もと、農地に関する政策を総合的に見直すこととされた。具体的には、①農地に関する情報

を地図情報として一元化し、データベース化、②耕作放棄地の解消に向けた取組を展開、③

転用規制の強化等、優良農地を確保するための措置を充実、④農地の面的集積を促進、⑤所

有から利用への転換を図り、農地の有効利用を促進といった５つの改革を、現場の実態を踏

まえつつ順次具体化していくこととされている（図Ⅰ－29）。

これらの改革のうち、データベース化（農地情報図）の基盤となる地図の整備は2006年度

から、耕作放棄地対策の促進は2007年度から、既に取組が始まっている。

○ 農地の所有、利用状況等が載った農地情報図を関係機関共通のデータベースとして
整備し、相互に活用
○ 貸出農地情報、賃借料等新規参入等に必要な情報に全国からアクセスできる体制を

整備

農地に関する情報を地図情報として一元化し、データベース化

○ 耕作放棄地について、現状把握、解消方策の策定、これに応じた対策の実施により、
５年後を目途に解消

耕作放棄地の解消に向けた取組を展開

○ 農用地区域からの除外を厳格化し、転用許可不要の病院・学校等の公共転用を許可
の対象にする等、転用許可制度及び農振制度を強化し、優良農地を確保

転用規制の強化等、優良農地を確保するための措置を充実

○ 現場に働きかけ、委任・代理で農地を集めて農業者に面的にまとまった形で再配分す
る仕組みを全国の市町村段階で展開することにより、農地の面的集積を促進

農地の面的集積を促進

○ 所有から利用への転換を図り、所有権と利用権の規制を切り離し
① 所有権については厳しい規制を維持
② 利用権については農地の有効利用の観点から規制を見直し
○ これにより、集落営農の法人化、農業生産法人の経営発展、農業経営に意欲のある
者等の参入による農地の有効利用を促進
○ 長期間の賃貸借が可能になるよう措置、標準小作料制度等は廃止の方向で見直し

所有から利用への転換を図り、農地の有効利用を促進

資料：農林水産省作成

図Ⅰ－29 農地政策の改革の方向
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（農地情報のデータベース化）

農地情報のデータベース化では、農地に関する情報を地図情報化し、関係機関共通のデー

タベースとして整備することで相互に活用できるようにするとともに、貸出農地の情報や賃

借料水準等の情報を全国的・広域的に提供し、新規参入者等がアクセスできる体制が整備さ

れる。その際には個人情報の保護にも十分留意することとされている(図Ⅰ－30)。

図Ⅰ－30 農地情報のデータベース化

（耕作放棄地の状況に応じたきめ細やかな対策の実施）

耕作放棄地対策では、農用地区域内の耕作放棄地については、現状を把握し、各地域の状

況に応じた具体的な解消策を実施することとされている（表Ⅰ－８）。また、農用地区域外

の耕作放棄地は、①農地として確保すべきものは農用地区域内に編入、②農振農用地区域外

に留まる耕作放棄地も、農業利用に努める一方、長期遊休化し農業利用が困難な場合は、山

林・原野等として非農業利用へ誘導することとされている。

営農（基盤整備不要）
周囲が耕作されており、草刈り
程度で営農可能な農地

営農（基盤整備必要）
小区画で排水不良な農地

保全管理
集落周辺の生産性が低い農地等

農用地からの除外や非農業利用
谷間で生産性が低く長期遊休化し
ている農地等

①耕作放棄地の所有者に対して解消を働
きかけ
②担い手への利用集積や企業参入を促進
③必要に応じ基盤整備
④飼料増産・放牧等の取組を推進

担い手不在等特別な事情がある地域にお
いては、当面は保全管理を推進（将来は
担い手へ農地集積）

長期遊休化し、農業上の利用が見込めな
い農地については、農振農用地からの除
外、非農業利用（山林・原野等）

（

（

（

資料：農林水産省作成

表Ⅰ－８ 耕作放棄地解消方策の考え方（農用地区域内）

資料：農林水産省作成
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（５）多様な農業経営の発展に向けた取組

（経営の多角化や高付加価値化に取り組むことが重要）

農業を地域経済を担う産業として育成し、経営の安定と競争力の強化を図ることが重要で

ある。また、農村地域の活性化や集落機能の維持を図る観点からは、担い手をはじめ、小規

模農家や高齢農家を含む多様な農業経営を発展させることが重要である。

国内農水産業は、生産段階で12兆円である農水産物の価値が飲食費の 終消費額では80兆

円の規模まで膨らんでいるため 、販売や加工、流通といった分野に進出し、経営の多角化*1

や高付加価値化に取り組むことによって所得の向上を図れる可能性がある。その際、ITの活

用や食品製造業・観光業の異業種との農商工等連携を図ることが重要である。

また、経営の安定という観点からは、例えば稲作単一経営の場合、野菜等他作物の作付割

合をふやし、経営の複合化に取り組むことも必要である。さらに地球温暖化抑制の観点から

も、有機農業をはじめとする環境保全型農業に取り組むことが重要である。

（小規模農家も多角化・高付加価値化は可能）

こういった経営の多角化や高付加価値化の取組は、小規模農家も行うことが可能であり、

実際に、農業経営の多角化を図っている販売農家は増加傾向にある 。販売農家数が減るな*2

かで、直売所等で農産物の販売を行う農家は、この５年間（2000～05年）で４倍に増加して

おり、特に経営耕地面積が１ha未満の農家数は５倍に増加するなど、小規模農家の取り組む

割合が増加している傾向にある（図Ⅰ－31 。）

（小規模農家は集落営農への参加で、所得の増加や労働時間の減少が可能）

一方、小規模農家は、集落営農に参加することにより、農地の集積に伴う作業の効率化や

農機具の共同利用をすることで農業経営費が減少し、農業所得の増加や農業労働時間の減少

が可能である。水田作経営の場合、経営耕地面積が約１haの個別経営では、農業経営費は94

万円、農家１戸当たりの農業所得は２万円、家族労働時間は570時間となっている 。これに*3

対し、水田作作付延べ面積が20ha以上層の集落営農では、構成世帯１戸当たり（経営耕地面

積が同規模の1.0ha）の農業経営費は64万円、農業所得は45万円、構成員農業労働時間は

122時間となっている。

なお、法人経営は、幅広い人材の確保により、農業経営の多角化等事業展開の可能性が広

がり、実際に多角化により収入や所得の増加を図っている傾向がみられる。集落営農におい

ても、農作業の効率化による余剰労働力を活用して多角化を進め、所得の増加を図ることが

重要である。

資料：農林水産省「農林業センサス （組替集計）」

図Ⅰ－31 直売所等での農産物販売の取組状況（販売農家、経営耕地規模別）

％

10080604020０
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83,705戸
28.8

（ ）24,093戸

14.4

（ ）12,089戸

27.1

（22,666戸）
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（10,142戸）
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（29,001戸）
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（ ）7,296戸
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（ ）59,573戸

34.4
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↓
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↓
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↓

*1 総務省他９府省庁「産業連関表 （2000年）を基に農林水産省で試算」
*2 農林水産省「農林業センサス」
*3 農林水産省「平成18年組織経営の営農類型別経営統計(水田作)」､水田作作付延べ面積が0.5～1.0ha

層の農家の平均
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（農業の高付加価値化に取り組む農家数も増加傾向）

他方、農村の女性が、個人やグループで農産物の加工や農家レストランの経営に取り組む

起業活動が増加しており、2006年度には５年前から３割増加して9,444件となっている 。*1

また、市町村が受入れ体制を整備し、高齢農家を農家民宿として修学旅行生等の受入れ先

とするなど、農林漁業体験等を行うことにより地域の活性化を図っている取組もみられる。

さらに、輸出や有機栽培、環境保全型農業に取り組む農家も増加傾向にあり 、なかには有*2

機栽培により、米を市場価格の数倍の価格で販売している場合もみられる。

一方、消費者の食品に対する安全志向が高まるなか、信頼確保のためにトレーサビリティ

、 。やGAP手法を導入することは 消費者に選択される産地となるための取組として有効である
ｷﾞｬｯﾌﾟ

また、農業者が小売業者等と契約栽培を行うことも、通常の出荷と比べて収入の見込みが立

てやすいことから、農業経営を安定化させるうえで重要である。実際に2000年から2005年の

５年間で、契約栽培に取り組む農家数は４割増加している 。*3

＜事例：各地で行われる様々な多角化・高付加価値化の取組＞

(1)高齢農家が農家民宿を営み修学旅行生を受け入れている取組

新潟県上越市と十日町市にまたがる東頸城地域は、１年の３分の１が雪に閉ざされる厳しい自然条件
じょうえつし と お か ま ち し ひがしくびき

で、65歳以上の者が４割と高齢化の進展が著しい地域である。以前はスキーと温泉を観光の中心として

きたが、1998年に合併前の旧６町村で「越後田舎体験推進協議会」を立ち上げ、
え ち ご

農林漁業や農村生活の宿泊体験プログラムを作成し、修学旅行等の受入れを

行うことで観光業の生き残りを図った。市町村合併を機に

取組地域が拡大し、現在は100以上の体験プログラムを用意

、 、 、して 都市部の小・中・高校を中心に 2006年度は50団体

4,913人を受け入れている。地域の高齢農業者は、子どもた

ちの笑顔やお礼の手紙を励みに、インストラクターとして

指導に工夫を凝らしている。

(2)ITを使い、青果物の栽培履歴を畑単位で管理する取組

東京都千代田区に本社があるエンジニアリング会社は、総合商社の子会社との共同で青果物の栽培履
ち よ だ く

歴が畑単位で分かるトレーサビリティのシステムを開発した。栽培管理と出荷管理、履歴情報管理の３

つのシステムで構成されており、栽培管理システムは、タッチ式の小型端末で農作物ごとに農薬の適正

な使用方法を確認でき、防除や施肥等、畑ごとの栽培履歴を簡単に入力する

ことができる。導入した生産地では、散布量や履歴が簡単に

わかることから、人件費の削減につながっている。加えて、

農協用の生産者や農作物等の出荷管理システムと、小売店の

店頭バーコード読み取りによる履歴情報管理システムに連携

させることで、近年高まっている消費者の食品の安全への意

識に応えられるようにしている。

(3)いちご「あまおう」を香港、台湾等へ輸出

福岡県の特産であるいちご「あまおう」は、｢あかい｣、｢まるい｣、｢おおきい｣､｢うまい｣の４文字の

頭文字をとって名付けられているが、香港・台湾を中心に「あまおうフェア」を開催するなど、販売促

進と定番化に取り組んでおり、高級果実としてアジアの富裕層をはじめ、幅広く人気

を得ている。2006年には、タイやシンガポールにも販路を拡大したほ

か、初めて米国本土へも輸出し、好評を博している。このほか、県産

農産物の輸出用ブランドマークとして「まる福マーク」を考案して、

香港、台湾、韓国、シンガポールで商標登録を取得し、輸出に積極的

な産地をモデル産地に指定して海外バイヤーを招へいするなどの取組

も行っている。

地図

地図

地図

高齢農業者による体験指導

ほ場での入力作業

まる福マーク

*1 農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」
*2 農林水産省調べ、農林水産省「農林業センサス」
*3 農林水産省「農林業センサス」



*1、3 ［用語の解説］を参照
*2、4 農林水産省調べ
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（株式会社の農業参入が大幅に増加）

農業生産法人 は増加を続けており、2007年には9,466法人となっている 。このうち、加*1 *2

工等の関連事業を実施している法人は3,586法人と４割を占めている。

また、農業生産法人以外の農業への参入法人は、2005年に農業生産法人以外の一般の株式

（ ） 、会社や特定非営利活動法人 NPO法人 等への農地の貸付け等が全国展開されたことを受け
*3

2007年９月現在、256法人と、2004年10月と比べて3.6倍に増加している 。参入法人の組織*4

形態としては、株式会社が も多く、業種では建設業や食品会社が多くなっている。

（多角化に意欲的な法人経営）

法人経営においては、生産だけでなく消費者への直接販売、農産加工、観光農園と経営の

多角化に意欲的に取り組んでいる。こうした取組を稲作単一経営と果樹単一経営でみると、

経営を多角化するほど売上高が高くなる傾向がある（図Ⅰ－32 。）

経営の多角化は、経営の発展を図るうえで必要不可欠となっており、農産物の生産から消費

者への直接販売・農産加工・観光農園へと事業展開を図ることにより、事業規模が拡大し、農

業に関心のある若者等の職場となることで、新規就農者の確保につながることも期待される。

1.0

4.1

図Ⅰ－32 販売金額規模別法人経営数の割合（2005年）

資料：農林水産省「農林業センサス （組替集計）」

注：農家以外の農業事業体のうち、経営目的が販売で農事組合法人または会社形態をとる稲作単一経営355事業体、

果樹単一経営279事業体について集計
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（多角化・高付加価値化の発展形としての六次産業化）

農作物の生産（一次産業）にとどまらず、加工（二次産業）や販売、観光（三次産業）等

を総合的に行う農業の六次産業化に取り組むことは、農業を地域経済を担う産業として持続

的に発展させるとともに、農業に関連した雇用を創出し、地域経済の活性化を図るうえで重

要である。この場合、これらに携わる人材の育成確保を図るとともに、多様な経営主体と、

地域の食品製造業者や観光業者等との連携を進めることも重要である。また、市町村や普及

指導センター等関係機関が、役割分担をしながら、技術的な支援や情報の共有と受発信を通

じて連携していくことも必要である（図Ⅰ－33 。）

図Ⅰ－33 農業経営の多角化・高付加価値化イメージ

資料：農林水産省作成

＜事例：生産・加工・販売の総合的取組で地域を活性化＞

福井県福井市にある農業法人は、県内の農家有志とともに農産物の付加価値を高める観点から、20
ふ く い し

01年に農産物直売所を開設したことがきっかけで2004年に設立され、2005年には農家レストランも開

設した。

農産物直売所には、現在105戸の農家が出荷（2008年２月現在）しており、米の消費拡大の観点か

ら、米粉パンの製造・販売が行われているとともに、アイガモ農法で栽培した米や旬にこだわった農

産物を農業者自ら対面販売しており、2007年には１日当たりの平均来店者数が220人と開業時の４倍

程度に増加している。販売されている約40種類の米粉パンはもっちりした食感が人気となっている。

また、地元レストランの協力のもと、福井産の豚肉を使った「ふくいバーガー」を

開発するなど地産地消にも取り組んでいる。

一方、農家レストランは、バイキング形式で地域の伝統的な家庭料理を提供して

おり、平日、週末を問わず行列ができるほどの賑わいで、県外からのリピーター客

を含め、来客数は月2,500人を数えている。また、このレストランは、子育て世代

への食生活改善メニューの提案や伝承料理の提供を行っているほか、専門

家を招いた食育講座や食品表示勉強会を開催したり、隣接の庭を結婚式に

開放したりするなど、地域住民の交流の場にもなっている。

これらの活動を通じ、地元農産物の消費拡大や所得の向上が図られ、地

域の活性化に貢献するだけでなく、消費者との安全・安心に対する思いを

共有することも可能になっている。今後は、地域食文化の情報発信基地と

して循環型農業の推進や市民農園の開設を行うなど、総合的な取組を目指

している。

地図

米粉を使った料理教室
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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。

- 44 -

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

0

5

10

15

20

25

30

1904年 24 44 64 84 04

天然ガス

石炭

石油

その他
億C02t

20041904年   25   45   65   85

石油による
排出量が
大幅に増加

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

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

45 7515 30 60 90 2005

℃

100年間で
0.74℃上昇

長期的な変化傾向 平年差の５年移動平均

1906年

各年の平均気温と平年値の差
（平年差）

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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（地球温暖化の進展は世界の食料生産に様々な影響）

同報告書では、食料生産への影響についても予測しており、世界の潜在的食料生産量は、

地域の平均気温の上昇幅が１～３℃まででは増加する地域と減少する地域があり、全体とし

ては増加するとされているが、それを超えて上昇すれば減少に転じるとされている（図Ⅰ－

39 。）

（多くの地域で地球温暖化の悪影響を予測）

温暖化による食料生産への影響は地域によって異なるが、特に気候の変化に対してぜい弱

な発展途上国において大きな被害が予測されている。例えば、アジアの発展途上国の一部で

、 （ ）。は 穀物の生産量の減少に加え人口の増加により飢餓の危険性が予測されている 図Ⅰ－40

　・「　　　」は関連する影響を示し、「　　　」は気温上昇に伴って影響が継続することを示す。
　・各記述の左端は、影響が出始めるおよその位置を示す。
　・すべての記述の信頼度は高い。

小規模農家、自給的農業者・漁業者への複合的で局所的なマイナス影響

低緯度地域における穀物
生産性の低下

中高緯度地域における
いくつかの穀物生産性の向上

湿潤熱帯地域と高緯度地域での水利用可能性の増加

中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用可能性の減少及び干ばつの増加

数億人が水不足の深刻化に直面する

水

食料
低緯度地域における
すべての穀物生産性の低下

いくつかの地域で
穀物生産性の低下

０ ５℃４２ ３１

０ ５℃４２ ３１

＜欧州＞
・北欧では、気候変化により、暖房需要の減少、農産物生産量の増加、森林成長の増加がみら
  れるが、気候変化が継続すると、冬期の洪水、生態系危機、土壌安定性減少による悪影響が
  便益を上回る。
・中央、東欧では、夏の降水量が減少し、水ストレスが高まる。
・南欧の一部で、高温と干ばつが悪化し農作物生産が減少。熱波が頻発し、森林火災が増加。

＜アフリカ＞
・2020年までに7,500万～２億５千
  万人に水ストレス。
・2020年までに、いくつかの国では
  降雨依存型農業での収穫量が 大
  50％程度減少。

＜南洋州＞
・豪州南部・東部の大部分、
  ニュージーランド東部の
  一部で、干ばつと火災の
  増加のために2030年までに
  農業・林業の生産が減少。

＜南米＞
・より乾燥した地域では、農地の塩類化
  と砂漠化をもたらす予測。一部の重要
  な作物の生産量と家畜の生産力が減少
  し、食料安全保障に悪影響。
・温帯地域では大豆の生産量が増加。

＜アジア＞
・2050年代までに10億人以上の人々が水不足の悪影響。
・南・東・東南アジアの人口の密集したデルタ地域では、洪水の増加。
・21世紀末までに穀物生産量は、東・東南アジアで 大20％増加。中央
  ・南アジアでは 大30％減少。人口増加等もあり、いくつかの途上国
  で飢餓リスクが継続。

＜北米＞
・今世紀早期の数十年間は、
  降雨依存型農業の生産量
  が５～20％増加するが、
  西部  などでは利用可能
  水量が減少。

図Ⅰ－39 地球温暖化による水と食料生産への影響

資料：IPCC「第４次評価報告書第２作業部会報告書」を基に農林水産省で作成

図Ⅰ－40 地球温暖化が世界各地の食料生産に与える影響

資料：IPCC「第４次評価報告書第２作業部会報告書」を基に農林水産省で作成
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(我が国でも地球温暖化の影響とみられる現象を確認)

我が国では この100年で年平均気温が1.1℃上昇 しており 特に1990年代以降高温となる、 、*1

年が頻出している IPCC第４次評価報告書に基づく整理結果 によると 21世紀末までに我が。 、*2

国の平均気温は 大で4.7℃上昇し、大雨や猛暑日が増えると予測されている 。*3

このようななか、我が国の一部の農作物で高温障害等の発生が問題化しており、例えば、

水稲では白乳化したり粒が細くなる「白未熟粒」が多発し、特に九州地方で深刻化している

（ ）。 、 、 「 」図Ⅰ－41 また 日本近海の海面水温も上昇しており 主に東シナ海等で捕れる サワラ*4

が東北地方の太平洋側でも捕れるようになるなど、魚類の生息域の変化をうかがわせる事例

もみられる。

（地球温暖化は我が国の農業にも大きく影響）

将来の地球温暖化が我が国の農業に与える影響については、これまでの研究結果から、一

部地域における水稲の潜在的収量の減少、果樹の栽培適地の移動等が予測されている（図Ⅰ

－42 。）

１℃

水　稲

2010 2050

りんご

みかん

一
部
の
地
域
で
高
温
障
害
等
が
発
生

2070

CO2増加により
15％増収

CO2増加で不稔率増加

気温上昇により
東北以南で0-10%減収

移植日の 適化で
5-20%増収

日本海沿岸が適地化 関東の平野部が適地化

北海道が適地化

主産地の一部が
適地から外れる

南東北沿岸部が適地化

主産地の一部が
適地から外れる

気温上昇により
北海道で13％増収

気温上昇により
東北以南で8－15％減収

2030

  ３℃
＋250ppm

資料：農林水産省作成
注：1) 複数のシナリオによる影響評価を 「2030年代に平均気温が１℃上昇、2060年代に３℃上昇（CO 濃度が250、 2

ppm上昇）する」と仮定したタイムテーブルに当てはめ取りまとめたもの。
「 」 ）」2) このタイムテーブルはIPCC報告書の 化石エネルギー源を重視する高成長社会 シナリオ(気温が も上昇

における気温上昇を踏まえたもの。

図Ⅰ－41 これまでに確認された高温障害等の被害発生状況

図Ⅰ－42 地球温暖化が我が国の農業生産に与える影響

*1 気象庁「2007年（平成19年）の日本の天候 。2007年には、埼玉県熊谷市（くまがやし）と岐阜県多治見市」
（たじみし）で 高気温40.9℃を観測し、74年ぶりに国内 高気温が塗り替えられた。

。*2 IPCC第4次評価報告書で取り扱われた17研究機関23種類の全気候モデルによる温暖化実験に基づく整理結果
*3 第２回環境省地球温暖化影響・適応研究委員会資料
*4 気象庁「海面水位の長期変化傾向（日本近海 」によると、2006年までの100年間の九州・沖縄海域、日本海）

の中部・南部、日本南方海域の海面水温上昇は0.7～1.6℃であり、世界全体の海面水温上昇0.5℃を上回る。

資料：農林水産省作成

注：高温障害対策レポート作成に当たって実施した調査「水稲の高温対策に関する都道府県の取組状況調査」の回

答のうち 「全県的に問題化している 「一部地域で問題化している」と回答した府県の合計。、 」、
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（温暖化によって栽培適地が大きく移動する可能性）

水稲については、2060年代に全国平均で約３℃気温が上昇した場合、潜在的な収量が北海

道では13％増加、東北以南では８～15％減少することが予測されている。

また、りんごは、栽培適地が北上し、将来は新たな地域が栽培可能になる一方、現在の主

要な産地が気候的に不利になる可能性がある（図Ⅰ－43 。）

 

りんご：栽培適地の移動

水稲：潜在的収量の変化

　　地球温暖化によるりんご栽培に適する年平均気温（7～13℃）

　　の分布の移動。現在の値は1971年～2000年の平均値。

適地

より高温の地域

より低温の地域

800

750

700

650

600

潜在的な収量

（kg/10a）

現　在 2060年代

2060年代現　在

資料：林・石郷岡・横沢・鳥谷・後藤（ 独）環境技術研究所 「温暖化が日本の水稲栽培の潜在的特性に及ぼすインパク（ ）

ト(2001年) 、杉浦・横沢（ 独）農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所・ 独）環境技術研究所 「年平均気温」 （ （ ）

の変動から推定したリンゴ及びウンシュウミカンの栽培環境に対する地球温暖化の影響（2004年 」を基に農林水産）

省で作成

注：1) 上図の黒い部分は水稲栽培が行われていない地域。

2) 潜在的収量は、登熟期の気温と日照量に基づき算出したものであり、 適栽培期間を各地域において選択する

等理想的な条件で栽培を行った場合における理論上の収量。

図Ⅰ－43 地球温暖化が我が国の水稲とりんごの生産に与える影響



- 50 -

イ 京都議定書と削減目標達成に向けた取組

（京都議定書により基準年比６％の削減を約束）

（ ） 、 。世界の二酸化炭素排出量は約265億ｔ 2004年 であり その６割を先進国が占めている

米国の排出量が も多く 全体の22.1％ 中国 同18.1％ EU旧15か国 同12.8％ ロシ（ ）、 （ ）、 （ ）、

ア（同６％ 、日本（同4.8％ 、インド（同4.3％）と続いている。） ）

このようななか、京都議定書の第一約束期間（2008～12年）において、各国ごとに基準年

（原則1990年）に対する温室効果ガスの削減約束が定められており、先進国等で少なくとも

５％削減することが義務づけられている 図Ⅰ－44 我が国は 同期間において 基準年 原（ ）。 、 、 （

則1990年）に比べて６％の温室効果ガスの削減を約束している。

（基準年以降も二酸化炭素排出量が増加）

2006年の我が国の温室効果ガス排出量 速報値 は 基準年より6.4％増加して二酸化炭素（ ） 、

換算で13億４千万t CO t であり 約束達成には基準年より12.4％の削減が必要となってい（ ） 、2

る 図Ⅰ－45 このため 京都議定書目標達成計画 2005年４月閣議決定 で目標とされて（ ）。 、 （ ）

いる森林吸収源対策3.8％ 京都メカニズム 排出権取引等 1.6％の確保のほか 7.0％の排、 （ ） 、

出削減を行うことが必要となっている（図Ⅰ－46 。）

なお、温室効果ガス排出量の９割を占める二酸化炭素は、基準年より11.4％増加している

が、これは業務・家庭部門等で大きく増加（基準年比）していることが要因となっている。
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図Ⅰ－46 我が国の温室効果ガス排出量
と排出削減約束

図Ⅰ－45 我が国の温室効果ガス排出量の推移

図Ⅰ－44 京都議定書による主な国・地域の温室効果ガス削減目標及び基準年比排出量

資料：国連気候変動枠組条約事務局「Greenhouse Gas Inventory Data」を基に農林水産省で作成

注：米国は京都議定書未批准。

資料：(独)国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガス
インベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ
報告書 （2007年５月 、環境省「2006年度（平成18年度）」 ）
の温室効果ガス排出量速報値について」を基に農林水産省
で作成

注：その他は、メタン（CH )、一酸化二窒素（N O)、ハイド4 2

ロフルオロカーボン類（HFCs 、パーフルオロカーボン類）
（PFCs 、六ふっ化硫黄（SF ）の合計。） 6

資料：環境省「2006年度（平成18年度）の温室効果ガス排

出量速報値について」を基に農林水産省で作成
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（農業分野から排出される温室効果ガスの一層の削減も必要）

農業分野から排出される温室効果ガスは、主として家畜排せつ物や水田からのメタン、施

肥等による土壌からの一酸化二窒素であるが 2005年度の排出量は2,741万CO ｔで 農林業か、 、2

ら排出される二酸化炭素と合わせると、3,605万CO ｔとなっている（図Ⅰ－47 。2 ）

メタン等その他のガスは基準年から14.9％減少しているものの、二酸化炭素については、

基準年から12.4％増加している。農業分野から排出される温室効果ガスは、基準年以降全体

として減少傾向にあるが、京都議定書の削減目標達成に向け、より一層の排出削減を図る必

要がある。

（京都議定書目標達成計画を見直し）

このようななか 第一約束期間に必要な対策・施策を2008年度から講ずるため 地球温暖、 、「

化対策の推進に関する法律 に基づき 京都議定書目標達成計画の評価・見直しが行われ ・」 、 、

・・・

こととされた。

図Ⅰ－48 新たな京都議定書目標達成計画のポイント
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図Ⅰ－47 農業分野における温室効果ガス排出量の推移

資料：(独)国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベン

トリ報告書 （2007年５月）」

注：農林業からの二酸化炭素排出量には、運送によるものを含めない。
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ウ 農林水産分野における地球温暖化対策の総合的な推進

(農林水産省地球温暖化対策総合戦略を策定）

農林水産分野における地球温暖化対策の加速化を図る観点から、2007年６月に「農林省地

同戦略では京都議定書の６％削減約束球温暖化対策総合戦略」が策定された（図Ⅰ－49）。

の達成に貢献するため、森林吸収源対策等既に京都議定書目標達成計画で数値目標が設定さ

れている施策に加え、施設園芸や農業機械の温室効果ガス排出削減対策や、環境保全型農業

の推進による施肥量の適正化・低減、漁船の省エネルギー対策で新たな数値目標を設定し、

施策を推進するなど地球温暖化防止策を推進することとされている。また、今後避けること

ができない地球温暖化に対応するため、暑さに強い品種の開発、農林水産業に与える影響予

測等、地球温暖化適応策を推進するとともに、我が国の技術を活用した国際協力を推進する

こととされている。

（品目別に適応技術の普及・指導等を実施）

現在発生している農作物への被害状況や影響等を的確に把握・分析し、必要な技術や対応

方針の普及・指導を推進していくため、農林水産省では、これまでの全国調査の結果や研究

機関における技術開発の成果等を踏まえ、2007年６月に「品目別地球温暖化適応策レポート

・工程表」を取りまとめ、生産現場への普及指導を行っている（図Ⅰ－50 。）

図Ⅰ－50 「品目別地球温暖化適応策レポート・工程表」の概要

図Ⅰ－49 農林水産省地球温暖化対策総合戦略のポイント

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

 

農林水産分野における地球温暖化対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現

①違法伐採対策等の持続可能な森林経営の推進
②我が国の人材・技術を活用した協力

①削減目標値の達成に向け施策を加速化
　○森林吸収源対策
　○バイオマス資源の循環利用
　○食品産業等の環境自主行動計画

②新たな削減目標値の設定と達成に向けた施策を推進
　○施設園芸･農業機械の温室効果ガス排出削減対策

　　（2010年度までに年間約17万４千CO2t削減）
　○環境保全型農業の推進による施肥量の適正化･低減

　　（2010年度までに年間約18万１千CO2t削減)

　○漁船の省エネルギー対策

    （2010年度までに年間約４万７千CO2t削減）

③その他の排出削減の取組を推進
　（農業農村整備事業の対策、地産地消の推進、技術開発等）

地球温暖化防止策

農林水産分野の国際協力

①地球温暖化適応策の推進
　・既存技術の生産現場への普及・指導
　・新たな技術の導入実証
　・影響評価に基づく適応策の推進
②技術開発等の推進
　・生産安定技術の開発（高温耐性品種の育成等）

　・農林水産業への影響に関する予測研究
　・影響予測に基づく適応技術の開発

地球温暖化適応策

　

項目
生産現場に
おける現象

当面の適応策 今後の対応方針

内容

具体例

13品目

・水稲
・麦類
・大豆
・りんご
・なし
・ぶどう

・トマト
・いちご
・花き
・茶
・飼料作物

○作成した品目 ○構　　成

・うんしゅうみかん
・肉用牛、乳用牛

うんしゅ
うみかん

○浮皮の発生

○日焼け果の増加

地球温暖化の影響
と思われる高温障
害等生産現場での
現象を記載

生産現場に対し導
入可能な既存技術
に基づく当面の適
応策を記載

今後、実施すべき
研究開発、行政に
より取り組むべき
課題を記載

○カルシウム剤の
　施用
○表層摘果の実施

○発生機構の解明
○被害軽減栽培管

理方法の開発

　レポートと同様の品目に
対し、今後、技術開発が必
要と考えられる研究課題、
取り組む必要がある行政課
題を短期・中期・長期に分
けて、都道府県の意見も踏
まえ、整理。
※短期（今後３年以内）
　中期（2030年ごろまで）
　長期（2030年以降）

（１）適応策レポート （２）工程表
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（暑さに強い品種の開発や栽培体系の見直し等の研究開発が必要）

、 、 、さらに 既に発生している農作物被害や将来懸念される農作物被害等に対処するため 稲

果樹等の作物別に暑さに強い品種の開発を行うとともに、栽培体系の見直し、品種転換の実

施に向けた検討を行うなどの取組が推進されている 例えば 独 農業・食品産業技術総合。 、（ ）

研究機構九州沖縄農業研究センターでは、九州地域の主力品種「ヒノヒカリ」と同レベルの

食味と高温でも安定した玄米品質、多収性をもった新品種「にこまる」を開発した。高温条

件下では「ヒノヒカリ」に比べ「にこまる」は整粒が多くなっている（図Ⅰ－51 。）

（農地も二酸化炭素吸収により地球温暖化防止に貢献）

土壌は、地球規模での炭素の循環、貯留の場として重要な役割を果たしており、土壌に保

存される２兆tの炭素の４割は農林業の影響下にあるといわれている（図Ⅰ－52 。また、有）

機物の施用、不耕起栽培、多毛作、木炭等土壌改良資材の施用等の適切な土壌管理が炭素の

貯留に効果があると指摘されている。

今後、農地は適切な管理により、土壌中の炭素を増加させることで、温室効果ガス排出削

減または吸収源として貢献する可能性を有しており、地球温暖化の防止に貢献する農地の管

理手法を開発することが求められている。

図Ⅰ－51 地球温暖化へ適応する品種の開発例（水稲： にこまる ）「 」

資料：長崎県総合農林試験場

図Ⅰ－52 世界の土壌、大気における炭素ストック量の推定

資料：OECD「土壌有機炭素に関する専門家会合報告書」(2002年) （財）日本エネルギー経済研究所計量分析ユニ、

ット「EDMC/エネルギー・経済統計要覧」(2007年)を基に農林水産省で作成

注：図中の重量は炭素換算の値。



*1 食品製造業から排出されている二酸化炭素は 大別するとエネルギー起源 燃料の燃焼で発生・排出される、 （
もの と非エネルギー起源 廃棄物の焼却等 があるが ここでいう二酸化炭素はこのうちエネルギー起源を） （ ） 、
指す。

*2 食品産業ではこのほか、食品流通業１団体、外食産業１団体が計画を策定。
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（食品産業からの温室効果ガス排出削減も重要）

食品製造業からは、我が国の温室効果ガス総排出量の1.1％に当たる1,458万CO t（2006年2

度 の二酸化炭素 を排出している この排出量の約半分を占める食品製造業16団体は団体ご） 。
*1

とに自主行動計画 を策定し 削減目標を定めており 農林水産省はその達成を確実なものと
*2

、 、

するため、毎年度、フォローアップを実施している。

また、一層の排出削減を図るため目標値の引上げや策定業種の拡大等が推進されている。

環境負荷の少ないライフスタイルの実践

私たちの食生活は、膨大なエネルギー消費の上に成り立っています。言い換えれば、食事を通じて間接的

に多くの二酸化炭素の排出を行っています。では、実際にはどのくらいの量のエネルギーを使っているので

しょうか。２つの指標を紹介します。

(１)フード・マイレージ
我が国は世界 大の農産物輸入国であり、食料輸送量に輸送距離を乗じた「フード・マイレージ」の概念

に基づく試算では、我が国のフード・マイレージは約９千億t･kmと試算され、他国と比べて格段に多くなっ

ています。その結果、国内輸送による二酸化炭素排出量９百万CO tの約1.9倍に相当する１千７百万CO tが食2 2

料輸入により排出されると試算されています。

(２)ライフサイクルアセスメント
食品の生産（農林水産業）から消費・廃棄物処理に至る過程で必要となる燃料エネルギーの総量を、ライ

フサイクルアセスメント（LCA）手法により分析すると、お米は6,330kcal/kg、パン類は9,510kcal/kg、めん

類は15,040kcal/kgとなります。

フード・マイレージや燃料エネルギー消費量を減らすことで、二酸化炭素排出量を削減することが可能で

す。低環境負荷のライフスタイルを実践するには、一人ひとりが食生活を見直すことも重要です。

各国のフード・マイレージ お米､パン類､めん類にかかる燃料エネルギー量

資料：中田哲也「フード・マイレージ （2007年９月、日本評論社 、久守藤男「飽食経済のエネルギー分析 （2000年３」 ） 」

月、農山漁村文化協会）を基に農林水産省で作成

注：1) フード・マイレージについては、例えば、温室栽培で国内生産を行った方が海外からの輸送によって輸入を

行うよりも二酸化炭素排出量が多くなる場合があるなど、輸送以外の要因も含めて環境負荷の判断を行うべき

との指摘（英国環境・食料・農村地域省）があることに留意する必要がある。

2) LCAとは、製品の材料調達段階から廃棄に至る各段階におけるエネルギー（燃料 、資源の投入と排出を把握）

し、製品、サービスの環境への負荷を分析、評価し、負荷の少ない生産への移行を検討する手法。
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エ バイオマス利活用の加速化

（バイオマスは再生可能な生物由来の有機性資源）

、 。バイオマスは生物が合成した有機物であり 生命と太陽がある限り枯渇しない資源である

また、バイオマスを燃焼する際に放出される二酸化炭素は、生物の成長過程で大気から吸収

されるものであるため 大気中の二酸化炭素を増加させない カーボンニュートラル とい、 「 」*1

う特性を有している。バイオマスの利活用は、地球温暖化防止や循環型社会の形成に役立つ

といわれ、農林水産業の新たな領域を開拓するとともに、エネルギー問題にも対応できるた

め、政府全体で積極的に推進することとされている（図Ⅰ－53 。）

図Ⅰ－53 主なバイオマスの分類例

（世界各地でバイオ燃料の取組が進展）

近年、地球温暖化や原油価格の高騰を背景に世界各国でバイオ燃料の生産、利用が進めら

れている 表Ⅰ－９ このうち 主にとうもろこしやさとうきびを原料に生産されるバイオ（ ）。 、

エタノールの生産量は 5,132万kℓ 2006年 とこの５年間で1.6倍に増加しており 米国(全、 （ ） 、

生産量の39％ 、ブラジル（同35％）の２か国で世界の生産量の７割（3,768万kℓ）を占めて）

いる また 主になたね油や大豆油から精製されるバイオディーゼル燃料は 欧州が世界の*2。 、 、

生産量の76％（362万kℓ、2005年)を占めており、輸送用燃料として利用されている 。*3

資料：農林水産省作成

表Ⅰ－９ 世界のバイオエタノールへの取組

資料：F.O.Licht「World Ethanol & Biofuels Report 、エコ燃料利用推進会議資料を基に農林水産省で作成」

注：ETBEとは、石油製造過程の副産物であるイソブテンとバイオエタノールから製造されるガソリンの添加剤。

*1 ［用語の解説］を参照。
*2 F.O.Licht「World Ethanol & Biofuels Report」
*3 BIOFUEL BAROMETER2006
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（将来的に国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を目指す）

我が国では、国産バイオ燃料の本格導入に向けて、2007年２月に「国産バイオ燃料の大幅

な生産拡大に向けた工程表 が作成されており 図Ⅰ－54 今後 技術開発や実証等を通じ」 （ ）、 、

バイオ燃料の利用率を向上させ、2011年度に単年度で国産バイオ燃料５万kℓ、長期的には2030年

ごろまでに大幅な生産拡大を図ることを目指している（農林水産省試算では600万kℓ可能 。）

（技術開発や資源作物の開発が重要）

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大には、食料供給と競合しない稲わら、間伐材等のセルロ

ース系原料からエタノールを効率的に生産する技術開発をはじめ(図Ⅰ－55)、原料の収集、

運搬コストの低減やエタノールを大量に生産できる作物の開発といった、様々な課題を克服

しつつ、取り組む必要がある。

破砕

セルロース系
（稲わら、間伐材等）

糖化

酸による
加水分解

発酵

組成（稲わら）

セルロース
（６炭糖）

45％

ヘミセルロース
　30％
（５炭糖と６炭糖
の結合体）

その他
（リグニン等）

25％ （セルロース等を単糖化）

蒸留
脱水

エタノール

「でんぷん」であれば、酵素により糖化できるが、セルロース等は、
加水分解が一般的なため、技術的な障壁が比較的高い。

濃度99．5％以上の
無水エタノール

実用化に向けて
技術開発が必要

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

図Ⅰ－55 セルロース系原料からのエタノール生産工程

図Ⅰ－54 バイオ燃料生産拡大工程表
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（全国８か所において国産バイオ燃料の実証事業を開始）

農林水産省では、2007年度より計全国８か所（バイオエタノールで３か所、バイオディー

ゼルで５か所）において、原料の調達から利用まで一貫した実用的規模での取組を開始して

いる 図Ⅰ－56 また バイオ燃料の普及については 実証事業に加え バイオ燃料の原料（ ）。 、 、 、

を生産する農林漁業者と燃料製造業者の連携等を図るため、税制措置をはじめとした支援を

行うこととされている。

（バイオマスタウン構築を一層加速化していく必要）

バイオマスタウン構想とは、関係者の連携のもと、地域内において食品残さや家畜排せつ

物をたい肥化したり、建設廃材や林地残材等から発電するなど、バイオマス資源の循環利用

の促進を図るものである 2010年までに300程度の市町村での構築が目標とされているが こ。 、

れまで、102の市町村（2007年９月末時点）が構想を公表している。

この目標が達成されれば 京都議定書の６％削減約束の0.1％に相当する約100万CO ｔの温、 2

室効果ガス排出削減が見込まれているため、達成に向けて一層の加速化が必要であり、都市

地域を含め全国レベルでの取組が重要である。

＜事例：都市地域でのバイオマスタウンの取組＞

人口21万人の地方都市である新潟県上越市は、2005年７月にバイ
じょうえつし

オマスタウン構想を公表した。地元企業の出資により設立されたベ

ンチャー企業である「アグリフューチャーじょうえつ」において、

間伐材、古々米、籾殻を主原料とする新たな樹脂の開発・商品化に

取り組んでいる。

これまでに、間伐材を用いた樹脂製のトレーが上越市内の給食用

に導入されたほか、古々米を原料とする指定ごみ袋等、製品として

。 、 、 、の利用が進んでいる このほか バイオガス化施設 汚泥乾燥施設

バイオディーゼル燃料化施設、木質変換施設等により農村部・都市

、 「 」部を有機的に結び付けることで エネルギー及び資源の 地産地消

を目指している。

地図

トレー（古々米） ごみ袋（古々米）

トレー（間伐材）

資料：農林水産省作成
注：1) 赤網掛けはバイオエタノール混合ガソリン事業を示す。

2) 青塗りはバイオディーゼル燃料事業を示す。

図Ⅰ－56 バイオ燃料地域利用モデル実証事業採択地域
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（２）生物多様性の保全に向けた取組

ア 生物多様性に配慮した農業生産の推進

（1992年に生物多様性条約を採択）

熱帯雨林の急激な減少や種の絶滅の進行への危機感、さらには人類存続に不可欠な生物資

源消失への危機感を背景として、生物全般の保全に関する包括的な国際的枠組みを設けるた

、 （ ） 、 。め 1992年の地球サミット 国連環境開発会議 にあわせて 生物多様性条約が採択された

同条約の目的は 「生物多様性の保全」と「その持続可能な利用 「遺伝資源から得られる、 」、

利益の公正かつ衡平な配分」である。

同条約では、生物多様性をすべての生物の間に違いがあることと定義しており、また、生

態系、種、遺伝子という三つのレベルでの多様性があるとしている（図Ⅰ－57 。現在、地）

球上には３千万種ともいわれる多様な生物が、それぞれ個性を持ちつつ、互いに様々な関係

でつながって生息している。人類も生物の一員としてそのつながりのなかで生きており、生

物多様性の恵みがあってはじめて生存できる。しかし、近年、人類の活動は多くの生物を絶

滅させており、この数百年で、絶滅スピードが著しく加速しているといわれている。

（2007年に第三次生物多様性国家戦略を策定）

2002年に開かれた締約国会議では 「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少さ、

せる」という2010年目標が採択された。同条約の締約国は、我が国を含む190か国（欧州共

同体を含む。2008年１月現在）となっており、また、2007年のG8ハイリゲンダム・サミット

の首脳宣言でも、生物多様性の決定的な重要性と2010年目標達成のための努力の強化が盛り

込まれるなど、生物多様性は、地球温暖化と並ぶ地球環境問題として、国際的な関心事項と

なっている。

我が国においては、生物多様性条約は1993年に締結され、同条約に基づき「生物多様性国

家戦略 が1995年に初めて策定された その後 二度にわたる同戦略の見直しが行われ 2007」 。 、 、

年11月に「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定された。

種の多様性

遺伝的多様性

生態系の多様性

同じ種の中でも、個体ごとに遺伝子が様々

であることをいう。

農業の生態系、森林の生態系、海洋の生態

系など様々な生態系が存在することをいう。

様々な種類の動物、植物などが生息・生育

していることをいう。

生物は、すべて独自の遺伝子をもち、農作物の改良などに実用価値を
もつ可能性があることから、遺伝資源とも呼ばれる。

例えば、
ゲンジボタルは、中部山岳地帯を境に

発光周期が違い、西側では２秒、東側
では４秒となっている。

農地 草地 森林 海洋

コウノトリ カエル ヒノキ カツオ

図Ⅰ－57 三つのレベルの生物多様性

資料：農林水産省作成
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（生物多様性の保全にとって農林水産業の営みが重要な役割）

我が国の国土の大部分は、農地や人工林、草地等人の手が加えられて持続的に維持されて

いる環境である。つまり、農林水産業の営みが、人々にとって身近な自然環境を形成し、多

様な生物が生息・生育するうえで重要な役割を果たしてきた。したがって、我が国の生物多

様性の保全のためには、農林水産業のあり方とその果たす役割を考えることが非常に重要で

ある。同時に、安全で良質な農林水産物を供給する農林水産業や農山漁村の維持・発展のた

めにも生物多様性の保全は不可欠である。このため、生物多様性の保全を重視した農林水産

業を強力に推進するため 「農林水産省生物多様性戦略」が2007年７月に策定された（図Ⅰ、

－58 。同戦略では、４つの基本方針に基づき、森林、田園地域・里地里山、里海・海洋の）

保全、森・川・海の生態系全体を通じた生物多様性の保全など農業、林業、水産業が一体と

なって国土の生物多様性の保全を推進することとされている。また、その内容は、第三次生

物多様性国家戦略にも反映されている。

（生物多様性は食料の安定供給と農業・農村の活性化に貢献）

持続可能な農業と生物多様性は、生態系を介して、密接に関係しあっている。また、生物

多様性は、有用な遺伝資源の確保や地域固有の多様な伝統文化の源となることを通じて、安

全で良質な食料の安定供給や農業・農村の活性化に貢献している（図Ⅰ－59 。）

〔沿岸の埋め立て〕
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・有機農業をはじめとする環境保全型農業の
推進(冬期湛水による生物多様性保全) 等

〔田んぼに集う
生きもの〕

○不適切な農薬・肥料の使用

○種の減少
○鳥獣被害の深刻化

・生物多様性に配慮した生産基盤整備
（環境との調和に配慮した水路）等

・野生鳥獣被害対策(鳥獣の隠れ場所となる
農地に接する藪などを刈り払い) 等

○経済性や効率性を優先した
農地・水路の整備

○埋め立て等による藻場・干
潟の減少

○森・川・海を通じた生物多様性保全の推進

○森林の保全

○田園地域・里地里山の保全

・藻場・干潟の保全
・生物多様性に配慮した海洋生物資源の

保存・管理 等

〔沿岸の埋め立て〕

〔三面張りの水路〕

①農林水産業の活動が生物多様性に与える
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様性に与える負の影響

・有機農業をはじめとする環境保全型農業の
推進(冬期湛水による生物多様性保全) 等

○農林水産分野における地球環境保全への貢献

○農林水産業の生物多様性指標の開発
〔田んぼに集う生きもの〕

○不適切な農薬・肥料の使用

○種の減少
○鳥獣被害の深刻化

・生物多様性に配慮した生産基盤整備
（環境との調和に配慮した水路）等

・野生鳥獣被害対策(鳥獣の隠れ場所となる
農地に接する藪などを刈り払い) 等

○経済性や効率性を優先した
農地・水路の整備

○埋め立て等による藻場・干
潟の減少

○遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進

・藻場・干潟の保全
・生物多様性に配慮した海洋生物資源の

保存・管理 等

・間伐等適切な森林の整備・保全
・優れた自然環境を有する森林の保全・管理 等
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①生物多様性保全をより重視した農林水産施策の推進、②国民各層に対する農林水産業及び生物多様性への理解の促進、

基本方針

これまで これから

③多様な主体による地域の創意工夫を活かした取組の推進、④農林水産業を通じた地球環境の保全への貢献

図Ⅰ－59 生物多様性と食料・農業・農村の関係

図Ⅰ－58 農林水産省生物多様性戦略のポイント

資料：農林水産省作成

生物多様性
有用な遺伝資源

資料：農林水産省作成
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である農業の基盤）を維持

生物の生息・生
育環境の提供、
特有の生態系の
形成・維持

地域固有の多様な伝統文化の源

○安全で良質な食料の安定供給
○農業・農村の活性化 等



*1 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、たい肥等による土づくりと化学肥料、
化学合成農薬の使用の低減に一体的に取り組む計画（持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画）を提
出して、都道府県知事より認定を受けた農業者の通称。
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（環境保全型農業の推進が必要）

田園地域や里地里山は、身近な自然環境であり、多様な野生生物が生息・生育する生物多

様性の豊かな空間であることから、適切な農業生産活動を通じてその保全を図っていくこと

が重要である。しかし、農薬や肥料の不適切な使用は、田園地域や里地里山の自然環境だけ

でなく、河川等を通じて水質を悪化させ、漁場環境へも悪影響を与えるなど、生物多様性へ

の広範な影響が懸念される。このため、田園地域や里地里山の生物多様性をより重視した環

境保全型農業を推進し、生きものと共生する農業生産の推進を図る視点で取組を進める必要

がある（図Ⅰ－60 。）

（エコファーマーは着実に増加）

環境保全型農業の推進を図るためには、農薬や肥料といった生産資材が適正に使用される

ことが重要である。

このため 「農林水産省生物多様性戦略」に、

おいては、農業者が最低限取り組むべき規範

（農業環境規範）の普及・定着を図るととも

に、たい肥等による土づくりと化学肥料や化

学合成農薬の使用低減に一体的に取り組むエ

コファーマー の認定を促進することとされて
*1

いる。

エコファーマーは着実に増加しており、そ

の認定件数は、2007年９月現在で15万５千件

となっている（図Ⅰ－61 。）

資料：農林水産省作成

図Ⅰ－60 環境保全を重視した農業生産
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図Ⅰ－61 エコファーマーの認定件数の
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注：1)　目標は、「第三次生物多様性国家戦略」

　　　　で掲げられている数値
　　2)　2007年度は９月末現在の数値である。
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*1、2 ［用語の解説］を参照。
*3 農林水産省調べ
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（環境負荷を大幅に低減する取組の推進）

また、地域でまとまって化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に減らすなどの先進的な営

、 、農活動への支援や 化学肥料や農薬等を使用しないことを基本とする有機農業の推進により

環境負荷を大幅に削減する取組の推進が図られている。

有機農業については、2006年に成立した「有機農業の推進に関する法律」に基づき、2007

年４月に「有機農業の推進に関する基本的な方針」が定められた。その内容は、2007年度以

降のおおむね５年間を対象として、有機農業の技術体系の確立や普及指導体制の整備、有機

農業に対する消費者の理解の増進等、農業者等が有機農業に積極的に取り組めるようになる

ための条件整備を進めることに重点がおかれている。この方針を受け、12道県において都道

府県段階の推進計画が定められている（年度内予定 。）

（格付けされた有機農産物等の生産量も増加）

有機農業を行う農家等が、生産した食品に有機JASマークを貼付し 「有機 「オーガニ、 」、

ック」という名称を表示するためには、生産行程管理者 として有機JAS規格に適合した生産
*1

を行うための基準を満たしていること等の認定を登録認定機関 から受ける必要がある 2006。*2

年度に有機農産物として国内で格付けされた農産物の生産量は、前年度より0.9％増加して

４万8,596トンとなった 。*3

（総合的病害虫・雑草管理（IPM）を推進する必要）

環境保全型農業の推進に当たっては、土づくりの励行や適切で効果的・効率的な施肥とと

もに、効果的・効率的な防除も重要である。この場合、病害虫や雑草の発生しにくい環境を

作るとともに、病害虫の発生予察情報やほ場の観察により適切な防除のタイミングを判断し

て、様々な防除技術を適切に組み合わせ、防除を実施することが重要である。このような手

法は、総合的病害虫・雑草管理（IPM）と呼ばれ、より生物多様性に配慮した農業生産の方

法であり、今後、その推進が図られる必要がある（図Ⅰ－62 。）

図Ⅰ－62 IPMの考え方と生産者・消費者のメリット
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資料：農林水産省作成
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（水田や水路等の水と生態系のネットワークは、生物多様性の保全に貢献）

水田、水路、ため池等の農村地域の水辺環境は、水と生態系の有機的なネットワークを形

成しており、例えば、小河川で生活するフナ類は産卵期に水田や農業用水路に移動して浅瀬

の水草に産卵するなど、多様な生きものがその生活史に応じて様々な生息・生育環境を利用

している。生物多様性を保全する観点から、このような水と生態系のネットワークを農業用

水や環境用水等で途切れなく結ぶ「水の回廊」の整備を推進する必要がある。

また、水と生態系のネットワークは、農家や地域住民による生産活動や維持管理活動によ

って保全され、生物多様性の保全に大きく貢献している。

（農業農村の整備に当たっても、環境に配慮）

農業農村整備事業は、持続的な農業の営みを可能とすることにより、生物の生息・生育環

境である身近な自然環境を保全・形成する役割を果たしている。一方、事業の実施が生物多

様性に負の影響を与える側面を有していることから、生物多様性をはじめとした農村環境に

配慮して実施する必要がある。例えば、ほ場整備や暗きょ排水、用排水路の整備によって生

産性は大幅に向上したが、川と水田を行き来する水生生物は、水路と水田の連続性が分断さ

れたため、移動ができなくなり、繁殖ができなくなるなど、生息数が減少してきた。

このようなことから、2001年に「土地改良法」が改正され、土地改良事業の施行に当たっ

て、環境との調和に配慮することとされた。また、農村地域の環境保全に関する基本計画で

ある「田園環境整備マスタープラン」が全国2,609の市町村で策定されており 、農業農村整*1

備事業を採択する際の要件の一つとなっている。

現在、地域住民や農家が認識している生物種を「保全指標種」として示すことにより、生

物多様性の保全の視点を取り入れた基盤整備への関心を高め、農家の理解や地域住民の合意

形成を得ながら事業を推進する取組が試験的に行われている。

＜事例：トキの野生復帰に向けた餌生物の生息環境の整備＞

新潟県佐渡市では、我が国において絶滅のおそれのある種の象徴ともなっているトキの野生復帰に向
さ ど し

けた取組が行われている。人工飼育されているトキの個体数は、繁殖技術の確立等により順調に増加し

ており、2008年秋には試験放鳥が予定されている。

野生復帰後のトキが自然の中で生息していくためには、地域住民の十分な理解を得ながら、河川、水

田、水路、営巣木等、トキやその餌となる生物（ドジョウ、ヤマアカガエル、サワガニ等）の生息環境

を整える必要がある。

特に、中山間地域の水田等はトキの餌場として重要であり、ほ場整備の際は、水路と水田の連続性を

確保するための水田魚道や、餌生物の生息場・繁殖場となる江（承水路）を設けるなどの配慮が行われ

ている。また、冬期湛水や環境保全型農業の取組等により、水田をトキの餌生物を育む空間（ビオトー

プ）として管理するなどの取組も行われている。

地図

水田魚道 江 冬期湛水

水路と水田の連続性を
確保

餌生物の生息場・繁殖
場を確保

冬期間の餌生物の生息
環境の整備

*1 2004年３月の「田園環境整備マスタープラン」対象市町村3,148に対する2006年３月時点での数値
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（経済的にも持続可能な取組とする必要）

生物多様性に配慮した農業を持続的に実践するためには、農業者をはじめ地域住民が一体

となって取り組むことが重要である。そのためには、行政等の強力なリーダーシップが必要

であり、特定非営利活動法人（NPO法人 ）等の民間団体の参画を推進することや、普及指導*1

センター等による技術支援等も重要である。

また、農業者にとって、生物多様性に配慮した農業に取り組む場合、慣行農法に比べ収量

の減少やコスト高になり、経営が不安定となるおそれがある。このため、通常より高い価格

でも生産物を購入してもらえるよう、消費者に価値を認められるような工夫をすることなど

により、経済的にも持続可能な取組とすることが求められている。

（生きものとのふれあいは生物多様性の保全の重要性を実感させる）

我が国が生物多様性条約を締結してから10年以上経過したが、生物多様性の認知度は依然

として低い 。その理由の一つに、人々が身近に生きものとふれあう機会が減少し、多様な*3

生物がつながりあって存在していることが実感しにくいという事情があると考えられる。

このため、農業生産や農業農村整備において生物多様性を重視し、田園地域や里地里山で

の生物多様性を保全するのと同時に、そのような場で人々が身近に生きものと接することが

できる空間をつくることが必要である。特に、子どもが水田や水路などで多種多様な生きも

のにふれあいながら遊んだり学んだりすることは、原体験として生物多様性の重要性を認識

することにつながる。各地で行われている「田んぼの生きもの調査」や、市民農園での農作

業などは、こういった観点からも意義深い取組である。

＜事例：コウノトリの野生復帰への取組をきっかけとする生物多様性保全の取組＞

兵庫県豊岡市は、かつて絶滅したコウノトリの野生復帰に取り組んでいることで知られている。その
とよおか し

背景にあるのは、コウノトリが住める豊かな自然環境と、それを受け入れる文化環境は、人間にとって

も持続可能で健康的に暮らせるものであるという考えである。

市ではこの取組の一環として、コウノトリと共生する水田づくりを支援している。これは、コウノト

リの絶滅の一因として、開発等によって湿田・湿地が減少し、また、農薬の使用によって餌となる生物

が減少したことが考えられ、生物多様性に配慮した農業を実践すれば、コウノトリとの共生が可能とな

るとの考え方に基づいている。一部の水田では、水田魚道を設置し、農業改良普及センター の技術指導*2

を得て 冬期湛水等の水の管理や有機資材を活用した技術により農薬・化学肥料の削減を可能にした コ、 「

」 、 。ウノトリ育む農法 に取り組んだ結果 水田には多様な生物が生育するようになった

このような取組と並行して行われてきた40年にも及ぶ人工飼育の結果、ついに2005

年、人工繁殖されたコウノトリが放鳥された。それ以降、コウノトリが水田に降り立

つ姿が当たり前の風景となりつつある。

「コウノトリ育む農法」は慣行農法よりも収量が減るものの、市の認証制度により

ブランド化された米は高値で販売されていることから、年々その栽培面積は増加

し、再生産が可能な仕組みができている。また、コ

ウノトリと城崎温泉等の観光資源をセットにしたツ

アーが旅行代理店により企画されたり、コウノトリ

ブランドの米から日本酒が作られるなど、コウノト

リの効果は他産業の活性化へも波及している。農業

者は自らの行う農業がコウノトリを育てているとい

う自信と誇りをもつようになっている。

地図

腰をかがめる農業者と
コウノトリ

水田と排水路を結ぶ魚道

*1 ［用語の解説］を参照。
*2 兵庫県における「普及指導センター」の名称
*3 2004年の環境省による調査（20歳以上の男女2,000人を対象として実施した個別面接調査（有効回答率74.2
％ ）によると 「生物多様性」の意味を知っているのは１割、言葉を聞いたことがある人を含めても３割であ） 、
った。



*1、2 ［用語の解説］を参照。
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イ 遺伝資源の保全・持続可能な利用と今後の課題

（遺伝資源の持続可能な利用は食料・農業・環境問題等の解決に貢献）

バイオテクノロジー等の科学技術の進展に伴い、遺伝資源 を利用して、超多収作物等画
*1

期的な新品種の育成や新産業の創出を推進することにより、食料、農業、環境といった問題

の解決に貢献することが期待されている。このため、貴重な遺伝資源を収集・保存し、次世

代に引き継ぐとともに、これを持続的に利用していく観点から、現在、国内外の農業生物、

林産生物、水産生物の遺伝資源を収集・保存して新品種の育成等の研究に提供するジーンバ

ンク事業が行われている(図Ⅰ－63)。

（生物多様性への安全性が確認された遺伝子組換え農作物は11品目100品種）

遺伝子組換え生物は、組み込まれた遺伝子が野生生物に広まることや、雑草化したり有害

物質を生産すること等により、生物多様性に悪影響を及ぼす可能性がある。これを防止する

ため、生物多様性条約に基づき、2000年にカルタヘナ議定書 が採択された。我が国は2003*2

年にこれを締結し、同年に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律 （カルタヘナ法）が成立した。」

同法に基づき、野生動植物に与える影響について科学的な評価を行い、安全と認められる

遺伝子組換え農作物のみが国内での使用が認められている 2007年９月時点では 11品目100。 、

品種について安全性が確認され、承認を受けている。

図Ⅰ－63 バイオテクノロジー等による遺伝資源の持続可能な利用

資料：農林水産省作成
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（農業分野における国際協力は、世界の生物多様性の保全につながる）

開発途上国では、人口増加や貧困が問題となっているなかで、より多くの生産と収入を得

るため、過耕作や過放牧といった資源収奪的な生産を余儀なくされた結果、土地や水等の資

源の劣化、砂漠化等の環境問題が生じており、生物多様性の損失の進行が懸念されている。

これらの環境問題は、国境を越えて個々の人間の生存にかかわる脅威であり、国際社会が協

調して対応していく必要がある。

（生物多様性指標とその評価方法の開発が課題）

生物多様性の保全に関し、これまで行われてきた研究では、自然と共生する視点から、農

林水産業により形成された生態系を適切に管理する技術や基礎的なデータが得られ、里山林

の保全・利用活動や水と生態系のネットワークづくりといった生物多様性に配慮した施策に

活かされている。

しかし、環境保全型農業の推進をはじめとする農林水産関連施策の実施に当たっては、生

物多様性に配慮しつつ行っているものの、その効果を定量的に把握することができる指標は

現在のところ開発されておらず、これらの農林水産関連施策を効果的に実施するうえで、指

標を開発することが必要となっている。

そのため、水田にどのような生きものが生息・生育しているのかを調査したり、過去に得

られた基礎的なデータを活用するなどにより、農業の生物多様性への正負の影響を把握する

ための科学的根拠に基づく指標や、関連施策を効果的に推進するための生物多様性指標の開

発を行う必要がある。これにより、農業が生物多様性に果たす役割を明らかにし、生物多様

性に配慮した農業生産活動について国民の理解を深めることが期待される。

＜事例：ごはんを通じて水田の生きものについて知ってもらう取組＞

福岡県二丈町のNPO法人では、水田で生息する生物について人々に知ってもらうためのポスターを作成
にじょうまち

した。これは、ごはんと生物を関連づけて表すものであり、１杯のごはんは３～４千粒の米粒、その量

の米粒は３株の稲株から作られ、その稲株が育っている水田の面積にはどれだけの生物がいるかという

ことを表している。これにより、ごはんの価値が身近な自然につながっていることを示し、人々に食べ

ものと生物との関係についてイメージをもたせるとともに、ごはんを食べることで自然を守ろうという

意識を高めることを目的としている。

このポスターは好評を博し、現在、下敷きとして販売され、人気となっている。

作成された下敷き（一部を抜粋）
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（３）農村資源の保全と農村環境の向上

ア 農業の多面的機能と農村資源

（農業は多面的機能を有する）

農業は、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じた国土の保全、水源のかん

養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の継承等様々な役割を有しており、これらの

役割による効果は、地域住民をはじめ国民全体が享受し得るものである。

、 、 、農業は 農山漁村地域のなかで林業や水産業と相互に密接なかかわりを有しており 特に

農林水産業の重要な基盤である農地、森林、海域は、相互に密接にかかわりながら、水や大

気、物質の循環に貢献しつつ、様々な多面的機能を発揮している（図Ⅰ－64 。）

資料：農林水産省作成

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成

図Ⅰ－64 農業、森林、水産業の多面的機能



*1 農林水産省、環境省「田んぼの生きもの調査2006」
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（開発による水田の縮小で気温が上昇）

図Ⅰ－65 埼玉県吉川市・三郷市周辺の土地利用と気温の変化水田では、地面に

1987年の土地利用での試算 （2007年の土地利用での試算）到達する太陽エネル （ ）

ギーの８割が水の蒸

発に使われるため、

周辺も含めて気温が

。低くなる傾向にある

埼玉県吉川市・三郷
よ し か わ し み さ と

市周辺における開発
し

による水田面積の縮

小に伴う気象への影

響を同一条件（夏季

晴天日）で試算した

ところ、地域の最低

気温が0.9度上昇して

いることがわかる 図（

Ⅰ－65 。）

（農地、農業用水等は農業の基礎的資源）

農村は、農地、農業用水といった農業の基礎的資源が存在し、それらが適切に維持・管理

されることによって、生物多様性や地域環境の保全に寄与している。特に水田においては、

農業用水、水路を含め、国内に生息する淡水魚の種類のうち、コイ科で69％、ドジョウ科で

71％の種が確認される など、豊かな生態系を育んでいる。*1

図Ⅰ－66 農村資源の概要

吉川市

三郷市

流山市

草加市

八潮市

越谷市

（ ） 「 」資料： 独 農業・食品産業技術研究機構中央農業総合研究センター 気候緩和評価モデル
注：1) 夏季晴天日として、2004年７月23日12時時点の気象条件で試算

2) 土地利用図は250mメッシュで、最も面積の大きい地目を表示

℃
℃

資料：農林水産省作成
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*1 農林水産省「農林業センサス付帯調査 農村集落調査 （2005年）」
*2 国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する状況把握調査 （2007年８月公表）」
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イ 多様な主体の参画による地域資源の管理・保全

（農家戸数の減少等により、集落の共同作業による地域資源の維持管理が困難）

、 、農道や農業用用排水路の維持管理は 農業生産活動や集落活動等を通じて行われているが

適切な管理・保全がなされずにその機能が失われると、復元に多大な時間と経費が必要とな

る。しかしながら、農家戸数の減少等の農業集落の構造変化により、集落を主体とする共同

作業による管理・保全が困難な状況になっている。

例えば、農業用用排水路については、農家戸数が少ない農業集落ほど、集落として管理す

る割合が低下し、土地改良区をはじめとする集落以外での組織等で管理と、全く管理してい

ない割合が増加する傾向にある 。
*1

また、農業用用排水路や農道において、過去１年間に行われた共同作業１回当たり参加人

数は、５年前に比べ、特に中山間地域で参加人数が減った集落の割合が大きくなっている。

（消滅集落では跡地の資源管理の問題が深刻化）

過疎地域等においては、1999年以降、191集落が無住化し、通年での居住者が存在しない

「 」 。 、 、消滅集落 となっている また 423集落において今後10年以内に消滅が予想されるなど
*2

今後も消滅集落の増加が懸念される。

1999年以降に消滅した集落の資源の管理状況をみると、農地は主に元住民に、集落内の道

路や用排水路は主に行政に管理されているが、３～４割は管理されずに放置されている（図

Ⅰ－67 。）

資源の管理放棄は、国土保全をはじめとする農業の多面的機能の発揮に支障を来すことか

ら、今後、その管理のあり方について、周辺集落との連携や多様な主体の参画等、より広範

囲での資源管理の体制の整備を検討することが重要である。

図Ⅰ－67 消滅した集落の跡地の資源管理状況

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査 （2007年８月公表）」
注：1999年以降に消滅した191集落のうち、各資源の存在する集落（農地・田畑123集落、集落道路・

農道等130集落、用排水路114集落）の管理状況の割合
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（都市住民の参画も活かしつつ、地域一体で地域資源の管理・保全を行うことが重要）

都市住民は、森林、農地等の保全・再生に関わる活動について、その過半が参加意欲をも

っている（図Ⅰ－68 。）

また、森林、農地、都市の土地利用の課題のなかで、最も関心のあるものとして「農地の

保全・再生」を挙げる者は１割にとどまっているが、そのうちの４割が農林業体験や援農ボ

ランティア等、実際に農村に出向いて活動を行っている。

このような都市住民の意欲をうまく活用することが重要であり、そのため、意欲のある都

市住民が農地や農業用用排水路等の管理・保全活動に参加できる体制を構築することが必要

である。

図Ⅰ－68 森林、農地等の保全・再生活動への参加意向と土地利用の問題への関心

（ 、 ）（ 、 、 ）森林 農地等の保全・再生活動への今後の参加意向 森林 農地 都市の土地利用をめぐる問題への関心

　
森林の保全・再生

61.8％

農地の保全
・再生
13.9％

都市内の
低未利用地の

有効活用
20.4％

特に関心はない　3.8％

わからない
37.6％

是非やって
みたい
13.5％

あまりやりたくない
5.0％

全くやりたくない
2.4％

やってみたい
41.5％

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報告書 （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 ））

事例：トラスト運動により地域の農地を保全＞＜

青森県横浜町は、かつてはなたねの作付面積が全国一だったが、農家の高齢化や
よこはままち

後継者不足により耕作放棄地が増加し、なたねの作付面積が減少した。町のシンボル

である日本一の菜の花を次世代の子どもに残すため、2002年に町の有志が中心となっ

て「菜の花トラストin横浜町」を設立し、耕作放棄地になたねを作付する活動を開始

した。

トラストは全国から会員を募り、３～４haの耕作放棄地を借り入れてなたね

を作付けしている。会員や地元の小・中学生と整地、耕起、は種、刈り取り、

なたね打ち等の作業を実施し、収穫したなたねは焙煎せずに搾油し、会員に配

布するとともに、残りを販売している。会員の３分の１が県外であり、県外の

会員は青森県出身者や、なたね油の購入がきっかけで会員となる人が多い。ま

た、トラストのなたね油がこだわりの逸品として百貨店の贈答用商品として

取り上げられるなど、活動が注目を集めている。
耕作放棄地を復旧した

作付地

（地図）
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ウ 農地・水・環境保全向上対策の取組

（農地・水・環境保全向上対策が本格実施）

国民共有の財産である農地・農業用水等の資源と、そのうえで営まれる営農活動を、一体

として、国民の理解を得つつ、その質を高めながら将来にわたり保全していくため、2007年

度から「農地・水・環境保全向上対策」が開始された。46都道府県で17,144の活動組織が設

、 、 。 、立され 取組面積は116万haと 農地面積の４分の１に及んでいる 農業用施設については

農業用用排水路25万６千km、ため池27,400か所、農道６万３千kmが活動に取り組まれること

となっている。また、活動組織の採択申請の審査等を行う地域協議会が46道府県をカバーし

て131設立されている（表Ⅰ－10 。）

本対策は、①農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的向上のための効果の高い共同活

動への支援を基本に、②農業が本来有する自然循環機能の維持・増進による地域環境保全に

向けた先進的な営農への支援（営農活動支援 、③地域においてより高度な取組の実施とい）

。 、ったステップアップへの支援で構成される 営農活動支援を実施する活動組織は全体の12％

取組面積は４％を占める。また、321の活動組織が高度な取組を実施している。

2008年度から、申請書類を半減するなどの事務手続きの大幅な簡素化が図られており、本

対策への取組の拡大が期待されている。

表Ⅰ－10 農地・水・環境保全向上対策の申請状況（2007年度）

（活動組織の設立状況） （地域協議会の設立状況）

（水田率の高い道府県ほど取組面積の割合が高い）

図Ⅰ－69 道府県の水田率と取組面積率本対策の取組状況を道府県別にみると、

農地面積の５割以上で取り組んでいるの

は兵庫、滋賀、福井、佐賀、山形県の５

県であり、水田率の高い県ほど、農地面

積に占める取組面積の割合が高い傾向に

ある（図Ⅰ－69 。）

地域としては、近畿、北陸、東北で取

組面積が農地面積の３割を超えている。

営農活動支援は、滋賀県が最も取組面

積が多く、同県の農地面積の16％で行わ

れており、本対策での取組面積全体の26

％を占めている。
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(水田率)
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傾向線

項目 組織数、面積

活動組織数
17,144

 (2,042)

取組面積
116万３千ha
 (４万６千ha)

道府県単位 県内ブロック単位 市町村単位

38協議会 32協議会 61協議会

茨城県（４） 新潟県（31）
愛知県（９） 富山県（13）
兵庫県（９） 福井県（17）
香川県（３）
長崎県（７）

（

）

農
地
面
積
に
占
め
る
取
組
面
積

資料：農林水産省調べ
注：活動組織の設立状況の（ ）内は、営農活動支援を実施する活動組織数及び対象面積（内数）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計 、農林水産省調べ」
注：水田率は、耕地面積に占める水田の割合
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（各地区で多様な主体が活動に参画）

本対策における活動組織の構成員には、農業者だけでなく、非農業者等も含まれる。農業

者は全国で延べ97万人、営農組合等は１万１千団体が活動組織の構成員となっている。非農

業者の団体としては 自治会が最も多く ９割の活動組織において構成員に含まれている 図、 、 （

Ⅰ－70 。）

図Ⅰ－70 非農業者団体を構成員とする活動組織の割合

（地域環境や生物多様性の保全への寄与が期待）

本対策では、実施地区の９割が景観形成・生活環境保全に、３割が生態系保全に、２割が

水質保全といった農村環境向上活動に取り組んでいる。

農地や農業用水等の資源は、食料の安定供給や農業の多面的機能を発揮させる基盤となる

ものである。本対策の推進を通じてこれら資源の適切な保全・管理が行われるだけでなく、

美しい景観や豊かな環境といった地域環境の保全、ひいては地球環境保全や生物多様性の保

全に貢献することが期待される。
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事例：環境に優しいまちづくりへの地域ぐるみでの取組＞＜

福井県池田町では、農業者だけでなく、地元の自治会、NPO法人等の様々な主体が
いけだちょう

参加し、450haの農地や農業用施設の保全に町全体で取り組むこととして、生ゴミ等

の地域の有機物資源の堆肥化、田んぼの生きもの調査や環境学習会の開催等、農村

環境向上活動に積極的に取り組んでいる。また、消費者や農業者、田んぼの生き物

等の自然環境すべてに配慮した「生命に優しい米づくり運動」等により化学肥料や

農薬をできるだけ使わない農産物の生産が推進されている。さらに 「農地・水・環、

境保全向上対策」の導入により、水稲の化学肥料・化学合成農薬を５割以上低減する取組は、2006年度

の約90haから、2007年度には1.8倍の約170haへと拡大した。生産された農産物は、福井市内の町直営店

舗において栽培区分に応じて３銘柄に分け、特別栽培コシヒカリ「うららの米」ブランドをはじめ、慣

行栽培の農産物より高値で販売されている。

（地図）

資料：農林水産省作成

化学肥料や化学合成農薬をできる
だけ使用しない農業を実践

技術研修会の開催育苗状況の確認

地域ぐるみで農地・水・農村環境を
保全する取組を実践

生ゴミの堆肥化生き物調査

資料：農林水産省調べ
注：17,144活動組織のうち、当該団体が１団体以上構成員に含まれている活動組織の割合。
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第Ⅱ章

食料・農業・農村の主な動向

第１節 食料自給率の向上と食料の安定供給

第２節 農業の体質強化と高付加価値化

第３節 共生・対流の促進を通じた農村の活性化

本章では、グローバル化の進展とともに大きく変化している我が国の食料･農業･農村

をめぐる情勢を踏まえ 「食料自給率の向上と食料の安定供給 「農業の体質強化と高付、 」、

加価値化 「共生・対流の促進を通じた農村の活性化」の３つに焦点を当て、その動向」、

や主要施策の取組状況等について記述する。

まず、世界の食料事情の変化を踏まえ、食料自給率の向上に向けた戦略的取組、食の

安全確保と消費者の信頼確保の取組等の重要性を明らかにする。また、農業労働力の現

状のほか、農協改革の推進状況や、農林水産物・食品の輸出促進、知的財産の創造・保

護・活用の取組、研究・技術開発の推進状況といった取組の重要性を明らかにする。さ

らに、農村や農業集落の現状を踏まえ、食品産業等異業種との連携強化、グリーン・ツ

ーリズムをはじめ、都市と農村の共生・対流を一層促進する取組の重要性を明らかにす

る。



*1 国際通貨基金（IMF 「World Economic Outlook Update January 2008」）
*2 世界貿易機関（WTO）｢WTO statistics database｣輸入額ベース
*3 国連食糧農業機関（FAO 「FAOSTAT」）
*4 FAO「Food Outlook (June 2007)」
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第１節 食料自給率の向上と食料の安定供給

（１）世界の食料事情と農産物貿易交渉

ア 世界の農産物貿易と食料需給

（世界経済の拡大とともに、農産物貿易も拡大）

、 、 、 、 、世界経済は 2007年前半は 中国 インド等での経済成長を受け 堅調な成長を遂げたが

後半は金融市場の不安定な状況を受け、緩やかな成長となった 。こうしたことから、2008*1

年の成長率は、2007年の4.9％から4.1％に低下する見通しである。

世界経済の拡大とともに世界の貿易額は増大しており、2006年は12兆3,800億ドルと10年

前の２倍となっている 。
*2

世界の農産物貿易額も、2005年には過去最高の6,700億ドルを記録し 、また、世界の食料
*3

輸入総額は、2007年には前年より５％増加して過去最高額になると予測されている 。
*4

（農産物は貿易率が低く、輸出は特定の国や地域が占有）

農産物貿易は、今後、一層拡大することが見込まれているが、農産物は基本的に生産国内

の消費に仕向けられるものであることから、鉱工業品に比べ貿易率が低い傾向にある（図Ⅱ

－１ 。また、主な農産物の輸出は、上位１～５位の国・地域で全体の７割以上を占めてお）

り、特定の国・地域に集中している（図Ⅱ－２ 。）

このため、輸出国での不作や作付けの転換等が国際市場に大きな影響を及ぼす構造となっ

ている。
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資料：米国農務省「Markets and Trade Data(December
2007)」を基に農林水産省で作成

図Ⅱ－１ 主要農産物等の貿易率(2006年) 図Ⅱ－２ 主要農産物の輸出国別割合(2006年)

資料：米国農務省「Markets and Trade Data(December
2007) 、米国エネルギー省調べ、(社)日本自動車工」
業会調べを基に農林水産省で作成

注：1) 貿易率＝輸出量／生産量×100
2) 石油は生産量、輸出量上位14か国の計。乗用

車は2005年の数値 輸出量は主要国の輸出量 台。 （
数）の計。
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*1 米国中央情報局（CIA 「World Fact Book 2007」）
*2 国連「World Population Prospects：The 2006 Revision 」
*3 FAO「World agriculture:towards 2030/2050」
*4 国際水管理研究所（IWMI 「Water for food, Water for life」）
*5 「水問題」については、2008年７月の北海道洞爺湖サミットでも「人間の安全保障」の観点から取り上げられる予定
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（穀物の在庫水準は食料危機といわれた1970年代初めと同水準）

世界の穀物の需要量は、人口の増加、所得水準の向上に伴い増加しているが、期末在庫率

は、生産量が主要穀物の連年の不作によって減少したことにより、需要量を下回る年が続い

たことから、食料危機といわれた1970年代初めの水準まで低下している（図Ⅱ－３ 。）

（食料需要の一層の増大が見込まれる一方、生産面では多くの不安定要因が存在）

現在、66億人の世界の人口は 、2050年には92億人に、このうち発展途上国の人口は79億*1

人まで増加すると予測されており 、食料需要の一層の増大が見込まれる。特に、世界の人
*2

口の４割を占める中国とインドは、今後、急速な経済成長が見込まれ、両国の食料需要の変

化が世界の食料需給に大きな影響を及ぼすと考えられる。また、所得向上による食生活の変

化に伴う畜産物・油脂類の需要増加は、飼料穀物や油糧原料の需要増加をもたらし、2050年

の世界の穀物需要は、1999～2001年の1.6倍（30億t）に増大すると予測されている 。
*3

今後、増大する食料需要に対応するため、技術革新によるさらなる単収の増加を実現する

ことが課題である。また、世界の食料生産の４割は、世界の全耕地面積の２割のかんがい耕

地で生産されていることから（2002年） 、かんがい耕地を拡大させていくことも課題の一*4

つであるが、新しいかんがい耕地の確保には、国際河川や地下水からの取水の面で制約があ

る。また、人口増加や経済発展により水の工業利用や生活利用の割合が上昇し、農業利用の

割合が低下しており、水資源の確保に国際的な関心が高まっている 。さらに、我が国が輸
*5

入農産物の多くを依存する米国や豪州をはじめとして、将来的に局地的な水不足が懸念され

る国・地域が存在している。

このほか、穀物の単収の伸び率の減少や、地球温暖化の進行に伴う異常気象が頻発するな
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図Ⅱ－３ 穀物の生産量、需要量、期末在庫率等の推移

資料：国連「World Population Prospects：The 2006 Revision 、米国農務省「Grain:World Markets」
and Trade(October 2007)」を基に農林水産省で作成

ど、生産面では多くの不安定要因が存在している。



*1 F.O.Licht調べ。世界のエタノール生産量5,132万kℓ（2006年）のうち、米国が1,985万kℓ、ブラジルが1,783万klℓ。
*2 米国農務省（USDA 「Agricultural Projections to 2016」）
*3 米国農務省「Grain:World Markets and Trade (December 2007)」 における2006年の値
*4 国際アグリバイオ事業団（ISAAA）調べ
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（バイオ燃料の需要拡大が世界の食料需給に影響を及ぼす懸念）

これらに加えて、近年、原油価格の高騰や地球温暖化対策を背景として、世界的にバイオ

燃料の需要が高まっているが、特に、とうもろこしやさとうきびを原料とするバイオエタノ

ール生産は、米国やブラジルを中心に急速に拡大しており 、食料需要との競合が大きな問
*1

題となっている。このため、バイオエタノールをはじめとするバイオ燃料の需要拡大が世界

の食料需給に影響を及ぼすことが懸念されている。

、 、例えば 米国のとうもろこしの生産に占めるバイオエタノール用の割合は増加傾向にあり

2007年には24％（32億ブッシェル（8,100万t ）で（図Ⅱ－４ 、また、2016年には生産量に） ）

占める割合が３割になると見通されている 。米国のとうもろこしは、世界の輸出量の６割*2

を占めており 、世界全体の需給に多大な影響を及ぼす可能性がある。
*3

（海外では遺伝子組換え作物の栽培面積が増加）

一方、食料需要の増大に対し、生産量を確保するため、遺伝子組換え作物の生産が増大し

ている。海外での遺伝子組換え作物の商業栽培面積は、1996年に170万haであったが、年々

増加の一途をたどり、大豆、とうもろこしを中心に、2006年には１億haを超えるまでになっ

ており、穀物では世界の作付面積の15％を占めている 。米国やカナダをはじめ、我が国の*4

、 （ ）。主な農産物の輸入先国において 高い割合で遺伝子組換え作物が栽培されている 図Ⅱ－５

非組換え作物に対する需要が高い我が国にとっては、今後、その安定的な確保が困難とな

る可能性も考えられる。
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図Ⅱ－４ 米国におけるとうもろこし
の生産量と使用状況の推移

図Ⅱ－５ 主要国における遺伝子組換え
作物の栽培状況

「 」資料：米国農務省 Feed Grains Database(December 2007)
を基に農林水産省で作成

注：数字は、生産量に占めるバイオエタノール用の割合

、国際アグリバイオ事業団、豪州農漁林資料：米国農務省
業省 資料を基に農林水産省、豪州農業資源経済局の
で作成
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*1 財務省「貿易統計」(2007年速報値）
*2 財務省「貿易統計」(2007年速報値 。アルコール飲料及びたばこを除く農産物の金額。）
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イ 我が国の農産物貿易の動向

（我が国は、世界最大の農産物純輸入国）

我が国の農産物輸入額は、円高の進展や世界的な貿易自由化の流れのなか、食生活の多様

化等を背景として増加し、2007年には過去最高の５兆5,219億円 に達し、大幅な輸入超過と
*1

なっている。また、WTO交渉等を通じ、農産物貿易の自由化を進めてきた結果、世界最大の

農産物純輸入国となっている（図Ⅱ－６ 。一方、農産物輸出は、世界的な日本食ブームや）

東アジアの経済発展等を背景として増加傾向にあり、2007年には2,221億円 となっている。
*2

（我が国の農産物輸入は特定国に依存）

我が国の農産物輸入は、米国（全輸入額の31.2％ 、EU（同13.4％ 、中国（同12.6％ 、） ） ）

豪州（同8.7％ 、カナダ（同6.1％）の上位５位の国・地域で７割以上を占めており、とう）

もろこしでは米国がほとんど、牛肉では豪州が８割を占めるなど、特定国に依存した構造と

なっている（図Ⅱ－７ 。）
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1,922億円

米国
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その他
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81.4％

輸入額
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ーランド
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図Ⅱ－６ 我が国と主な国の農産物貿易額（2005年）

図Ⅱ－７ 主な輸入品目の国別割合（2007年、金額ベース）

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

資料：FAO｢FAOSTAT｣、中国農業部「農産品進出口年度総値表」を基に農林水産省で作成
注：中国は、水産物を含む

（とうもろこし） （大豆） （小麦） （牛肉）
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（主な輸入農産物の生産に必要な作付面積は、我が国の耕地面積の2.7倍）

また、主な輸入農産物の生産に必要な農地面積は1,245万haと試算され、我が国の耕地面

積の2.7倍に相当する農地を海外に依存した形となっている（図Ⅱ－８ 。）

このため、不測の事態に備え、平素から農地や農業用水を確保しつつ、農業の担い手の育

成・確保、農業技術水準の向上等を図り、食料供給力を強化しておく必要がある。

小麦
208

とうも
ろこし
182

大豆
176

なたね、
大麦等
 279

畜産物
（飼料穀物換算）

399

田
253

畑
212

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

1,245

465

万ha

海外に依存している
作付面積（試算）
(2003～05年平均)

国内耕地面積
(2007年）

図Ⅱ－８ 主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積

「 、 、「 」、 「 、 「 、資料：農林水産省 食料需給表｣ ｢耕地及び作付面積統計｣ 日本飼養標準 財務省 貿易統計｣ FAO FAOSTAT｣
米国農務省「Year book Feed Grains 、米国国家研究会議（NRC 「NRC飼養標準」を基に農林水産省で作成」 ）

注：1) 単収は、FAO「FAOSTAT｣の2003～05年の各年の我が国の輸入先上位３か国の加重平均を使用
ただし、畜産物の粗飼料の単収は、米国農務省「Year book Feed Grains」の2003～05年の平均

2) 輸入量は、農林水産省「食料需給表｣の2003～05年度の平均
3) 単収、輸入量ともに、短期的な変動の影響を緩和するため３か年の平均を採用

*1 国土交通省「平成19年版日本の水資源」

バーチャルウォーター

農産物を輸入するということは、輸入農産物が海外で生産される際に使用されている水資源も一緒

に輸入しているともいえます。このように間接的な形で輸入している水資源を把握する方法として、

仮想水（バーチャルウォーター）という考え方があります。これは、ある国が輸入している品目を自

国で生産すると仮定した場合に必要な水資源量です。主な輸入農産物（穀物５品目、畜産物４品目）

の生産を我が国で行った場合に必要な仮想水は627億㎥（2000年）と試算されており、国内の農業用水

使用量の552億㎥（2004年） を上回っています。品目別には、牛肉１kgに20.6t、豚肉１kgに5.9t、大*1

豆１kgに2.5tの水が必要です。

一方、食事メニューごとにみると、例えば、牛丼（並）やカレーライスに必要な水の７割は輸入さ

れている計算になります。

我が国が輸入農産物の多くを依存する米国や中国等で水不足が懸念されており、世界の水資源の問

題が私たちの食生活に密接に結び付いていることにもっと目を向ける必要があります。

メニュー
仮想水 輸入仮想水

(%)

牛丼（並） 1,887 68
(10.5)

カレーライス 1,095 69
(6.1)

オレンジジュース 168 89
(0.9)

アイスクリーム 396 79
(2.2)

とうも
ろこし

23%

大豆
19%

小麦
15%

牛肉
22%

米　４%

大麦・
裸麦 ３%

牛乳及び乳製品
  ４%

主な輸入
農産物の
仮想水量
627億m3/年

豚肉 ６%

鶏肉 ４%

（ ）食事メニューごとに必要な仮想水の量 １人分

資料：東京大学生産技術研究所の沖大幹教授等のグループによる試算
注：1) 仮想水の欄（ ）内は、風呂(180ℓ）に換算した場合の杯数

2) 輸入仮想水の割合は、食材に占める輸入割合（自給率は2006年度）から算出

我が国への品目別仮想水の量（2000年）

(ℓ)

(200mℓ)
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（国民全体で食料問題の認識を共有し、食料の未来を確かなものとしていくことが必要）

将来的に、世界の食料需要が増大すると見込まれる一方、生産面では多くの不安定要因が

存在しており、世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性がある。

我が国の食料供給は、その多くを海外に依存することで成り立っているため、ひとたび穀

物需給がひっ迫し、国際価格が高騰するような事態となれば、国内の食料品価格にも直接的

な影響が及ぶなど、輸入への過度の依存には一定のリスクを伴うことを改めて認識する必要

がある。

その一方で、我が国では、男性の肥満や女性のやせにみられる食生活の乱れがあること、

世界の食料援助量の３倍に相当する年間1,900万tという膨大な量の食品が廃棄されているこ

と等、現代人のライフスタイルに関わる課題が存在する。さらに、世界では、我が国を含む

少数の先進国における「飽食」と、多数の途上国を中心とした約８億５千万人にのぼる「飢

餓」が併存しているという実態もある。

今後とも、食料の安定供給を確保していくためには、国内生産の増大を図ることを基本と

して、これと輸入、備蓄とを適切に組み合わせていく方針の下で （以下戦略会議のメッセ、

ージを簡潔に記述 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

食料の不測時の対応

凶作や輸入の途絶等の不測の要因により

食料需給がひっ迫するような場合にも、最

低限度の食料供給を確保していく必要があ

るため、農林水産省では「不測時の食料安

全保障マニュアル （2003年３月）を策定」

しています。このマニュアルにおいては、

事態の深刻度（レベル）に応じて、情報収

集・分析・提供、備蓄の活用、価格動向の

調査・監視、緊急の増産、熱量効率の高い

穀類やいも類への生産の転換、農地以外の

土地の利用等の対策を実施することとされ

ています。

、 、 、 、我が国は 食料の６割を輸入に頼っていますが 仮に 輸入が完全に途絶する事態に陥ったとき

肉類や野菜から、いも類などの熱量効率の高い作物に生産転換することで、国内生産のみで国民１

人１日当たり2,020kcalの熱量供給が可能であると試算されています 。この熱量で最低限必要な熱*1

量は確保されますが、食事内容は、現在とかけ離れたものになります。

事態の深刻度(レベル）に応じた対策の概要

2,020kcalの食事の例

不測時の食料安全保障マニュアル （2003年3月）資料：農林水産省「 ｣

資料：農林水産省「 ｣パンフット「いざという時のために」～不測時の食料安全保障について～

レベル１以降の事態に発展するおそれがある場合

・情報収集・分析・提供 ・備蓄の活用と輸入の確保
・関係者の取組の促進 ・価格動向などの調査・監視

特定の品目の供給が、平時の供給を２割以上下回ると予測される場合

・緊急の増産 ・適正な流通の確保
・標準価格の設定など価格の規制

１人１日当たり供給熱量が２千kcalを下回ると予測される場合

・生産の転換 ・農地以外の土地の利用
・割当て・配給及び物価規制 ・石油の供給の確保

ﾚﾍﾞﾙ
０

ﾚﾍﾞﾙ
１

ﾚﾍﾞﾙ
２

茶碗１杯

ぬか漬け１皿

粉吹きいも1皿

朝 食

果物
（りんご1/4個分相当）

蒸かしいも１個

昼 食

茶碗１杯
焼きいも１本

夕 食

　　　うどん２日に１杯、みそ汁２日に１杯、納豆３日に２パック、牛乳６日にコップ１杯、たまご７日に１個、食肉９日に１食

焼きいも２本

焼き魚１切

加えて、

1 2015年度における農地の見込み面積（450万ha）等を前提に、熱量効率を最大化した場合の試算（食料・農業・農*
村基本計画（2005年３月策定 ））
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食料の未来を描く戦略会議

、 、食料をめぐる世界情勢に変化の兆しがみられるなか 毎日の生活に欠くことのできない食料について

世界の状況を正確に把握したうえで、国民に対する食料の安定供給の確保を図るための方向性について

議論し、食料問題に関する認識を国民全体で共有できるようにするため、2007年７月、政府の食料・農

業・農村政策推進本部長（内閣総理大臣）が 「食料の未来を描く戦略会議 （農林水産大臣主催）を開、 」

催することを決定しました。

これにより、食料に係る生産・流通・消費の専門家のほか、学識経験者を交えた有識者が集まり、計

５回の会合が開催され、世界の食料需給の現状と見通し、食料の６割を輸入する我が国への影響につい

て、熱心な議論が行われました。2008年３月には、食料の未来を確かなものとするために関係者が取り

組むべき事項が、国民向けのメッセージ（提言）として取りまとめられ、福田総理に報告されました。

会議の取りまとめを踏まえ、追って作成
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ウ 農産物貿易交渉の動向

（WTO交渉やEPA/FTA交渉が進行）

世界経済は、これまで、ガット（関税及び貿易に関する一般協定）や1995年にガットの成

（ ） 、 。果を発展的に継承した世界貿易機関 WTO の体制のもとで 持続的に発展してきている*1

現在、21世紀の貿易ルールの構築に向け、151の加盟国・地域 が共通のルールを決めるWTO*2

交渉を行っているほか、これに加え、WTOの多角的な貿易体制を補完するものとして、特定

の国・地域間で関税撤廃等を行うEPA（経済連携協定）/FTA（自由貿易協定） に関する交*3

渉等が進められている（図Ⅱ－９ 。）

（WTO農業交渉は2000年から開始）

、 、 、 （ ）、現在 WTOドーハ・ラウンド交渉が進められており 農業 NAMA 鉱工業品等の非農産品

サービス等多岐にわたる分野で交渉が進められている。特に、農業交渉については、2001年

11月のラウンド立上げに先行する形で2000年３月から開始され、2004年７月末には交渉の大

枠を決める枠組み合意が成立した。また、2005年12月の香港閣僚会議においては、輸出補助

金を2013年までに廃止することや、後発開発途上国（LDC） に対する関税の原則自由化等が*2

決定された（図Ⅱ－10 。）

WTO体制

自由貿易協定（FTA）

経済連携協定（EPA）

○ どの国に対しても同様の条件で、関税等の
通商規則を定めることが原則（最恵国待遇）

○ 関税、国内農業補助金、輸出補助金の削
減ルール等を交渉

○ 協定締約国のみを対象として、物やサービス
の貿易自由化を行う協定

○ 実質上すべての貿易について、１０年以内の
関税撤廃

○ 協定締約国間での、物やサービスの貿易自由
化だけでなく、投資、知的財産、協力の促進等幅
広い分野を含む協定

Ｅ
Ｐ
Ａ
・Ｆ
Ｔ
Ａ
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
多
角
的
貿
易
体
制
を
補
完

図Ⅱ－10 WTO農業交渉の流れ

* [用語の解説]を参照。1、3、4
* 2007年７月現在2

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－９ 世界の農産物貿易ルールの概要

資料：農林水産省作成
注：1) 枠組みとは、関税削減率等の数字や詳細な要件等が入った具体的なルールを決める前提となる大枠

2) モダリティとは、国内補助金、関税の具体的な削減率等、各国に共通に適用されるルール
（例：重要品目数は●％、関税割当の拡大幅は国内消費量の▲％）

3) 譲許表とは、各国ごとに、個別具体的に関税率等を決定し、関税率の上限（譲許税率）を列記した表。
加盟国は、ラウンド交渉でこの譲許表について最終的に合意することを目指して交渉する。
（例：品目Ａ、品目Ｂを重要品目に指定し、品目Ａの関税率を○％削減し、関税割当を△t拡大）
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（WTO農業交渉は正念場）

、 （ ） 。その後 関税削減等の具体的方法 モダリティ の確立に向けた議論が続けられている*1

2007年７月にはファルコナー農業交渉議長がモダリティ案を提示し、同年９月以降、この

案に基づき、事務レベルでの集中的な議論が断続的に行われてきた。

、 、 。これらの議論の進展を踏まえ 同議長は 2008年２月にモダリティ案の改訂版を提示した

今後、事務レベルで、農業分野での更なる議論に加え、NAMA分野等の他の分野も含めた分野

横断的な議論を行っていくことが予想される。早ければ３月下旬以降にも閣僚級会合が行わ

れる可能性もあり、交渉は今後、モダリティの合意に向け、まさに正念場を迎えるものと考

※今後の交渉の動向により適宜修正えられている（図Ⅱ－11）

（アジアを中心にEPA/FTAを推進）

近年、WTO加盟国が増加するなかで、各国間の意見の調整に時間を要するようになり、貿

易自由化の遅れが懸念されている。このようななか、各国が特定の国・地域間で関税撤廃等

を行うEPA/FTAを貿易促進の手段として活用する動きが広がっており、その件数は140件 と*2

なっている。

我が国は WTO交渉の多角的な貿易体制を補完するものとして EPA/FTAを推進している 図、 、 （

Ⅱ－12 。特に、アジア諸国とのEPAにおいては、関税撤廃をはじめとする市場アクセスの改）

善と農林水産業協力を組み合わせて交渉に取り組んでいる。

途上国（特にブラジル、インド）
→十分な「柔軟性」が必要

EU、日本、インド
→現実的な削減、十分な「柔軟性」が必要

農業
市場アクセス
（関税削減等）

農業
国内支持

（農業補助金削減）

非農産品市場
アクセス

（鉱工業品等関税削減）

攻め

攻め

守り

守り

守り

攻め

米国以外

→高いレベルの削減には市場
アクセスでの成果が必要

→米国に更なる削減を要求

米国

先進国
→高いレベルの削減

輸出国側（米国、ブラジル、豪州）
→高い野心、少ない「柔軟性」のみ

３つの論点での
膠着状態を打開できず、

2006年７月に交渉は一旦中断。

再開後もこれらの論点を中心に
交渉が展開。

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成
注：1) 韓国とは2004年11月以降交渉が中断

2) GCC(湾岸協力理事会)加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦

図Ⅱ－11 WTO交渉の主な構図

図Ⅱ－12 我が国のEPA/FTAをめぐる状況

*1 [用語の解説]を参照。

*2 WTO通報ベースの件数（2007年194件）から、既存のFTAへの新規加入などの重複分を除いた件数
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（日ASEAN包括的経済連携協定交渉が妥結）

2007年においては、シンガポールとの間で改正された議定書が、チリとタイとの間で協定

が発効しており、また、ブルネイとインドネシアとの間で協定が署名に至った。さらに、

ASEAN全体とのEPA交渉が妥結したが、我が国の重要品目である米、麦、肉類、乳製品等は除

外等、関税撤廃・削減の対象外とする一方で、ASEAN側の関心品目について関税削減等、可

能な範囲で対応した。また、ぶどう、りんご等我が国からの輸出関心品目について、ASEAN

側の関税撤廃を実現することとなった。ASEANとのEPAは我が国初の複数国間のEPAであり、

今後、域内全体の生産ネットワークの強化が期待される。

（日豪EPA交渉が開始）

2006年12月に交渉入りに合意された日豪EPA交渉については、2007年4月に交渉が開始され

た。これまでに４回の会合が開催され、農林水産分野においては、我が国農林水産業をめぐ

る状況やその重要性について議論が行われている。交渉に当たっては、日豪両国の農業構造

には農地面積をはじめ、大きな違いがあること、また、輸入農産物の多くが我が国農業や地

域経済にとって重要な品目であることを踏まえ 「守るべきもの」はしっかり「守る」との、

方針の下、政府一体となって取り組むこととされている。

（WTO農業交渉、EPA/FTA交渉への戦略的取組）

WTO農業交渉やEPA/FTA交渉に戦略的に取り組むに当たっては、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。また同時に、農業の体質強化により国際競争力の

強化を図ることが重要である（図Ⅱ－13 。）

WTO農業交渉については、我が国は 「多様な農業の共存」を基本理念とし 「攻めるとこ、 、

ろは攻める、守るところは守る」という姿勢で、農業の多面的機能、食料安全保障の確保等

が十分に配慮され、柔軟性があり、輸入国と輸出国のバランスのとれた貿易ルールの確立と

開発途上国への貢献を目指している。

また、EPA/FTA交渉に当たっては、WTOを中心とする多国間貿易体制を補完する貿易促進の

手段として推進し、農林水産分野においても、WTO交渉方針との整合性をとり 「守るべきも、

の」はしっかり「守る」との方針のもと、相手国における知的財産権の保護や食の安全確保

等の幅広い分野を含む総合的なEPAの実現を目指している。

図Ⅱ－13 WTO農業交渉、EPA交渉への戦略的取組

資料：農林水産省作成
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・ 徹底した協議を通じて、相手国の実情を踏まえた双方の利
益が最大となるEPAを実現
（きめ細かな市場アクセスの改善、協力との組み合わせ等）

・ 「攻めの農政」の柱として、農産物・食品の輸出促進、食品

産業の海外進出などを推進

・ 国内農業への影響を十分踏まえ、「守るべきもの」は「守る」
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（２）食料自給率の向上と安全な食料の安定供給

ア 食料自給率の向上と日本型食生活の実現に向けた取組

（食料自給率は国内の食料消費が国内生産でどの程度賄えているかを示す指標）

食料自給率とは、国内の食料消費が国内生産でどの程度賄えているかを示す指標であり、

食料の安定供給という観点から一般的に供給熱量ベースの食料自給率が用いられている。た

だし、野菜や果実は比較的低カロリーであり、また、畜産物は輸入飼料により生産された熱

量を国産供給熱量に算入しないこととされているため、供給熱量ベースでは自給率が低く算

出される。このようなことから、国内生産動向を適切に捉える指標として生産額ベースの自

給率も有用である。また、品目ごとに重量ベースで表す品目別自給率も算出されている（図

Ⅱ－14、Ⅱ－15 。）

（2006年度は９年ぶりに自給率が低下）

我が国の食料自給率は、長期的に低下傾向で推移している。供給熱量ベースでは1965年度

の73％から33年後の1998年度には40％まで低下し 以後８年連続で横ばいで推移していた 図、 （

Ⅱ－16 。しかし、2006年度には主に天候不順の影響等による砂糖類、いも類・でんぷん、）

みかんをはじめとした農産物の生産量の減少や、米の消費量の減少から、１ポイント減少

し、39％となった。

総合食料自給率

供給熱量ベース
の食料自給率

生産額ベース
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図Ⅱ－14 食料自給率の計算方法 （ ）図Ⅱ－15 品目別自給率の例 2006年度

資料：農林水産省作成 資料：農林水産省「食料需給表」を基に農林水
産省で作成

注：概算値である。

図Ⅱ－16 我が国の食料自給率の推移

資料：農林水産省「食料需給表」



*1 中国、インド、米国、インドネシア、ブラジル、パキスタン、ロシア、バングラディシュ、日本、ナイ
ジェリア、メキシコの11か国である。
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（我が国の食料自給率は主要先進国のなかで最低水準）

主要先進国のなかでみると、我が国の食料自給率（供給熱量ベース）は 低の水準にある

（図Ⅱ－17 。穀物自給率（重量ベース）も、世界175の国・地域の125番目であり、人口が）

１億人以上の国 のなかでは 下位となっている（2003年 。
*1
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英国では、我が国とは逆に、食料自給率（供給熱量ベース）が40年間で27ポイント向上しています。

この要因としては、生産面では、①平坦地が多いことから、効率的な農業生産が可能だったこと、②

フランスやドイツといった他のEC諸国より競争力が高かったこと、③EC加盟により農産物価格支持と国

境措置による手厚い保護を受けることとなったこと、④我が国には冬期間や梅雨等の生育条件上の制約

があるのに対して英国ではそうした制約がなく、また、品種改良等により主要穀物である小麦の単収が

大きく向上したこと等があげられます。

消費面では、我が国と異なり、小麦、畜産物を中心とした食生活が大きく変化しなかったことがあげ

られます。
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資料：FAO「FAOSTAT 、農林水産省「耕地及び作付面積統計 「作物統計」」 」、

図Ⅱ－17 我が国及び諸外国の食料自給率（供給熱量ベース）の推移

資料：農林水産省「食料需給表 、FAO「Food Balance Sheets」を基に農林水産省で作成」
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（食生活の変化が食料自給率の長期的な低下に影響）

食料自給率（供給熱量ベース）の長期的な低下は、国内で自給可能な米の消費量が減少す

る一方、国内生産では供給困難なとうもろこしといった飼料穀物の必要な畜産物や、油糧原

料（大豆、なたね）を使用する油脂類の消費が増加するなど、食生活が大きく変化したこと

が主に影響している。

国民１人１日当たりの供給熱量を1965年度と41年後の2006年度で比較すると、供給熱量

は2,459kcalから2,548kcalとわずかに増加したなかで、米の割合が大きく低下する一方、畜

産物や、油脂類の割合が上昇している（図Ⅱ－18 。）

資料：農林水産省「食料需給表」
注： ］内は国産熱量の数値である。［
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*1 ［用語の解説］を参照
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（米の消費量は半減、畜産物や油脂類の消費量は大きく増加）

これを品目別の食料消費量の変化でみると、米の消費量は1962年度のピーク時から2006年

度には半減している。その一方で、畜産物と油脂類の消費量が大きく増加し、1960年度に比

べて、それぞれ4.3倍、3.4倍にまで増加している（図Ⅱ－19 。）

また、食の外部化が進展するなかで、外食・中食 や食品加工業等の実需者における加工*1

・業務用需要の高まりに、国内生産が十分に対応できていなかったことも、食料自給率の低

下に影響していると考えられる（図Ⅱ－20 。）
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図Ⅱ－20 食の外部化率の推移

資料： 財）外食産業総合調査研究センター調べ（
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食の外部化率＝

(家計の食料・飲料・たばこ支出

－たばこ販売額)＋外食産業市場規模

過去30年の食料の消費形態と国民生活の変化

1975年以降の30年間の食料の消費形態の変化を、総

務省「家計調査」でみると、食料全体（調理食品や外

食を含む ）の支出が伸び悩むなか、調理食品や外食へ。

の支出が大幅に増大していることがわかります。この

うち、外食への支出は、近年、横ばいないし減少傾向

となっている一方、調理食品への支出は近年も緩やか

に増加しています。

また、同じ期間には、国民の１日の時間配分も変化

してきました。仕事や家事に従事する時間が減少し、

レジャー・教養といった自由時間が増加しています。

また、共働き世帯や単身世帯の増加といった世帯構造

の変化もみられました。

今後、少子高齢化の進展に伴う国民生活の変化が予

想されますが、それが食料の消費形態にどのように影

響するのか、大いに注目されます。

食料関係支出の推移（1975年＝100）

資料：総務省「家計調査」
、 、 、 、注：調理食品には 弁当 おにぎり 調理パン

そう菜のほか、冷凍調理食品（冷凍コロッケ
等 、レトルト食品等が含まれる。）
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資料：農林水産省「食料需給表」
注：1) 国民１人１年当たりの消費量は、国民１人１年当

たりの供給純食料とした。
2) グラフ中の数値は、米、畜産物、油脂類の1960年
度、1985年度、2006年度の数値である。

図Ⅱ－19 国民１人１年当たりの品目別
消費量の推移
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（食の外部化の進展とともに食料品等の輸入が増加）

1985年ごろからの食の外部化の進展に伴い、安価で、品質が均一であり、年間をとおして

安定した供給がなされるものを確保したいという加工・業務用需要が高まった。また、日本

の購買力が大きく向上したことに加え、円高の進行により輸入産品が国内産品に対して価格

面で有利になったことも影響し、1985年ごろから果実、肉類、牛乳・乳製品、野菜の輸入率

が上昇した（図Ⅱ－21 。例えば、野菜の生産・需要動向をみると、1985年ごろから国内生）

産量と国内消費仕向量の間のかい離が拡大する状況がみられ、国内産地が加工・業務用需要

に十分に対応できていなかったことがうかがわれる（図Ⅱ－22 。）

また、生鮮食料品以外にも多くの加工食品が我が国に輸入されており、これらを含めた食

料品等 の輸入額は2005年には５兆５千億円と、国内の農業・漁業生産額 の半分に相当す*2 *1

る額が輸入されるまでになっている（図Ⅱ－23 。）
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0
＝

国内消費仕向量

国内生産量

(概算)

図Ⅱ－21 主な食料の品目別輸入率の推移

図Ⅱ－22 野菜の国内生産量と
国内消費仕向量

資料：農林水産省「食料需給表」を基に農林水産省で作成
注：1) 輸入率＝輸入量/（国内生産量＋輸入量）×100

2) 輸入量については、生鮮換算等された数値である。

資料：農林水産省「食料需給表」
資料：(独)日本貿易振興機構が財務省「貿易統計」を編

集・加工した資料を基に農林水産省で作成

*1 農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算（速報 」によると、2005年の農・漁業分野の国内生産額は）
11兆5,200億円である。

*2 食料品等には、肉類、魚介類、野菜・果実類、穀物、加工穀物、コーヒー、茶、香辛料、加工食品類、
その他の動植物生産品（生きている動物、乳製品、卵、はちみつ、非食用くず肉、各種かす類、飼料）が
含まれる。

図Ⅱ－23 食料品等の輸入額と
うち加工食品類の割合

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1990年 92 94 96 98 2000 02 04 06

0

5

10

15

20

25

30

35

40食料品等の輸入額に占める

加工食品類輸入額の割合（右目盛）

兆円 ％

加工食品類以外

加工食品類

0

5

10

15

20

25

30

35

1965年 70 75 80 85 90 95 2000 06

0

10

20

30

40

50

60

70

1965年 70 75 80 85 90 95 2000 06

果実

肉類

牛乳・乳製品

野菜

米

％％

(概算) (概算)



- 89 -

（海外現地法人からの輸入が増加）

一方、農産物輸入が増加した1985年ごろから食品産業、農林水産業での海外直接投資が増

加している(図Ⅱ－24)。海外現地法人は現地や第三国での販売に加え、我が国向けの輸出も

行っており、開発輸入品として我が国に輸出される食料品が増加している（図Ⅱ－25 。）

（飼料自給率の低下が畜産物の自給率低下にも影響）

食生活の変化に伴う畜産物の需要拡大により、畜産物の国内生産も大幅に増加したが、え

さとなる濃厚飼料の需要も大幅に増加した。しかし、国土条件の制約等からその多くを輸入

、 （ ）、に依存したため 特に1965年からの10年間で飼料自給率は大きく低下しており 図Ⅱ－26

同時期の畜産物の自給率（供給熱量ベース）の低下にも影響している 。これは、輸入飼料*1

により生産された畜産物は自給していると言えないため、畜産物自体は国内産であっても計

算上、国産熱量には算入しないことになっているためである。

また、粗飼料についても、粗飼料の自給による経営コストの引き下げよりも飼養規模拡大

により粗収益の増大を図る方が経営上有利であったこと等から、利便性が高く労働力負担の

軽減にもつながる輸入粗飼料が利用される傾向にあったものと考えられる。
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図Ⅱ－25 海外現地法人の日本向け輸出
の推移

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」
注：食料品とは食料品製造業、飲料製造業、たば
こ製造業、飼料・有機質肥料製造業である。

資料：農林水産省「食料需給表」
注：1984年度までの輸入はすべて濃厚飼料とみなしているため、便宜上、粗飼料自給率
を100％とした。

図Ⅱ－26 飼料自給率の推移

（ ） （ ） 。 、*1 1965年からの10年間で肉類 鯨肉除く の自給率 重量ベース は90％から77％に低下した なお
1985年からの10年間では、主に畜産物の輸入増加の影響を受けて81％から57％に低下した。

図Ⅱ－24 我が国の海外直接投資の推移
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資料：(独)日本貿易振興機構が財務省「対外及び対内
直接投資状況 、財務総合政策研究所「財政金融」
統計月報 、日本銀行「外国為替相場」から作成」
した資料を基に農林水産省で作成

注：食品産業は製造業のうち食糧の数値、農林水産
業は農・林業と漁・水産業の合計値である。
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（食料自給率は短期的には横ばい傾向）

我が国の食料自給率 供給熱量ベース は 長期的に低下してきたなかで 1998年度から2005（ ） 、 、

年度までの８年間は横ばいで推移した。横ばいの要因としては、国産熱量の多くの部分を占

、 、 、める米の供給熱量が減少傾向であったものの その減少幅が縮小傾向にあったことや 小麦

大豆をはじめとする品目の生産が増加したこと等により、米以外の品目からの供給熱量が横

ばいから増加傾向で推移したため、国産供給熱量の減少が緩やかであったことが考えられる

（図Ⅱ－27 。）

（低い食料自給率に対し国民は不安感）

我が国の食料の供給についての世論調査によると、我が国の現在の食料自給率水準につい

ては７割が低いと認識している 。また、将来の食料供給に対しても８割が不安と認識して*1

おり、８割が現状より高い食料自給率が望ましいと回答している。

図Ⅱ－27 国民１人１日当たり国産供給熱量と食料自給率の関係

資料：農林水産省「食料需給表」

*1 内閣府「食料の供給に関する特別世論調査 （2006年12月公表）」
*2 農林水産省「食生活とライフスタイルの定性調査 （2007年４月公表、速報 。首都圏に居住する15～79歳」 ）

までの40名を、男女別に10に分類し、各階層２名を対象として実施。
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○米消費量の減少推移

食料自給率を意識した食事を実践

都市住民（40名）に、食料自給率（供給熱量ベース）の高い食事をとることを意識した食生活を１週

間実践してもらいました 。*2

その結果、食料自給率は多くの参加者において、自分で予想した食料自給率に比べ低い値でした。例

えば、ある男性が１日の食事（朝：パン、みかん、昼：ラーメン、夜：パスタ、ポトフ）の食料自給率

を80％と予想したところ、実際の自給率は15％でした。また、米や野菜を多く取り入れた食事や、自宅

で調理した食事をとる回数が多いほど、１日の食事全体の食料自給率が高い傾向がみられました。

管理栄養士からは、３食食べることの大切さや、揚げ物と炒め

物を同じ日に食べることで脂質摂取量が多くなっていることなど

が指摘されました。

参加者からは 「自給率という事を初めて意識した」といった感、

想や 「自給率の高い食事にはお金や（調理に）時間がかかる」と、

いった自給率を意識した食生活の難しさを指摘する声もありまし

た。一方で 「手作りの方がおいしいし、健康にもいいし、自給率、

も高い 「産地の確認や表示にまで関心をもてるようになった」」、

といった自分の食生活等の変化を感じた参加者もみられました。

食料自給率の高い(75％)食事
（ご飯、豚汁、鮭の味噌漬け、煮物、
納豆、佃煮 ）、
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（2015年度の供給熱量ベース自給率の目標は45％）

食料自給率は国内の農業生産の状況だけでなく、食料消費のあり方にも左右される。この

ため、食料・農業・農村基本計画において、食料消費と農業生産の両面にわたる国民参加型

、 、の指針として 食料として国民に供給される熱量の５割以上を国産で賄うことを目指しつつ

当面の実現性を考慮して、2015年の食料自給率目標として供給熱量ベースで45％、生産額ベ

ースで76％とする目標が設定され、関係者が一体となった取組が推進されている。

（生産・消費の両面から集中重点事項を着実に推進）

特に、2006年度の食料自給率（供給熱量ベース）は39％と９年ぶりに低下したことから、

今後、食料自給率の向上につながるよう、すべての関係者が一致団結し、成果を意識した戦

略的な取組を強化することとされている。

具体的には、食料自給率の向上に向けて、食料自給率に大きく影響すると考えられる米、

飼料作物、油脂類、野菜の４つの重点品目に着目し、集中的に実施すべき追加的な取組とし

て、①自給率に関する戦略的広報の実施、②食育の推進、③米の消費拡大、④油脂類の過剰

摂取の抑制等、⑤飼料自給率の向上、⑥野菜の生産拡大の６つを集中重点事項と位置付け、

生産・消費の両面から国民運動として取組を強化するとされている（図Ⅱ－28 。）

（食料自給率に関する戦略的広報を実施）

このうち、食料自給率に関する戦略的広報については、世界の食料事情や我が国の食料の

約６割を海外に依存している状況等を国民に広く知らせるとともに、国民の食料自給率向上

への関心が高まるような情報を発信していくことが重要である。

このため、専門家のノウハウを活用しつつ、訴求対象等を明確化した上で多様なメディア

を効果的に組み合わせた広報（メディアミックス）の手法を活用するなど、戦略的な広報を

行うこととされている。

食料自給率に関する
戦略的広報の推進

○国民の食料自給率向上への関心が高まるよう、メディアミッ
クス（多様なメディアを効果的に組み合わせた広報）の手法を
活用するなどの戦略的な広報活動を実施※

食育の推進 ○食事バランスガイドと教育ファームの展開による食育の一層
の推進

米の消費拡大

油脂類の過剰摂取
の抑制等

飼料自給率の向上

野菜の生産拡大

○米の消費拡大が期待される「朝ごはんビジネス」の支援等
（関連業界等と連携）

○油脂類の使用を大きく節約できる業務用フライヤーの普及に向
けた食品産業界への働きかけの実施

○緑肥作物の飼料への転換、耕作放棄地や水田裏作における飼
料作物作付けの普及・促進※
○リサイクル・ループの活用等によるエコフィードの増産※

○加工・業務用のモデル産地形成を促進、新たな品目の追加等に
よる対応の強化※
○加工・業務用野菜の需要に取り組む産地の共同利用施設の整備
等を強化

図Ⅱ－28 食料自給率向上に向けた戦略的取組の強化

資料：農林水産省作成
注：※は2008年度予算要求における新規・拡充要求中のものである。



- 92 -

（米の消費拡大や油脂類の過剰摂取の抑制等につながる取組を実施）

1980年ごろの我が国は、米を中心に栄養バランスに優れた「日本型食生活」が実現してお

り、このころの食料自給率（供給熱量ベース）は、52～54％と現在より高くなっていた。こ

のころと比較すると、現在は脂質の熱量比率が上昇し、炭水化物の比率が減少している（図

Ⅱ－29 。）

このようなことから、米の消費拡大、油脂類の過剰摂取の抑制等につなげるための取組が

行われている。具体的には、朝食欠食率の高い若年層を主な対象に、量販店、食品製造業者

等と連携し、テレビCMやWEB等を活用した「めざましごはんキャンペーン」等の広告活動が

実施されている。また、米飯学校給食の週３回の早期実現に向けた働きかけの強化、米粉パ

ン、米粉麺等の米加工品の普及・啓発に向けた取組、油脂類の使用を節約できる業務用フラ

、 。イヤーの普及のほか 食育の一環として日本型食生活の実践の促進等の取組も行われている

（国産飼料の生産拡大を促進）

飼料自給率の向上については、飼料原料を輸入に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜

産への転換が重要である。特に、近年では、バイオ燃料需要の高まり等を背景とした穀物・

大豆の国際的な価格の上昇等から配合飼料価格が上昇しており、このような点からも飼料自

給率の向上が重要である。このため、とうもろこし等高栄養な飼料作物の作付拡大や、耕畜

連携による稲発酵粗飼料の作付け拡大、多様な土地を利用した放牧の推進といった国産飼料

の生産拡大に向けた取組をはじめ、食品残さの飼料化（エコフィード）や飼料米の活用の推

進が行われている。

（モデル産地形成等により野菜の生産を拡大）

野菜の生産拡大については、加工・業務用需要に対応した新たなモデル産地の形成を促進

するとともに、加工・業務用野菜の生産に取り組む産地の共同利用施設の整備をはじめ、生

産拡大に取り組む産地への重点的支援が図られている。

また、食品産業と産地との連携強化を図ることが重要であり、そのため、例えば「加工・

業務用産地と実需者との交流会」を開催するなど、食品産業事業者と生産者とのマッチング

が図られている。さらに、実需者と生産者とをコーディネートしていく人材を育成するため

の研修も開催されている。
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0

　80

1965年度
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資料：農林水産省「食料需給表」

図Ⅱ－29 供給熱量のPFC熱量比率（1980年度＝100）
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我が国に持ち込まれる「窒素」と食料自給率

我が国は多くの食料や飼料を海外から輸入しており、農産物貿易は大幅な輸入超過となっています。

そのため、輸入農産物により我が国に持ち込まれる窒素の量は増加しており、2003年には117万ｔ-N

と1975年の1.8倍となっています。

一方、我が国では環境への意識の高まり等から化学肥料

の投入量は減少傾向にありますが、我が国の環境中に供給

される窒素のうち、輸入農産物によるものの占める割合は

増加しており、2003年には５割を超えるまでになっていま

す。

土壌や地下水・河川中の窒素が過剰になると、人や家畜

の健康に悪影響を与えるとともに、河川等の富栄養化や温

室効果ガスの発生により環境に悪影響を与えます。このた

め、地下水や水道水について環境基準値、水質基準値が設

定され、水質の維持・改善が図られているほか、温室効果

ガスの発生抑制に向けた取組が進められています。

国内の農業生産の振興・拡大を通じて食料自給率の向上

を図ることは、海外からの窒素の持ち込みを減少させ環境

負荷の低減にもつながることから、このような面からも食

料自給率の向上の取組が重要です。

溶脱
地下水

飼料
農業を巡る窒素サイクル

農業における窒素と環境の関わり

資料：(独)農業環境技術研究所作成

＜事例：飼料自給率の向上に向けた取組＞

(1)農家によるTMRセンターの取組

北海道中標津町のTMRセンターは、会員の牧草地を一括管理して農地の有
なかしべつちょう

効利用を図るとともに、サイレージの一元化による良質粗飼料の確保、良質

飼料の給与による牛群成績の向上等を目的として、地域の２つの機械利用組

合が母体になり、2006年に設立された。

TMRセンターの設立により、個々の農家のほ場の管理作業や飼料の混合作

業が省力化され 労働時間の短縮や １頭当たりの乳量の増加 平均で年間500、 、 （

kg増加）とともに、生産資材の共同購入による生産コストの大幅な削減とい

った効果が得られている。

近年、輸入飼料価格が高騰しているなか、購入量を減らすために青刈りと

うもろこしの作付拡大にも取り組んでいるほか、サイレージの利用率向上に

よる余剰分をTMRとして、希望者に対する販売も行うなどの取組も行ってい

る。

TMR：total mixed ration（完全混合飼料。必要とされる飼料成分が均

一に配合された混合飼料）

(2)稲発酵粗飼料の生産の取組

福井県福井市の農業法人は、転作作物として生産した稲発酵粗飼料を市内

の畜産農家に供給している。

３年前に市内の畜産農家と稲発酵粗飼料の生産について協議を始め、2006年

４haで生産を開始したが、近年の飼料価格の高騰を背景に2007年度は20haに

拡大した。稲の栽培技術や機械をそのまま利用できるうえ、助成金を含める

と麦、大豆といった転作作物より収益性が高く、主食用米と同程度の収益性

を実現している。ユーザーである地元の畜産農家からも、牛のし好性が良く

、 。乳量も増加したとの高い評価を得ており 飼料自給率の向上に寄与している

現在は主食用品種を活用し生産しているが、2008年度からは飼料用稲品種を

導入する予定であり、さらなる収益性の向上を図ることとしている。

地 図

地 図

特注のTMR配送トラック

収穫作業の様子
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イ 食育の推進

（朝食をとらない国民は１割）

我が国では、ライフスタイルの変化や、単身世帯の増加をはじめとする世帯構造の変化等

により、食の簡便化志向や外部化が進展し、食生活が多様化している。このようななか、食

事の偏りや不規則な摂取時間、食の大切さに対する意識の薄れ等、健全な食生活が失われつ

つある。例えば、国民全体の朝食の欠食率は１割で、20歳代の単身世帯では５割となってい

（ ）。 、 、 。る 図Ⅱ－30 また 20～40歳代の６割の人が 現在の食習慣を改善したいと思っている*1

（保護者にふえる朝食の欠食）

他方、子どもの朝食の欠食は増加傾向に歯止めがみられるが、逆にその保護者の欠食は増

加傾向にある（図Ⅱ－31 。また、食生活の基本となる家庭において、家族とともに朝食を）

とる児童生徒の割合は、小学生で４割、中学生で２割に過ぎず（図Ⅱ－32 、一人で食事を）

とる孤食がみられるなど、食を通じた家族とのコミュニケーションの不足が懸念される。

家庭においては、子どもの発達段階に応じた食に関する基本の理解、知識と選択力の習得

等が期待されるほか、保護者自らも食についての意識を高め、子どもとともに健全な食生活

の実践に努めることが重要である。

総数
男性

女性

単身世帯

0

10

20

30

40

50

総数 1～6歳 7～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上

％

図Ⅱ－32 平日の朝食を家族と一緒
に食べる小学生の割合

2

4

6

1995年 2000 05

％

小学生(5年生)

小学生の保護者

中学生の保護者

中学生(2年生)

0
＝

(

欠
食
率

)

資料： (独)日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等
実態調査」(2007年３月公表）

注：1) 児童・生徒12,648人、保護者12,618人を対象として
実施（回収率は、それぞれ96.3%、94.2%）

2) ここでいう｢欠食｣とは、①必ず毎日食べる、②１週
間に２～３日食べないことがある、③４～５日食べな
いことがある④ほとんど食べない、のうち④を選んだ
場合

資料：文部科学省「平成19年度全国学力・学習状
況調査」

注：小学校第６学年、中学校第３学年の約225万
人の児童生徒を対象として実施（2007年４月
調査）

21.6%

18.9%

41.6%

17.8%
している

どちらかと
いえば、
している

あまりして
いない

全くしてい
ない

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成
注：ここでいう｢欠食｣とは、①何も食べない、②菓子、果物、乳製品、し好飲料等の食品のみ、③錠剤・カプセル
・顆粒状のビタミン・ミネラル、栄養ドリンク剤のみのいずれかに該当した場合

図Ⅱ－30 年齢別及び単身世帯の朝食の欠食率（2005年）

図Ⅱ－31 児童・生徒とその保護者
の朝食の欠食状況

厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）*1
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（朝食は学力と生活習慣の向上にとって重要）

朝食の欠食は、１回の食事の摂取量の増加や過食につながる可能性もあり、生活習慣病の

発症を助長すること、午前中のエネルギー供給が不十分となり、体調が不十分となること等

の問題点が指摘されている。毎日朝食をとる子どもは、学力調査の正答率が高い傾向が見ら

れ（図Ⅱ－33 、また、持久力が高いという調査結果もある 。朝食の欠食といった生活習） *1

慣の乱れが、学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されている。朝食の摂取

は、生活習慣の向上に資するものでもあり、食に対する考え方を形成する途上にある子ども

のころから朝食をとる習慣づけをしていくことが必要である。

（食習慣の改善意識に高まり）

近年、食生活の乱れや運動不足等による生活習慣病が増加しており、メタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群） が問題視されている。男性は肥満者の割合が20年前（1985年）*2

と比べて増加しており、女性は20～30歳代２割が低体重（やせ）となっている 。*3

食生活においては、脂肪からのエネルギー摂取割合が３割以上の者が２割を超えている一

方で、野菜や果物の摂取量はどの年齢層でも摂取目標量を下回り、特に若年層での不足が顕

著である（図Ⅱ－34 。）

このようななか、食習慣を改善したいという国民は５割程度で、その半数が「食品を選ん

だり、食事のバランスを整えるのに困らない知識や技術」を身につけたいと考えている 。
*4
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図Ⅱ－33 小学生の朝食の摂取と正答率

図Ⅱ－34 野菜類及び果物類の摂取量（2005年）

資料：文部科学省「平成19年度全国学力・学習状況調査」
注：1) 図Ⅱ－32の注釈参照

2) 国語（算数）Ａは、身につけておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活において不
可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能など（主として「知識」に関する問題）
を中心として出題
3) 国語(算数)Ｂは、基礎的な言語活動や言語事項に関する知識・技能（数量や図形についての基礎的・基本的な
知識・技能）を活用することができるかどうかをみる問題

*1 文部科学省「体力・運動能力調査」（2005年）
*2 ［用語の解説］を参照。
*3、4 厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成
注：1) 野菜の目標値は、厚生労働省が策定した「健康日本21」(2000年)において2010年度目途に設定された値

2) 果物の目標値は、果物の食生活推進全国協議会が策定した「毎日くだもの200グラム運動指針」において、
１人１日当たり「可食部で200ｇ以上」とされている
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（食育の実践度は増加傾向）

食育は、国民一人ひとりが自らの「食」について考える習慣を身につけ、健全な食生活が

実現できるよう、国民運動として推進することが必要である。食育の実践度は増加傾向にあ

り、性別年齢別には、男性より女性の方が、また高い年齢層ほど高い割合で実践する傾向が

ある（図Ⅱ－35 。）

（ 食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の実践を促進）「

食育の推進にあたっては 「食生活指針 （2000年策定）をより具体的な行動に結び付ける、 」

ものとして、１日に「何を 「どれだけ」食べたら良いかをイラストで示した「食事バラン」

スガイド 」の普及・啓発が進められている。例えば、テレビCMの放映や、都市部でのキャ*1

ンペーンの開催等、より多くの人の食生活で「食事バランスガイド」を活用した「日本型食

生活」が実践されるよう積極的なPRが行われている。このようななか 「食事バランスガイ、

ド」を認知している人、参考にしている人の割合は増加傾向にある（図Ⅱ－36 。）

（食品関連事業者も普及活動を実施）

「食事バランスガイド」は認知されるだけでなく、広く実践されることが重要である。

近では、食品関連事業者による商品開発や、顧客に向けた食育の情報発信のなかで 「食事、

バランスガイド」を活用する例が増加している。具体的には、店頭でのポスターの掲示やリ

ーフレットの設置だけにとどまらず、スーパーマーケット、コンビニエンスストアで販売す

る弁当・総菜や、外食店のメニューに「食事バランスガイド」が表示・活用されている。こ

のような取組は、各企業において、CSR（企業の社会的責任） 活動や販売戦略の一環等、様*2

図Ⅱ－36 食事バランスガイドの認知度及び参考度

図Ⅱ－35 食育の実践度
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資料：内閣府「食育に関する意識調査」(2007年５月公表）
注：全国20歳以上の男女3,000人を対象として実施（回収率61.0％）
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　食事バランスガイドを内容を含め知っている

《参考にしている》

知っている

《参考にしていない等》

名前程度なら聞いたことがある
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資料：(財)食生活情報サービスセンター「平成17年度食行動等実態調査」(2006年１月調査 、(社)農山漁村文化協会「平）
成18年度｢食事バランスガイド｣等の普及状況調査郵送モニター調査編」(2007年２月調査）を基に農林水産省で作成

注：1) 2005年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,100人を対象として実施（回収
率87.3％）
2) 06年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,500人を対象として実施（回収率
91.8％）

[用語の解説]を参照。*1、2

々な位置付けで行われている。



*1 農林水産省「食事バランスガイド実践週間」結果概要（2007年６月）
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（栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践が重要）

「食事バランスガイド」を使った調査では、欠食がない人や、１日に米を食べる回数が多

、 。い人の方が バランスの良い食事をとっている人が多い傾向にあるという結果が出ている
*1

このため 「食事バランスガイド」を効果的に活用し、米を中心として水産物、畜産物、野、

菜等の多様な副食等から構成される「日本型食生活」の実践を推進することが、健全な食生

活を実現する上で重要である。一方、日本型食生活の実践の促進は、ひいては脂質の過剰な

摂取の抑制や米の消費の拡大を通して、食料自給率の向上につながることが期待される。

事例：食育推進に向けた取組＞＜

（1 「食事バランスガイド」を活用した弁当の開発）
「食事バランスガイド」を認知から実践に

つなげる取組として、 近では、コンビニエ
ンスストアや中食、駅弁の店舗等で「食事バ
ランスガイド」を活用したバランスのよいお
弁当が開発されている。
例えば、駅弁では 「食事バランスガイド」、

のコマの形をした弁当箱に、コマのイラスト
と同じように、上から順に十分な摂取が望ま
れる主食、副菜、主菜等、５つの区分の料理
を盛り付けた商品が販売されている。通常あ
まり使用されない乳製品や果物も入り、食事
のバランスが視覚的にも意識しやすいものと
なっている。バランスや健康に配慮した結果、この弁当は主菜が多くな
りがちな駅弁の中にあって、ご飯が多めで、主菜・副菜等もバランス良

。 、「 」く入っているのが特徴となっている さらに 食事バランスガイド
を解説したお品書きも付いており、購入した人が、食生活を見直すきっ
かけづくりにも一役かっている。この弁当はメインターゲットのビジネ
スマンだけでなく、女性層など幅広い層に購入されている。
また、健康志向の女性や中高年を対象とし 「見た目は可愛く、すべ、

てをおいしく食べきることができる」コンビニ弁当を大学と共同開発し
たり、食育に関心の薄いサラリーマンを対象として、おつまみになるお
かずを取り入れた弁当を開発したりするなどの取組が行われている。

（2）地元スーパーから伝える食育
北陸地方を中心に29のスーパーマーケットが加盟する協同組合では 「消費者に毎、

日の食料品の販売だけでなく、より質の高い食生活の提案を行い、食について相談
できるスーパーとなり、消費者の信頼を得ることが重要である」との考えのもと、
食育に関する取組を始めた。

この背景には、大手スーパーの進出により、地元の小規模スーパーでの買い物客
が減少したため、消費者とのつながりを深めることで地元のスーパー
の利用客を回復したいとのねらいがあった。

そこで、各スーパーの社員を対象に食育に関する資格の取得を奨励
し、認定を受けた社員を各スーパーに配置した。

毎月19日の「食育の日」には 「食育まつり」を加盟店の持ち回りで、
開催し、セミナーや展示会、食事相談会、試食コーナー等、消費者が
参加しやすい取組を行っている。また、消費者の関心が高いメタボリ
ックシンドローム、共働き家庭の献立といったテーマを取り上げるこ
とで、食生活について考えてもらう絶好の機会となっている。

今後は、食育に関する資格を取得する社員の育成を強化し、毎月一
つの加盟店で行っている「食育の日」のイベントを、すべての加盟店で行えるようにすることや、農薬
や化学肥料の使用量を削減した野菜を生産者や関係機関と協力して販売することを目指している。

店内の様子

地図

特製お品書き付きの弁当

コンビニ弁当



*1 [用語の解説]を参照。
*2 表Ⅱ－１の注釈参照。
*3 「教育ファーム推進のための方策について （ 終報告書 （2007年11月）」 ）
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（ 教育ファーム」の取組が有効）「

食育の推進に当たっては、農林水産業に関する様々な体験活動等を通じて、国民一人ひと

りが食の大切さを実感し、食に関する感謝の念と理解を深めることが重要である。こうした

観点から、農林漁業者とふれあいながら、できるだけ多くの生産プロセスの体験の機会を提

供する「教育ファーム 」の取組が推進されている。
*1

（ 教育ファーム」の取組の推進に当たっては関係者間の連携が重要）「

「教育ファーム」の取組の効果を発揮し、地域に

根付かせ発展させていくためには、関係機関、関係

者で取組のねらいを共有化するとともに、それぞれ

の役割を発揮しつつ、連携していくことが重要であ

る。また、市町村、学校、農林漁業者等をはじめと

する地域の様々な関係者の連携を進めていくなか

で、そのネットワーク化を図る組織が立ち上がり、

地域における「教育ファーム推進計画」の策定につ

ながることが期待される。

、 「 」 、 、福島県喜多方市では 2007年度から農業教育特区として小学校に 農業科 を設け 学校
き た か た し

保護者、地域等の関係者間で、目標を明確にし、農作業の実体験活動を重視した取組を行っ

ている。

（さらなる「教育ファーム」の推進が必要）

「教育ファーム」の取組に関して、市区町村が自ら実施または支援を行っている割合は、

○％（2007年10月現在）である（表Ⅱ－１ 。また、計画的に取組がなされている市区町村）

数は○○である 。
*2

「教育ファーム推進研究会」においても 「教育ファーム」の認知がまだ低いこと、体験、

の場の確保や経費のあり方等の課題が指摘されており 、今後 「教育ファーム」のより一層
*3

、

の推進が必要である。

表Ⅱ－１ 市区町村における「教育ファーム」の取組状況（2007年）

資料：農林水産省「農林漁業体験学習の取組（教育ファーム）実態調査 （組替集計）」

注：1) 全国1,823市区町村（平成19年11月１日現在）を対象に調査を実施（回答率○％）

2) 食育推進基本計画(2006年３月決定)では 「市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体によ、

る教育ファームの取組がなされている市町村の割合を平成22年度までに60％以上とする」目標が掲げられ

ている

単位：市区町村

市区町村が自ら
実施している

市区町村が支援
し て い る

実　　　数 1,823

構　成　比　(％) 100.0

市 区 町 村 数
市区町村が自ら
実施又は支援
し て い る

実施も支援も
し て い な い

農業体験の様子

調査結果公表後、更新予定
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ウ 地産地消の推進

（地産地消が拡大）

地産地消は、地域で生産された農産物を地域で消費するだけでなく、生産と消費を結び付

け 「顔が見え、話ができる」関係づくりを行う取組であり、各地域で草の根的に大きな広、

がりをみせてきている。また、地産地消は、小規模農家や高齢農業者も取組が可能であり、

食や農に関する理解の向上、地域の伝統的食文化の継承、地域活性化、食料自給率の向上と

いった多様な効果が期待できる。

地産地消の取組は、関係者の一体となった取組が重要である。このため、市町村等を主体

として、地域の実情に応じた実践的な取組を進めるための「地産地消推進計画」の策定を推

進しており、2007年８月末現在で全国942地区で計画が策定されている。

（農産物直売所は地産地消の活動の拠点）

全国には、各地域の農産物を扱う農産物直売所が１万４千施設あり、年間延べ２億３千万

人が利用するなど 、地産地消の活動拠点となっている。農産物直売所の利用者の８割以上*1

は「地産地消」の意味を理解して利用しており、６割が実践を心がけているなど、地産地消

の理解度や実践度が高まっていることがうかがえる（図Ⅱ－37 。）

また、農産物直売所における地元農産物の取扱量は、販売総額の６割を占めているが 、*2

利用者は、仕入れ品は置かないで欲しい（21％ 、仕入れ品は地元産と明確に区別して欲し）

い（33％）など、地元産に対する志向が強くなっている。

（農産物直売所の３割は年間売上１億円以上であり、地域社会に貢献）

農産物直売所の年間売上は増加傾向で、調査対象の３割の店舗が１億円以上を売り上げて

おり、１店舗当たりの平均年間売上は、１億円になる見込みである(2006年) 。また、近年*3

では、農産物直売所は、教育・交流・福祉等の分野へ活動が広がり、社会的・経済的波及効

果の創出等、地域社会への貢献についても高く評価されている。５割の農産物直売所が給食

食材を供給していることから、地元農産物の安定的で対応力のある供給源としての期待は高

まる傾向にある。

図Ⅱ－37 農産物直売所利用者の利用動向

理解して
いる　81%

10%

未回答
９%

実践を
心がけ
ている
61%心がけて

いない
20%

６%

４%

理解して
いない

知らな
かった

聞いた
ことはある

日常的に必要
な野菜は仕入
れ品でも置い
て欲しい

20%

未回答
 ８%

仕入れ品は置か
ないで欲しい

21%

仕入れ品は構わな
いが地元産と明確
に区別して欲しい

33%

仕入れ品は生産
者から直接入れ
たものに限って
欲しい
10%

どちらでも構わない
　５%

よくわからない ３%

資料：(財)都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所のお客様に対する利用動向アンケート
調査」(2007年３月公表）

注：全国３店舗（都市部、都市近郊及び農村部店）の農産物直売所の利用者571名から回答

（地産地消の認知度及び実践度） （地域外の仕入れ商品）

*1 農林水産省「農林業センサス｣（2005年）
*2 農林水産省「平成16年度農産物地産地消等実態調査結果の概要」(2005年５月公表）
*3 (財)都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する全国実態調査」

(2007年３月公表）。図Ⅱ－38の注釈参照。
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（地産地消は農業や関連産業を活性化）

地産地消は、地域の農業と関連産業の活性化を図る取組としても重要である。農産物直売

所には、レストランや加工施設、研修・実習施設、体験農園等が併設されている割合が高く

（図Ⅱ－38 、農産物直売所が地元農産物の販売だけでなく、地域の特性を生かした食育や）

食品関連産業の拠点として機能していることがうかがえる。

（学校給食における取組も重要）

地産地消の推進には、農産物直売所と並び、学校給食における取組が重要である。学校給

食における地元農産物の使用割合（都道府県単位）は、食育推進基本計画において2010年度

、 。までに30％以上とする目標が設定されており 使用割合増加に向けた取組が推進されている

米飯給食については、日本文化としての稲作について理解を深める教育的意義等から、実

施回数の目標は週当たり3.0回程度とされているが、現在は2.9回 となっている。また、米*1

飯給食の週当たりの実施回数と一人当たりの米の消費量には、一定の相関がみられる（図Ⅱ

－39)。

一方、地元産小麦を使用したパンやうどんが学校給食に提供されるなど、各地域の特徴を

。 、生かした取組もみられる 学校給食に民営委託方式が導入されるなどの動きがみられるなか

地元農産物の利用拡大の取組が円滑に進むよう、多くの利害関係者を調整するコーディネー

ター等の人材育成への支援が重要である。
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図Ⅱ－38 直売所と経営を同一にする付帯施設
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資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査 、厚生労働省「国民栄養調査」より農林水産省で作成」
注： 関東Ⅰ」は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 「関東Ⅱ」は、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県「 、

「近畿Ⅰ」は、京都府、大阪府、兵庫県 「近畿Ⅱ」は、奈良県、和歌山県、滋賀県、
「北九州」は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 「南九州」は、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、

図Ⅱ－39 週当たり米飯給食の実施回数と米消費量

資料：(財)都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する
全国実態調査」(2007年３月公表）

注：全国の農産物直売所4,645店を対象として実施（回収率30.0％）

*1 文部科学省「米飯給食実施状況調査」（2005年）
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（地産地消モデルタウンを推進）

地産地消の活動を、地域一体で取り組む「地産地消モデルタウン」が推進されている。

、 （ ）。2007年４月には 富山県氷見市が地産地消モデルタウンとして採択されている 図Ⅱ－40
ひ み し

氷見市では 「地域の需要動向を把握しながら、それに見合った生産計画をたて、安定的、

な生産体制を構築する」という意味で「地消地産」と言い換えて、これを推進している。今

後、氷見市では、地消地産推進条例（仮称）を制定し、食育の推進とともに、農林水産業の

活性化と食料自給率の向上、地域特産物の生産拡大と中山間地の定住促進等を目標とした取

組を強化することとしている。

目標

･農林水産業の活性化と食料自給率の向上
･地域特産物の生産拡大と中山間地域の定住促進
･耕作放棄地の解消
･食生活の改善と食育推進

成果

･農業産出額の増加
･農産物の県内出荷額の増加
･学校給食の地元産食材の利用拡大
･交流人口の増加

きときと氷見地消地産推進協議会

消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会

きときと氷見地消地産推進協議会

消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会

･加工施設（米飯給食、もち加工、伝承漬物）
･交流体験施設（食育講座、体験、情報発信）
･直売所

氷見市地消地産推進条例(仮称)の制定拠点施設

生産者

消費者

「 」（ ）資料：きときと氷見地消地産推進協議会 食育等との連携による地消地産モデルタウン構想 2007年４月
を基に農林水産省で作成

＜事例：強い農業づくりに向けた地産地消の取組＞

愛媛県今治市のJAおちいまばりでは、地元農産物の生産・消費拡大、農家の農
いまばりし

業所得増大を図る観点から 「産消提携」を進めていくことを目的として、農産物、

直売所、体験・実習農園、レストラン、加工施設及び研修施設からなる地域農業

振興の拠点施設を2007年４月に整備した。

同施設は「農強 （強い農業を目指す）をロゴマークとして、①直売所の販売」

価格は生産者自ら設定し、②生産者の携帯端末に売上情

報を15分おきに配信するなどにより、多くの農産物直売

所の平均売上が約１億円というなか、13億円の売上げが

見込まれている（2007年 。また、体験・実習農園では、）

退職者や一般市民に研修目的で農地を貸し付けている。

直売所が午前中で品薄となる状況の解消、退職者の農園

利用率の拡大が課題となっている。売上情報が表示、メール配信される

地図

図Ⅱ－40 地産地消モデルタウン構想
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エ 食料産業の動向

（食料にかかわる問題には食料産業が一体で取り組む必要）

食料は、人間が生きていくためにはもちろん、安心で質の高い暮らしを実現するうえでも

必要不可欠なものであり、将来にわたって、安全な食料が合理的な価格で安定的に供給され

る必要がある。食料の供給を担ういわゆる食料産業は、農水産業をはじめとして、食品産業

（食品製造業、食品流通業、外食産業 、これらに関連する資材供給産業、流通業といった）

食にかかわるすべての産業から構成されている。

食料産業は、生産から消費に至る連鎖体系を構築し、互いに密接に関連しており、また、

食料をめぐる需要、供給、技術といった様々な環境変化の影響を共通して受けるため、食料

にかかわる諸問題の解決には、食料産業を構成するすべての産業が一体となって取り組む必

要がある。

（食料産業の経済規模はGDPの１割）

食料産業の国内総生産 GDP は 前年度より2.7％減少して約48兆円となっている 2005（ ） 、 （*1

）。 、 、年度・速報 これは全産業の9.6％を占め 我が国経済の中で一大産業分野となるとともに

地域経済においても重要な産業分野となっている。

食料産業における各業種の割合を1970年度と2004年度で比較すると、農漁業が３割から１

割に減少し、その分飲食店と商業（食品卸・小売業）の比率が上昇している（図Ⅱ－41 。）

また、農水産物の国内生産が12兆円であるのに対し、飲食費としての 終消費額は80兆円の

規模まで膨らんでいる 。*2

これは、高度経済成長期以降、国民所得の伸び等を背景として、ライフスタイルの変化と

ともに、食生活の多様化や食料消費の量的拡大、食の外部化が進展するなか、国内生産では

供給困難な農水産物の輸入が増加していること等が影響していると考えられる。

　　資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」
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図Ⅱ－41 食料産業の国内総生産における業種別割合の推移

*1 ［用語の解説］参照。
*2 総務省他９府省庁「産業連関表 （2000年）を基に農林水産省で試算。」
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（各種のコスト上昇により厳しい経営状況）

食品産業は、人口減少、少子・高齢化の進展に伴う国内市場の量的飽和・成熟化に直面し

ている。特に 近では、国際穀物相場や原油価格の大幅な高騰により原料調達コストや製造

・輸送コストが増加する一方、食品の安全性に対する消費者や取引先の信頼を得るためにも

一定のコストをかける必要が生じている。

このため、食品産業に属する多くの企業でコストが利益を圧迫するなどし、食品産業の意

識調査によると、１、２年前と比べた経営状況は厳しくなっている（図Ⅱ－42 。業種別に）

その理由をみると、食品製造業では原料価格の上昇、卸売・小売業では業界内における価格

競争、中食・外食では人材確保が困難ななかでの人件費の上昇となっている。

（大手食品製造業等を中心に相次いで製品価格の引上げを表明）

このような厳しい経営状況の一方で、生活意識に関するアンケート調査 では、１年前と*1

比べて現在の収入が減ったとする者が５割近くに達し 「１年後の支出を現在より減らす」、

とする割合も高まってきており、消費者は収入が伸び悩むなか、支出を減らす傾向にある。

このようななか、食品製造業者は、工場の集約化等による生産性向上や物流拠点の統廃合

等によるコスト削減の努力を行っている。しかし、コスト上昇が企業努力で対応可能な限度

を超えているものもあり、昨年秋以降、大手食品製造業者を中心に相次いで製品価格の引上

げが表明され、一部で出荷段階の取引価格が上昇している（図Ⅱ－43 。）

また、食品小売業においても、物流コストの徹底削減、プライベートブランドの品目拡充

等による小売価格抑制のための努力が行われているが、仕入価格の上昇等により、一部の商

品で値上げが行われている。このため、消費者物価指数をみると、生鮮食品を除く食料の価

格は徐々に上昇する動きがみられる（図Ⅱ－44 。）

食品産業においては､厳しい経営の状況に加え､業界内の競争激化等から 資本提携や合併､、

買収を行う動きがみられており、今後このような動きが一層進行する可能性がある。

図Ⅱ－42 食品産業の１、２年前と比べた経営状況

資料：総務省「消費者物価指数」

図Ⅱ－44 消費者物価指数の推移(生鮮食

品を除く食料、2005年＝100)

資料：日本銀行「企業物価指数」

注：1) 企業物価指数とは、生産者出荷段階（一部は卸売出荷

段階）の取引価格を指数化したものである。

2) 調製食品とは、加工食品のうち、加工原料食品（小麦

粉、精製糖等 、飲料、氷、たばこ以外のものである。）

図Ⅱ－43 国内企業物価指数の推移

(調製食品、2005年＝100)
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（ ）注：食料品の製造から流通・販売に係る関係企業を対象として業界団体経由で実施したアンケート調査 回答総数914
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（外食産業のなかには地域別価格を導入したものもある）

外食産業は、全国展開するフランチャイズチェーンが目立つ一方、店舗数では個人による

零細経営が圧倒的多数を占めている。従業者は、フランチャイズチェーンを中心に、非正規

雇用者の比率が高いという特徴がある。また、経営面をみると、飲食店の売上高に占める食

材仕入額の比率は３割程度であり 、販売価格の変更は容易ではないことから、食材価格の*1

安定は非常に重要である。

2007年には、人件費や食材価格の上昇を受け、大手外食チェーンの一部でメニューの値上

げが行われた。値上げをした企業のなかには、地域別価格を導入したものもある。これは、

都市部において人件費や家賃が上昇していることに加え、消費者の購買行動を考慮した結果

とみられている。

（卸売市場経由率は低下傾向）

生鮮食料品が卸売市場を経由して流通する数量（花きは金額）の比率（卸売市場経由率）

は、近年、卸売市場を経由することが少ない輸入品が増加していること等により低下し続け

ているが、依然として高い水準を保っている（図Ⅱ－45 。これは、卸売市場には、多数の）

供給者と需要者の間で、供給量の変動が大きく品質の劣化が早い商品を大量・迅速に流通さ

せるとともに、豊富な品揃え、大量単品目から少量多品目への迅速な集分荷、公正な価格の

形成といった機能があるためである。しかし、卸売市場の取扱高の減少や買付販売の増加と

いった取引方法の変化は、卸売業者の経営

に影響を与えている。

一方、2007年４月には 「食品流通構造、

改善促進法」に基づき、食品流通部門の構

造改善を図るための基本方針が見直され

た。これに基づき、インターネットを活用

した食品販売等多元的な流通経路を形成す

ることや、産地や調理方法等の食品情報を

消費者に提供する機能を強化することな

ど、食品流通業者等による流通機構の合理

化や流通機能の高度化への取組に対し、国

による支援が行われている。
資料：農林水産省｢食料需給表｣等を基に農林水産省で推計
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図Ⅱ－45 卸売市場経由率の推移

我が国の外食の歴史

、 、 、現在 我が国の一大産業分野となっている外食は 20世紀後半に急速に成長して現在の姿となったが

その歴史は江戸時代にさかのぼるという説がある 。これによると、外食施設の始まりは、京、大坂、江*2

戸にできた旅籠や茶屋（茶店）である。19世紀初頭の江戸の市街には人口約170人に１軒の飲食店があっ
は た ご

たと推計され、当時の世界で飲食店が も高密度に分布していた都市とされる。この背景として、男性

独身者の人口比率が非常に高く、日銭の現金収入がある職人の多かった都市であったことが指摘されて

いる。また、食べ歩きを楽しむ食通や地方から来た人に対するレストランガイド（相撲の番付に擬した

形で店の格付をしたものが多い）も公刊されていた。

多くの国で高級料理が王や貴族のための料理として発展してきた一方、我が国では町人が作り上げた

料理が現代の高級日本料理の基礎となっているという特色がある。

*1 独立行政法人農畜産業振興機構「平成17年度 食肉消費構成実態調査報告書 （2005年９月）」
*2 石毛直道「外食の文化史序説 （石毛直道監修「講座 食の文化 第五巻 食の情報化」より）」



*1 正式名称は 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」、
*2 食品循環資源とは、食品廃棄物（食品の製造過程で発生する残さ、外食過程で発生する食べ残し等）のう

ち、肥料・飼料等への再生利用により資源として有効利用されるものをいう。
*3 食品廃棄物等の発生量に占める再生利用量（食品循環資源として肥料・飼料等の製品の原材料に利用する

量）の割合
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（食品産業の再生利用等実施率は着実に向上）

食品リサイクル法 は、食品循環資源 の再生利用と食品廃棄物等の発生抑制・減量により
*1 *2

循環型社会を構築することを目的として、2001年に施行された。その結果、2006年度の食品

廃棄物等の再生利用率 は、食品産業全体で59％まで上昇し、また、食品リサイクル法で規
*3

定している肥料、飼料等への再生利用率は48％まで上昇しているが、食品廃棄物等の発生量

は約1,100万トンと抑制が進んでいるとは言い難い状況にある（図Ⅱ－46 。また、食品小売）

業や外食産業では、食品廃棄物等が少量かつ分散して発生すること等から、依然として十分

な再生利用等が行われていない。

（事業者ごとの再生利用等実施率目標を実施状況に応じて設定）

このため、2007年に食品リサイクル法が改正され、食品関連事業者に対する国の指導監督

を強化する観点から、毎年度、同法に基づく取組状況等について報告することが義務づけら

れた。さらに、個別の事業者の再生利用等実施率目標を、その実施状況に応じて設定するこ

、 （ ）。とにより 食品循環資源の再生利用等の一層の促進を図っていくこととされた 表Ⅱ－２

なお、再生利用に当たっては、飼料自給率向上とともに、飼料価格高騰への対応等の観点か

らも飼料化を優先的に行う必要がある。

表Ⅱ－２ 事業者ごとの食品循環資源の再生利用等の実施率目標

図Ⅱ－46 食品廃棄物等の発生量と再生利用量の推移

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査」
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前年度の基準実施率区分 増加ポイント

20％以上50％未満の事業者 ２％

50％以上80％未満の事業者 １％

80％以上の事業者 維持向上

資料：農林水産省作成

※2007年度再生利用等実施率が
　20％未満の場合は、20％とし
　て基準実施率を計算する。
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（リサイクル・ループの構築を促進）

また、今回の食品リサイクル法改正では、食品関連事業者の店舗等で発生した食品循環資

源を肥料や飼料として再生利用し、それを利用して生産された農畜水産物等を同じ食品関連

事業者が利用する「リサイクル・ループ」の構築が促進されることとされた（図Ⅱ－47 。）

具体的には、食品関連事業者、リサイクル業者、農林漁業者等の三者が連携して、食品循環

資源について循環型の再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、食品

循環資源の収集運搬について、一般廃棄物に係る廃棄物処理法上の許可が不要とされた。

さらに、従来、食品残さの飼料化（エコフィード）の取組は主に食品製造業者によって行

われてきたが、今回の食品リサイクル法改正を契機に、コンビニエンスストアのような食品

小売業者等にも取組が広がりつつある。飼料価格の高騰から、エコフィードには輸入飼料の

代替品としての期待が高まっており、安定的な供給や品質の安定性の確保、エコフィードを

利用した畜産物に対する消費者の理解の醸成が課題となっている。

＜事例：食品リサイクルを地産地消に結びつけている取組＞

愛知県稲沢市に本社をおく小売業者は、東海地方を中心に総合スーパーマーケットのチェーン展開を
いなざわし

行っている。各店舗の食品売場では、食品の売れ残りのほか、加工・調理過程で大量の食品廃棄物が発

生していたが、食品リサイクル法の施行後、その発生抑制と減量に取り組んできた。

また、食品循環資源の再生利用に当たっては、一般廃棄物処理業者や愛知県経済農業協同組合連合会

（愛知経済連）と協力している。具体的には、各店舗で発生する食品残さを一般廃棄物処理業者がたい

肥化し、愛知経済連がこれを購入して調製した後に農家に販売し、そのたい肥を使って生産された農産

物の全量をこの小売業者が買い取って販売するという取組を始めた。商品の仕入担当は、この農作物の

品質や収穫量が十分に把握できず、販売に消極的であった。しかし、売場に生産者の顔写真入りのプレ

ートをつけ、食品リサイクルのパネルを掲示し差別化を図

ると、消費者の関心を呼び、顔の見える農産物として人気

が高まり、積極的に販売を行うことになった。今後、同様

の取組を行う店舗をふやしていく予定である。この事例で

は、環境に配慮した小売店の取組が、環境問題への貢献に

加え、地産地消にもつながり、消費者と生産者にも好影響

を与えている。

地図

差別化した売場

図Ⅱ－47 食品リサイクル法改正による再生利用事業計画の認定制度の見直し

資料：農林水産省作成
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（東アジア食品産業活性化戦略により我が国食品産業の国際競争力を強化）

我が国は人口減少や少子・高齢化に直面しており、食料品に対する需要は量的に飽和状態

。 、 、 。にある 一方で 東アジアは経済発展が著しく 食料品需要も量的・質的に成長しつつある

東アジアにおける食料品需要は、世界全体の中でも大きい割合を占めるようになっており、

食料調達力が増しつつある。

現在、我が国の食品産業は欧米に比べ海外展開が遅れているなか、これまでどおり国内需

要に依存したままの構造では、国際競争力が低下し、食料の安定供給機能にも支障が生じる

おそれがある。

、 「 」 、 、 、このため 政府は2006年に 東アジア食品産業活性化戦略 を策定し ASEAN各国 中国

韓国を基本としてインドも視野に入れた我が国の食品産業の対外投資を促進している。これ

は、東アジアとともに成長・発展するという視点に立ち、この地域の活力を活かして、我が

国食品産業の国際競争力の強化を図るものである。

（東アジアへの投資促進には情報収集が重要）

国内企業が外国へ投資を行うに当たっては、情報収集が非常に重要である。2007年度、政

府は、財団法人食品産業センター内に食品産業海外事業活動支援センターを設置し、東アジ

ア主要都市と国内で情報を共有化するための組織の構築を進めている。同センターでは、東

アジア各国における外資導入に関する制度や投資環境を調査するとともに、主要都市に設置

する協議会を通じた情報収集により必要な情報の共有化・活用を行うこととされている（図

Ⅱ－48 。）

情報の共有化
連携支援体制

東アジア主要都市
【食品産業海外連絡協議会】

国内地方主要都市
【食品企業相談等】

【業務内容】
・現地の食習慣、消費動向等の調査
・食品に関する法制度、事故等トピックスの収集
・日系食品企業との意見交換の実施 等

【業務内容】
・地域の食品企業からの相談、問合せへの対応
・セミナー等、関連イベントの紹介 等

JETRO海外事務所
（北京・上海・広州・バンコク・シンガポール）

農林漁業金融公庫支店、
JETRO貿易情報センター、地方農政局等

【業務内容】
●投資環境情報の整理・分析 ●海外投資に関する相談対応
●知財権保護に係るセミナー等の開催 ●知財権侵害に係るミッション団の派遣
●人材バンクへの専門家の登録と派遣 ●人材育成のための研修会等の実施
●ホームページ等を通じた各種情報の提供

【概要】
東アジア各国・各地域への投資や事業拡大に関心がある食品企業に対して、東アジア各国
の各種投資環境等に関する情報提供や専門アドバイザーによる相談を無償にて実施。

【食品産業海外事業活動支援センター】
（(財)食品産業センター内）

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－48 東アジア食品産業活性化戦略の推進体制
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（３）食の安全と消費者の信頼の確保

ア 食品の安全確保

（生産から食卓までの安全確保が重要）

安全な食品を消費者に供給するためには、生産から食卓までを通じて安全確保の徹底を図

ることが必要である（図Ⅱ－49 。）

（リスク分析を実施）

食品の安全確保に当たっては、問題・事故への事後対応ではなく、健康への悪影響を未然

に防ぐために、食品、飼料等に含まれる有害物質の毒性や分布の実態を把握して健康への悪

影響を最小にするリスク管理が重要であり、これは国際的な共通認識となっている。

我が国においても、このような認識に基づき、食品の安全確保についてリスク分析の取組

が行われている（図Ⅱ－50 。）

図Ⅱ－49 生産段階から加工・流通段階にわたる安全確保の徹底

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－50 リスク分析の枠組み

資料：農林水産省作成

生産者 農畜水産物 食品 消費者

生産段階 加工・流通段階

農林水産省
（生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保）

農林水産省
（生産工程における規制等）

厚生労働省
（食品衛生規制等）連携

食品安全委員会
（人の健康に与える影響の科学的評価）

リスク分析

何らかの問題が発生する可能性がある場合、問題発生を未然に防止したり悪影響の起きる
可能性を低減したりすること

■リスク管理
　どの程度のリスクがあるのかを実態調査すること等により知ったうえで、リスクを低くするための
措置を検討し、必要に応じて適切な措置をとること

■リスク評価
　食品中に含まれる有害物質等を摂取することにより、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影
響が起きるかを科学的に評価すること

■リスクコミュニケーション
　リスク分析の全過程において、消費者など関係者間でリスクについての情報・意見を交換すること



*1 内閣官房、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
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（輸入品の安全確保のため各国との情報交換・連携を実施）

2007年５月以降、食品を含めた輸入品の安全性への不安感が世界的に高まっている。この

ようななか、輸入品が大きな比重を占める我が国においては、必要に応じて輸入品の安全対

策について輸出国政府や輸入業者とも連携しつつ、輸入品の安全対策を強化することにより

国民の安全・安心を確実にすることが求められている。

このため、同年７月に、輸入品を扱う民間団体と関係省庁 による「輸入品の安全確保に*1

関する緊急官民合同会議」が開催され、各国との情報交換・連携により輸入品の安全確保を

図ることとされている。

また、厚生労働省は、輸入食品の安全を確保するため、年度ごとに「輸入食品監視指導計

画」を策定し、重点的、効率的かつ効果的な輸入食品の監視指導の実施に取り組んでいる。

さらに、農林水産省と環境省において、米国でのペットフードによるペットの健康被害の

発生後、2007年８月に有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」が設置さ

れた。同研究会での議論の結果、同年11月に、国内で流通するペットフードの安全を確保す

るうえで法規制を導入すべきことが提言された。これを受け、ペットフードの基準・規格を

設定し、これに合わないものの製造を禁止すること等を内容とする「愛がん動物用飼料の安

全性の確保に関する法律案」が、2008年３月、第169回国会に提出された。

（工程管理手法の導入が重要）

農産物の安全確保については、最終産物の有害物質残留量の検査による品質管理よりも、

生産工程の各工程を記録・点検することにより品質管理を行う手法（工程管理）の方がより

効果的でかつ管理コストにも優れることから、世界的に主流となっている。我が国において

も、工程管理手法を積極的に導入・推進することにより、食品安全を確保することが重要で

ある。

食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重要管理点）

を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP（危害分析・重要管理点）手法を導入する
ハ サ ッ プ

企業が増加しているが、設備資金調達や人材面等の問題から導入を検討している企業の広が

りはみられない状況にある（図Ⅱ－51 。）

0 20 40 60 80 100

導入を検討 予定はない 手法の考え方を
よく知らない

％

導入済み3.3

30.229.430.0

4.0

19.737.827.910.6

2000年

06

導入途中7.1

図Ⅱ－51 HACCP手法の導入状況

資料：農林水産省「平成18年度食品産業動向調査 （2006年11月公表）」
注：日本標準産業分類による食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業（製氷業、た
ばこ製造業及び飼料・有機質肥料製造業を除く）を営む企業で、従業者のうち常用雇
用者が５人以上の企業2,600社を対象に実施（回収率64.7％）



*1､2､3 [用語の解説]を参照。
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（2011年度までに主要産地でGAPを導入）

、 （ ）一方 農業生産工程全体を適切に管理していく手法としてG A P 農業生産工程管理手法
*1

ギャップ

が世界的に取り組まれており、EUにおいて導入されているGLOBALGAP をはじめとして広く普
グローバルギャップ

*2

及している。我が国においてもGAPの取組が進められており、都道府県においてGAPの推進体

制の整備が進んでいるが、現状ではGAP手法に取り組んでいる産地や農業者の数は限られて

いる。

このため、まずは全国的に汎用性の高いGAP手法のモデルとして、基礎的な事項について

取りまとめられた「基礎GAP 」や「導入マニュアル」を活用して、すべての販売農家、産地*3

の関係者を対象にGAP手法自体の普及・啓発や実践支援を図り、2011年度までに野菜・果樹

や米麦等のおおむねすべての主要な産地（２千産地）においてGAPの導入を目指すこととさ

れている（図Ⅱ－52 。）

情報交換

普及・啓発

実践支援

○農林水産省ホームページに専用
　コーナーを開設

○GAP手法推進パンフレットの配布
○全国的に汎用性の高い基礎的な
　GAP手法モデル(基礎GAP)の公表

○「GAP手法導入マニュアル」の公表
○普及指導員を対象とした研修
○「食の安全・安心確保交付金」による実証産地の支援

○「GAP手法導入・推進会
　議」を開催し、国の取組
　方針を周知するとともに、
　情報共有、意見交換を通
　じて国全体としてGAP手法
　の導入・推進を図る。

＜事例：GAPを基本とした農業生産の取組＞

JAあいち中央チンゲン菜生産部会（愛知県安城市と碧南市）は、2001年度に12戸の部会員全員がエ
あんじょうし へきなんし

コファーマーの認定を受けるなど、環境保全型農業に取り組んできた。2007年度からは、県の普及組

織の協力のもと、GAP手法を導入した。この取組は、愛知県が環境と安全に配慮した農業への取組を促

進するため 「環境 「安全 「安心・信頼」をキーワードとした「愛知県農産物環、 」、 」、

境安全推進マニュアル」を2006年３月に策定したことがきっかけとなっている。この

マニュアルは、生産者が配慮すべき事項とともに、これらを守るためのチェックシー

トである「環境・安全やろまいシート （ やろまい」というのは「やりましょう」の」「

方言）のひな形を示したものである。

これを受けて、同生産部会は、部会版の「環境・安全やろまいシート」

を作成し、チェックシートによる確認を着実に実施するよう取り組んで

いる。取組が始まって間もないので、生産物の付加価値向上までにはつ

ながっていないが、生産者が自分の仕事の内容を見つめ直すというメリ

ットが現れている。また、消費者や流通業者から生産情報を聞かれた場

合には情報提供することも可能となっている。

GAPや環境に配慮した生産を行う取組を消費者にも知ってもらうととも

に、QRコードを印刷した生産者カードを活用してホームページ上で生産

者情報を提供するなど、産地としての価値を認めてもらうよう取り組ん

でいる。

地 図

たい肥散布による
土づくり

図Ⅱ－52 GAP手法導入・推進に向けた施策

資料：農林水産省作成
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イ 動植物検疫等の取組

（高病原性鳥インフルエンザをはじめとした家畜の伝染性疾病対策を実施）

食品の安全確保を図るとともに、家畜や農作物の病気、害虫のまん延防止により食料の安

定供給を図ることも重要である。我が国で2007年１月に発生した高病原性鳥インフルエンザ

については３月にはすべての防疫措置が完了し、５月には我が国は国際獣疫事務局（OIE）

の規定により清浄国に復帰した。また、インドネシア、ベトナム等14か国（2008年２月12日

現在）で高病原性鳥インフルエンザの鳥から人への感染事例が確認されており、これが人か

ら人への感染力をもつ新型インフルエンザに変異し、世界的に大流行するのではないかと危

惧されている。これを受けて、新型インフルエンザ対策の一環として、また、家きん段階に

おける本病の早期撲滅を推進するため、我が国ではアジアを中心に家きんの防疫対策への支

援等、積極的な国際貢献が行われている。

海外では、高病原性鳥インフルエンザ以外にも、口蹄疫や豚コレラといった家畜の伝染性

疾病が広く発生しており、輸入品による侵入を防ぐため、海外での発生状況の情報収集、輸

入禁止や輸入検疫、空海港における靴底消毒等が行われている。また、国内の家畜の伝染性

疾病に対しては、従来から国や都道府県等が検査や発生時のまん延防止措置、自衛防疫の指

導等を実施しており、広く家畜の飼養衛生管理基準に基づき飼養管理を推進するとともに、

農場段階におけるHACCP方式を活用した衛生管理の推進により、衛生管理の充実・強化が図

られている。

（植物検疫制度の見直しを実施）

輸入農産物の量や種類の増加に伴い、我が国への病害虫侵入リスクが高まっており、WTO

では、加盟国は「衛生植物検疫措置の適用に関する協定 （SPS協定）により、科学的な根拠」

や国際基準がある場合は、それに基づいた様々な措置をとることが認められている。過去、

世界では植物病害虫の侵入被害により農業生産に壊滅的な被害を被った例もあることから、

我が国の植物防疫制度についても科学的なリスク評価に基づき検疫対象病害虫を見直すな

ど、より効率的・効果的な植物検疫を実施するため、病害虫の侵入リスクに応じた検疫制度

への見直しが行われている（図Ⅱ－53 。）

新たな病害虫を発見ステージ１
開　始

ステージ２
危険度評価

ステージ３
危険度管理

新たな農作物が輸入

検疫の候補となる病害虫を特定

国内未発生 国内に発生

・侵入・定着・まん延の可能
　性が高い
・経済的重要性が高い

・一部に発生し、公的防除
　実施
・経済的重要性が高い

・公的防除なし
・経済的重要性が低い

検疫の対象とする病害虫を決定

危険度に応じた適切な措置を選択

輸入禁止 輸入検査輸出国に栽培地
検査を要求

輸入後、隔離して
から精密な検査

侵入を防ぐ措置を決定

検疫の実施 検疫しない

など

図Ⅱ－53 リスクに応じた検疫措置

資料：農林水産省作成



- 112 -

ウ 消費者の信頼の確保

（食品表示に対する関心の高まり）

2007年には、米をはじめとした生鮮食品や、菓子や調理食品といった加工食品における表

。 、示偽装事件が相次いで発生した 食品表示は消費者の商品選択の際の基準となるものであり

一連の事件は消費者の信頼を裏切り、また、食品表示に対する信頼を揺るがすものである。

このような事態を受け、賞味期限や原材料の表示といった食品表示に対して消費者の関心が

高まっている。

（生鮮食品の不適切表示は増加傾向）

「農林物資の規格化及び品質の適正化に関する法律 （JAS法）では、すべての飲食料品が」

生鮮食品と加工食品に区分され、品質表示基準に基づき、名称、原産地、原材料等の表示を

義務付けられている。小売段階における生鮮食品の表示については、原産地、名称ともに表

、 。示の欠落は減少しており 大多数の店舗では適正な表示が行われていることがうかがわれる

しかしながら、違反数自体は少ないものの、表示の欠落を除く不適切な表示は増加傾向にあ

る（図Ⅱ－54 。）

（有機JAS規格の格付方法に関する検討を開始）

有機JAS規格については、1999年に国際的な基準が制定されたことを受け、2000年に有機

農産物やその加工食品に関するJAS規格、2005年に有機畜産物に関するJAS規格が制定され、

表示の適正化と生産物の規格化が図られてきた。

このようなことから、一般消費者の認知度は高まっているものの、不適正な格付事例がみ

られたことや、制度が発足して７年が経ったことから、2008年２月以降、有機JAS規格の認

定の仕組みについて検証するための検討会が開催されている。
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図Ⅱ－54 生鮮食品の不適正表示の推移

（生鮮食品の表示欠落率（店舗ベース ）） （不適正表示率（商品ベース ））

資料：農林水産省「生鮮食品の品質表示実施状況調査」
注：1) 各年度とも小売店舗３万店舗以上を対象として、名称及び原産地の表示状況を調査

2) 不適切表示率は、表示の欠落を除く不適切な表示の割合
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（消費者と行政が一体となって食品表示を監視）

食品表示に対しては、行政による監視・指導と、消費者による監視が行われている。この

うち、行政による監視・指導は地方農政局や都道府県、警察等の関係機関の連携により行わ

れている（図Ⅱ－55 。また、広域、重大な案件に対して機動的な調査を行うため2008年度）

から「食品表示特別Gメン」を新設して、不正表示の監視取締体制を強化することとされて

いる。

、 、 、 。一方 消費者による監視は 食品表示ウォッチャー 食品表示110番として行われている

食品表示ウォッチャーは、行政から委嘱を受けた消費者（2007年は5,000名）が食品の品質

表示状況を日常的にモニタリングし、表示義務事項の欠落等不適正な食品表示の実態につい

て農林水産省関係機関に情報提供を行っている。また、食品表示110番は、広く国民から食

品の表示についての情報提供や質問を受け付けるホットラインであり、その件数は年々増加

し、2007年には約１万７千件の情報が寄せられている。

（業者間取引における食品表示のあり方を検討）

JAS法における食品への品質表示については、消費者の選択に役立てることを目的とした

制度であることから 最終製品の製造業者等のみに義務付けられていた しかしながら 2007、 。 、

年に、表示義務の対象とされていなかった業者間取引において不正が行われ、結果的に最終

商品の表示が不適正となった事案が発生したことから、消費者の食品表示に対する不信感が

高まった。

このような状況を踏まえ、消費者の食品表示に対する信頼を向上させるため、食品の業者

間取引について、表示のあり方を広く検討するための検討会が設置された。検討会における

検討の結果、品質表示基準を改正して業者間で取引される加工食品等にも表示を義務付け、

不適正表示に対する抑止力を高めることが適当であるとされた。これを受け、2008年４月か

ら、改正された品質表示基準が適用されている。

このように、種々の取組が進められているものの、正しい食品表示を徹底するためには何

よりも食品事業者の意識改革が重要であり、コンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持

等）の徹底が必要不可欠である。

図Ⅱ－55 食品表示監視・指導体制

資料：農林水産省作成
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ブロック段階

連携

連携

連携

JAS法担当
食衛法担当（保健所）
景表法担当

都道府県

警 察
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第２節 農業の体質強化と高付加価値化

（１）農業労働力の現状

ア 農業労働力の動向

（昭和一けた世代のリタイアにより農業労働力のぜい弱化の進行が懸念）

我が国は人口減少社会に入るなか、労働力人口 は1998年の6,793万人をピークに減少局面
*1

を迎え、2007年には6,669万人となり、2030年（24年後）には6,180万人になるとの試算も示

されている 。農業分野では、現在、農業労働力の主力となる基幹的農業従事者が65歳以上
*2

で６割となっており 、近い将来、昭和一けた世代をはじめ我が国農業を支えた高齢者の多
*3

くが引退することが見込まれ、農業労働力のぜい弱化の進行が懸念されている。

（多様な人材が就農しやすい支援措置が重要）

新規就農者数（自営農業に就農した者で新規参入者の数を含む）は７万５千人で、60歳以

上が半数を占め、39歳以下の新規就農青年は１万１千人で、そのうち2,510人が新規学卒者

となっている 。農業高校等の専門高校が減少し､総合学科の設置等の動きがみられるなど、
*4

農業高校、道府県農業大学校は厳しい状況におかれているが、新規学卒就農者の３割が農業

高校の卒業生で､４割が道府県農業大学校の卒業生であるなど、今後の農業の担い手の多く

を輩出しており、依然重要な役割を担っている。

今後、農業労働力を確保するためには、若者や中高年の活用を図ることも重要であり、フ

リーターや団塊の世代等に農業の魅力を伝え、農業に対する関心を高めることで、意欲と能

力のある多様な人材に農業を職業として選択してもらうことが重要である。しかし、新規に

農業経営を開始する場合、営農技術の習得をはじめ、農地や資金の確保といった課題がある

（図Ⅱ－56 。また、農家以外の新規就農者は、就農地域の選択に当たり行政等の受入・支）

援対策が整備されている点を重視している（図Ⅱ－57 。）

、 。このため これらの課題に対応した新規就農者への支援措置を実施することが重要である

図Ⅱ－56 農業経営の開始に当たり
苦労した点（複数回答）

資料：農林水産省「新規就農者就業状態調査 （2007年」

８月公表）

図Ⅱ－57 就農地域の選択の理由
（複数回答、2006年の上位５つ）

資料：全国農業会議所「新規就農に関する実態調査」
（2007年３月公表）

注：農家以外の新規就農者または農家出身でも土地等を
独自調達して農業を開始した経営主1,298名を対象に実
施（回収率45.3％）

20.8

38.9

31.3

21.3

31.1

22.2

28.2

28.4

33.7

35.5

0 10 20 30 40 50

％

行政等の受入

・支援体制

が整備

就業先・研修

先があった

自然環境が

良い

取得できる

農地があった

家族の実家に

近い

2001年
06

*1　15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの
*2　厚生労働省「雇用政策研究会報告書」(2007年12月公表)。6,180万人は、各班の雇用対策を講じることで
　労働市場への参加が進んだ場合の推計値で、そうでない場合には、5,584万人になると推計されている。
*3　農林水産省「農林業センサス」
*4　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）
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（農業法人等が若者を積極的に雇用）

農家の農業後継者が減少する一方､2005年の農業法人等の雇用者数(常雇)は10年前（1995

年）より８千人（17％）増加して５万６千人、家族経営の農家における雇用者数（常雇）も

10年前より１万８千人（43％）増加して６万１千人となるなど、積極的な雇用の動きがみら

れる 。2006年に農業法人等に新規に雇用された者は6,510人で、このうち39歳以下が６割を
*1

占め 、農業法人等が若い新規就農者にとって重要な就職先となっている。これは、多額の
*2

初期投資を必要とせず、働きながら技術習得が可能であることや、受け皿となる農業法人が

増加していることが主な要因と考えられる。
*3

また、これらの農業法人等における採用経路は､知人の紹介のほか新規就農相談センター

やハローワーク、民間職業紹介事業所、インターネット、農業法人合同説明会等と多様化し

ており、様々なルートでの情報提供等が必要となっている。

（就農段階に応じた円滑な就農の実現を支援）

新規就農者に対しては、経験がなくても円滑に就農が図られるよう、就農前から就農後の

定着の各段階に対応した国による支援が行われている。

具体的には、①情報提供・相談段階では、全国、都道府県の新規就農相談センターでの就

農カウンセリング体制の整備等個別相談の充実、②体験・研修段階では、学生・社会人を対

象としたインターンシップ、フリーターといった若者向けの合宿研修の実施、都会で働きな

がら就農準備をする就農準備校の開設、③参入準備段階では、農地のあっせんや就農支援資

金の融資のほか､空き家バンクを通じた住宅の確保、個人の農業知識・技術レベルを客観的

に評価し､雇用者とのマッチングを図る日本農業技術検定の導入、④定着段階では、普及指

導員等の技術支援等が行われている。一方、地方自治体でも、各地域の実情に応じて、研修

制度の創設や借入資金利子助成の支援等の支援が行われている。

事例：新規就農における課題解決を支援する取組＞＜

(1)農地や農業機械を提供し、就農希望者の就農の定着に寄与する取組

埼玉県宮代町では、ルーキー農業塾を開設し、就農希望者を研修生として
みやしろまち

受け入れ、2001年に町や農協等が出資して設立した第三セクターで、研修農

場や農機、荷さばき場等を提供している。研修農場は、最初３～５ａから始

まり、徐々に規模拡大をし、研修終了時には、研修生自らが土地所有者から

農地を借り受け、町内に定着するケースが多い。町農業委員会では農家以外

の新規就農者が農地を借り受けやすいように基準を緩和している。また、地

域指導農家等の技術指導をはじめ、研修中には第三セクターが運営する直売

所での出荷・販売を通じて経営感覚を磨く取組も行っている。さらに、研修

期間中の当面の課題となる所得を確保するため、第三セクターで実施する農

作業受託等のオペレーターとしてアルバイト雇用も行っている。

このような取組により５年間で９人が就農しており、地域農業の活性化に結びついている。

(2)研究機関と連携し、世界最高水準の農業者を養成する農業者大学校の取組

（独）農業・食品産業技術総合研究機構農業者大学校は、2008年４月

に茨城県つくば市の筑波研究学園都市に移転・開校した。
し

具体的な内容としては、第一線の研究者や各界のトップリーダー、先

進的な農業実践者が最高水準の講義を行うとともに、研究機関の研究チ

ームでの実習や先進農業経営体での派遣実習を行い、世界的な視野で考

え、地域で行動し、たえざる経営革新に取り組む農業者の育成を目指し

ている。

農業塾での農業機械の研修

（地図）

埼玉と茨城

農業者大学校の完成予想図

*1　農林水産省「農林業センサス」
*2　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）
*3　全国及び都道府県に設置されている新規就農者に関する相談窓口で、新規就農者への農地の確保に関する
　情報といった情報提供等の業務を行っている。
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イ 農業における外国人研修生・技能実習生の動向

（研修・技能実習制度は最長３年の研修・技能実習が可能）
*1

我が国では、開発途上国の「人づくり」に一層協力するため､外国人研修・技能実習制度

を創設し、毎年多くの研修生・技能実習生が母国で役立つ技術を学んでいる。この制度に基

づき来日した研修生は、企業や農協等の団体が受け入れ、最長で１年間の研修を受ける（図

Ⅱ－58 。所定の技能評価試験による研修成果の評価をはじめとする要件を満たした者は、）

技能実習生として研修期間とあわせ最長３年間在留することができる。技能実習の対象は62

職種114作業にのぼっており、農業関係では耕種農業と畜産農業の２職種５業種 が対象とな
*2

っている。

（農業・食品分野の研修生は約２万人と増加傾向）

研修を目的とした新規入国者や技能実習への移行者は、年々増加しており、2006年の入国

者は約９万３千人、技能実習移行者は４万１千人となっている。農業・食品産業分野の研修

生数も増加傾向にあり、2006年度では約２万人（約１万２千人が食品産業、約7,500人が農

業分野）と全職種の２割を超えている。また、技能実習移行申請者は約１万人（2006年度）

で、農業分野では施設園芸が過半を占めている（図Ⅱ－59 。）
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図Ⅱ－59 農業・食品産業分野における研修生の推移等

図Ⅱ－58 外国人研修・技能実習制度の仕組み

資料：農林水産省 （財）国際研修協力機構調べ、
注：研修生には、実務研修を行わない者を含む

（研修生及び技能実習移行申請者の推移） （技能実習移行申請者の作業別割合）

資料：厚生労働省「研修・技能実習制度研究会資料 （2006年10月）を基に農林水産省作成。」
注：1) 入国時の在留資格は「研修 、変更後は「特定活動」」

2) 技能実習に進めるのは、所定の技能評価試験による研修成果の評価等の要件を満たした者
「 」 、 、 、 。3) 研修 の在留資格では 入管法上 報酬を受ける活動が禁止されており 研修生は労働者とならない

座学研修 実務研修 雇用関係の下での実習

技能実習研修
１年以内

最長３年

入国 在留資格の変更 帰国

*1　1989年に在留資格「研修」が設けられた後、1993年に技能実習制度が創設され、1997年にはその滞在期間
　が延長されて、現行の研修・技能実習制度となった。
*2　耕種農業には、施設園芸と畑作・野菜の２作業が、畜産農業には、養豚、養鶏、酪農の３作業がある。この
　ほかに食品製造業では、缶詰巻締等11作業が対象となっている。
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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
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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。

66.1

52.5
47.4

40.4 38.6

71.4
78.7
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45.5 44.8
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出荷・販売 簿記・記帳 農産物

の加工

農畜産物の

生産活動

市場情報

の収集

％

女性の意向
男性の意識

　0

＝

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。

市町村・
地域段階

全国
段階

都道府県
段階

組合員
（万人）
正組合員
：500

准組合員
：419

（2005年３月

31日現在）

JA信連 36

代表機能
指導事業

経済事業

信用事業

共済事業

厚生事業

JA中央会
47

JA経済連 ９

JA厚生連
36

JA全農

JA全中

JA全厚連

購買：生産資材等の供給
販売：農産物の出荷・販売

金融サービスの提供

保険サービスの提供

病院、診療施設の設置

JA全共連

農林中金

農協・連合会の指導・
監査・教育の実施

総合農協
：810

（2007年11月１

日現在）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

済生会

日赤

JA厚生連

病院

14大都市
30万～20万

20万～10万 10万～５万 ５万人未満

30万人以上

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。

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
％

2002年 03 04 05 06

畜産用動物

飼料

肥料

光熱動力費

その他

農業薬剤

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

100

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」
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（飼料価格の高騰により畜産物の生産コストは上昇）

家畜の飼料となる配合飼料の価格は、穀物の国際価格や海上運賃の上昇により高騰してお

り、2007年には2006年前半に比べて約２割上昇している（図Ⅱ－73 。これを反映させると）

畜産物の生産コスト全体も５～15％上昇すると試算されている。配合飼料価格安定制度 で*1

、 、 、 、は 2006年度第３四半期以降 連続して通常補てんが発動され 2006年度第４四半期以降は

これに加えて異常補てんも発動されており、畜産経営に及ぼす影響が緩和されているが、畜

産経営の負担は増嵩している。

このようななか、我が国の飼料自給率の向上

に向けて、とうもろこし等の高収量作物や稲発

酵粗飼料等の飼料作物の生産拡大、放牧の利用

促進、国産稲わらの利用推進を図ることが求め

られる。さらに、食品残さの飼料化（エコフィ

ード）のほか、飼料用米の活用についても進め

ていくことが重要である。

（畜産経営の悪化に対し、緊急対策を実施）

畜産経営の多くがコスト削減の努力を行っているが、飼料価格の高騰はその限度を超える

状況となっている。このため、政府による2008年度畜産物価格等の決定にあわせ、飼料価格

の高騰に対応するための緊急対策を実施することが決められた（図Ⅱ－74 。）

*1 「用語の解説」参照

図Ⅱ－74 2008年度畜産・酪農緊急対策のポイント

◆ 酪農家支援のための緊急対策 ◆

○ 都府県の酪農家に「酪農経営強化計画（３か年計画 」に基づく自給飼料の生産拡大等の取組に対する交）

付金を交付（単年度限り 。）

○ 飲用牛乳向け需要低迷時のセーフティネットとして、生産者団体の行う「とも補償」等への支援対策の
創設。

○ 飼料価格の高騰等を踏まえ、加工原料乳生産者補給金単価を引き上げ。
○ 新たにバター・脱脂粉乳からの置き換えとなる生クリーム等向け生乳が供給拡大されることを踏まえ、
生乳需要構造改革事業の所要額を増額。

◆ 肉用牛農家支援のための緊急対策 ◆

○ 飼料価格の高騰等を踏まえ、肉用子牛の保証基準価格及び牛肉の安定価格を引き上げ。
○ 飼料価格の高騰等による肉用牛肥育経営の物財費割れの一部を緊急に補てん。
○ 繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆ 養豚農家支援のための緊急対策 ◆

○ 飼料価格の高騰等を踏まえ、豚肉の安定価格を引き上げ。
○ 地域肉豚事業に係る基金を活用した緊急経営支援対策の実施。
○ 繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆ 畜産・酪農経営支援のための緊急融資対策 ◆

○ 家畜飼料特別支援資金の融資限度枠の拡充。

○ 畜産・酪農生産性向上のための個人向け補助付きリース事業の創設。

◆ 自給飼料基盤強化のための緊急対策 ◆

○ 飼料作物以外が作付けされている畑地等における新たな青刈とうもろこし等高収量作物の作付を支援。
○ 飼料用米やエコフィード等の飼料利用の拡大定着による自給可能な国産飼料の生産・利用拡大を支援。

図Ⅱ－73 配合飼料価格の推移

資料：農林水産省作成
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資料：農林水産省調べ
注：配合飼料価格は、工場渡しのバラ及び袋物の全畜
種の加重平均価格（税込み価格）である。
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イ 麦、大豆、野菜、果実の動向

（小麦は、需要者ニーズに応じた品質向上が必要）

2007年産の国内産麦（４麦）の作付面積は、前年より３％減少して26万４千haとなった。

生産量は、天候に恵まれたことから前年産より９％増加して110万５千ｔとなった（図Ⅱ

－75 。小麦の生産量は過去10年で最高となり、基本計画の生産努力目標（86万ｔ）を超え）

る90万9,700ｔであったが、大麦・裸麦は目標（35万ｔ）の６割弱にとどまっている。

我が国の麦需要量 （2006年度）は、小麦が623万ｔ、大麦は230万ｔであり、このうち小
*1

麦は８割以上が食料用で、国産小麦は主にうどん用に向けられている（図Ⅱ－76 。大麦は）

ほぼ半分が飼料用で、残りは加工用と主食用であり、国産大麦は主食用（押麦）が９割のほ

か、加工用（みそ、麦茶等）向けとなっている。

近年、外国産麦価格の上昇を受けて国内産麦の需要が高まっているものの、外国産麦と比

べて品質のばらつきが大きいなど依然として品質面では需要者ニーズを満たしておらず、そ

の改善が求められている。また、国内産麦の国際競争力強化のためには、生産性の向上が不

可欠となっている。

（ 適地適作」の徹底が必要）「

麦生産が安定的に行われるためには、生産コストの低減による安定的な所得確保が必要で

ある。このため、経営能力に優れた担い手の育成や新品種の導入等といった生産対策の推進

をはじめ 「適地適作」の考え方を徹底して、小麦の品質や収量の劣る地域においては小麦、

から大麦・裸麦への麦種転換を誘導することも必要である。

産地においては、農協、生産者代表、市町村、普及指導センター等で構成する産地協議会

が設置され、地域の実情に即した目標設定と、品質向上や生産の安定といった課題解決のた

めの具体策の明確化を図る産地強化計画の策定が行われている。

資料：農林水産省「作物統計」、「農業経営統計調査

　　(農産物生産費統計)」
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図Ⅱ－75 麦の生産動向

パン用
158万ｔ

その他めん用
124万ｔ

うどん用
65万ｔ

菓子用
77万ｔ

その他小麦粉（家庭用等）
97万ｔ

みそ・しょうゆ用 16万ｔ

資料：農林水産省「食料需給表」を基に推計
　注：（　）内は、それぞれの用途における国産
　　小麦の割合である。

国産小麦

１万ｔ
（1％）

４万ｔ
（３％）

41万ｔ（63％）

18万ｔ
（23％）

７万ｔ
（７％）

２万ｔ（12％）

図Ⅱ－76 食料用・加工用小麦の用途別
需要量（2005年度、推計）
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（大豆の生産は収量が不安定）

2007年産大豆の作付面積は、東北において水稲からの転換により増加したが、北海道にお

いて小豆やいんげんへの転換等があり減少したため、前年より2.7％減少して13万8,300haと

なった 一方 単収は 九州において天候に恵まれたこと等から前年産を上回る10ａ当たり166。 、 、

㎏となり、生産量は前年産並の22万9,400ｔとなった（図Ⅱ－77 。）

大豆の需要量は、近年500万ｔ程度で推移していたが、2006年度には国際価格の高騰によ

り油糧用の需要が減少したため、435万ｔとなっている。このうち、油糧用以外の豆腐、み

そ・しょうゆ、納豆等に仕向けられる食品用は100万ｔ程度である。国産大豆は実需者から

味の良さや安心感等が評価され、ほぼ全量が食品用に供給されている。2005年度に国内で生

産された大豆（21万８千ｔ）は、６割が豆腐用、１割が煮豆・そう菜用となっている（図Ⅱ

－78 。）

（安定生産、コスト削減、品質向上が必要）

国産大豆の流通は、生産者団体等をとおして問屋や加工メーカーとの間で入札、相対、契

約栽培取引により行われるほか、生産者が実需者に直接販売する場合もある。実需者は、用

途に応じた品質の向上、均質化、大ロット化とともに、生産量や価格の安定を求めている。

このため、新技術の開発や新品種の育成等の推進を通じて、安定生産、コスト削減、品質

向上を図るなど、実需者との安定的な取引関係の構築に向けた産地改革を着実に進めていく

ことが求められている（図Ⅱ－79 。）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

92 95 98 2001 04 07

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1989
年産

2015年度の10ａ当たり
収量目標（右目盛）

10ａ当たり収量
 （右目盛）

万t
6

7

8

9
10ａ当たり
全算入生産費

万円/10ａ

kg/10ａ

収穫量

2015年度
(目標)

（ 、 ）図Ⅱ－78 大豆の需要構造 2005年度 推計図Ⅱ－77 大豆の生産動向

油糧用
4,296千t

食品用
1,052千t

豆腐
496千t

納豆
136千t

みそ・しょうゆ 171千t

その他 215千t

国産大豆

134千t
(27％)

29千t(88%)

煮豆・そう菜
33千t

15千t
(11％)

12千t（７％）

28千t（13％）
218千t
（21％）

0t
（0％）

図Ⅱ－79 大豆の用途別に求められる品質

大粒で糖分含量が高いこと
外観品質が良いこと（１等、２等）

大中粒で糖分含量が高いこと
汚損・着色粒を含まないこと

たんぱく質含量が高いこと

極小粒で粒揃いが良いこと
外観品質が良いこと（１等、２等）

煮豆用

みそ用

豆腐用

納豆用

資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省作成
注：1) 食品用大豆の内訳と国産大豆使用量は、推計

値である。

2) （ ）内は、それぞれの用途における国産大豆

の割合である。

資料：農林水産省「作物統計 「農業経営統計調査（農産」、
物生産費統計）
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（野菜・果実の自給率は低下傾向）

野菜の生産量（2006年度）は、前年度より1.0％減少して1,236万ｔ、輸入量（2007年、速

報値、加工品を含む）は過去最高であった2005年より16.3％減少して211万ｔとなった。特

に、中国産への敬遠の動きが広がったこともあり、中国からの生鮮野菜の輸入は前年より○

％減少した。一方、野菜の需要量は1,560万ｔ（2006年度）と、近年減少傾向で推移してい

るが、食の外部化の進展等により家庭消費用が減少し、加工・業務用需要がふえている状況

にある。近年、野菜の国内生産が減少傾向にある一方、年間を通じた安定生産、均質性、低

、 （ ）。価格等の理由から輸入は増加傾向にあるため 野菜の自給率は低下傾向にある 図Ⅱ－80

他方、果実の生産量（2006年度）は前年度より12.7％減少して323万ｔ、輸入量は同5.6％

減少して513万ｔとなった。果実の需要量は近年800～900万ｔで推移しているが、国内生産

の減少や果実加工品の輸入増加等により自給率は低下傾向にある（図Ⅱ－81 。）

（施設園芸の省エネルギー対策を支援）

近年の原油価格の高騰は、施設園芸農家の経営に影響を与えている。野菜や果実の温室栽

培で使われるＡ重油価格は2005年から高騰しており、2007年10月時点では2004年に比べ約29

円/ℓ（60％）上昇している。施設園芸農家の農業経営費全体に占める動力光熱費の割合は２

、 。 、～３割程度であり Ａ重油価格の上昇は生産コストの増加に直結している このようななか

原油価格高騰対策として、省エネルギー対策の徹底を図ることを基本として、温室の暖房効

率や保温性を確保する施設整備に対して国の緊急支援が行われている。また、こうした支援

を通じて原油価格高騰に耐え得る産地体制を確立することとされている。

（野菜は加工・業務用需要への対応、果実は労働力確保等が課題）

野菜や果実の生産は、気候や土地条件に制約されることから、歴史的に産地が形成されて

いる。産地の多くでは、行政や農協等の協力のもと、栽培技術の普及や生産物の集出荷が効

、 、 。率的に行われ 大ロットでの販売や供給数量の調整のほか ブランド形成等も行われている

このように、野菜や果実の産地は、単に生産者が集まるだけでなく、売り手としての立場の

強化を図ってきたが、近年、高齢化や後継者不足により作付面積や生産量が減少し、生産基

盤のぜい弱化が進行している。また、野菜の国内生産は、特に加工・業務用需要への対応が

必要となっており、果実は労働力確保や需要に見合った生産が課題となっている。
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「 」、 「 」資料：財務省 貿易統計 農林水産省 食料需給表
、 。注：1) 自給率は重量ベースで 年度の数値である

2) 輸入量は、加工品を含む数値である。

図Ⅱ－80 野菜の輸入量及び自給率の推移
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資料：農林水産省「食料需給表 、農林水産省調べ」
、 。注：1) 自給率は重量ベースで 年度の数値である

2) 輸入量は、生鮮換算した数値である。

図Ⅱ－81 果実の国内生産量、輸入量
及び自給率の推移



*1 健康寿命の延伸等を実現するため、2010年度を目途に具体的な目標等を提示した「21世紀における国民健
康づくり運動」のこと

*2 生産、流通、消費の関係団体並びに農学、医学、栄養学、料理等の関係者から構成された「果物のある食
生活推進全国協議会」が策定した指針であり、新しい科学的知見等に応じて随時見直すこととされている。
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（新たな野菜・果実対策へ移行）

このようななか、野菜については、2007年度から契約取引の推進や需給調整の的確な実施

により担い手の所得を安定的に確保するとともに、価格安定制度を通じて担い手の育成・確

保に取り組む産地への重点支援を行うなど、新たな野菜対策が講じられた。また、食料自給

率の向上を図るため、野菜の生産拡大が重点項目の一つとされ、加工・業務用向けの新たな

野菜産地の形成や、生産拡大に取り組む産地の状況に応じた実需者とのマッチング、人材育

成等の支援・指導を実施するなど、加工・業務用需要に対応できる生産供給体制の整備を行

うこととされている。

一方、果実については、これまでの果樹経営安定対策を廃止し、産地自らが策定した「果

樹産地構造改革計画」に基づき、消費者ニーズに対応した産地の競争力の強化に向けて、優

良品目・品種への転換等に取り組む産地や担い手を支援する果樹経営支援対策が導入されて

いる。

（野菜廃棄の「もったいない」をなくすためには消費者の取組も重要）

野菜については、供給過剰により産地廃棄が行われたことに対して、消費者から「もった

いない」との批判が寄せられたが、2007年に有識者による委員会で検討が行われ、その提言

に基づき、消費拡大に向けた広報、産地と有効利用先との結びつけといった様々な取組が行

われている（図Ⅱ－82 。）

また 健康日本21 で示されている野菜の摂取目標量は 15歳以上で１人１日当たり350、「 」 、*1

ｇ（１日５皿分）であるが、実際の摂取量は、すべての年代でこの水準を下回っている状況

にある。供給過剰時に意識的に野菜を食べることは、産地廃棄の防止にも貢献できる。

（果実の消費拡大には販売面での工夫が必要）

果実についても、野菜と同様、摂取量が減少している。世界的にも我が国の果実摂取量は

、 、「 」少なく 主要国の中で最も多いオランダの３割程度と 毎日くだもの200グラム運動指針
*2

による摂取目標量を下回っている。

果実の流通経路は、卸売市場を経由する割合が年々減少しており、全農や生協等市場を通

さない独自の取引、宅配等が増加し、多様化が進行している。また、小売段階での業態別販

売割合をみると、量販店の販売シェアが拡大しているため、食べ方や栄養素等の情報提供が

行われる対面販売が減少している。このようななかで果実の需要を維持・拡大していくため

には、量販店でも消費者への的確な情報提供を行うことに加え、生産者・流通業者ともに、

消費者ニーズを踏まえた積極的な販売戦略を策定することが必要である。

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－82 野菜の過剰時に備えた対策の内容

消費拡大に向けた広報 産地と有効利用先の結びつけ 加工向け販売 出荷の後送り

農家、消費者、加工・
販売業者等が連携

漬け物等有効利用する取引先を探した
り、過剰時に直ちに有効利用
できるようにする

計画的に出荷を
加工用に利用 遅らせる
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（４）農林水産物・食品の輸出促進の取組

（農林水産物・食品の輸出額は大幅に増加）

世界的な日本食ブームやアジア諸国の所得水準の向上を背景として、我が国農林水産物・

食品の輸出は近年大幅に増加している。2007年の輸出額は前年より16％増加して4,338億円

となり、３年前の2004年と比べて1.5倍と大きく増加した（図Ⅱ－83 。）

「21世紀新農政2006」では、農林水産物・食品の輸出額を2004年からの５年間で倍増する

目標が掲げられ 「21世紀新農政2007」では、この取組をさらに加速させ、2013年までに輸、

出額を１兆円規模とする目標が新たに示され、その実現に向けた取組が行われている。

（2007年の輸出先の第１位は香港）

農林水産物・食品の輸出増加には、水産物輸出の増加が大きく寄与しており、 近では農

産物の寄与も大きい（図Ⅱ－84 。輸出先は、米国やアジアが中心であるが、2007年は香港）

が米国を抜いて１位になり（図Ⅱ－85 、また、経済発展に伴う高額所得者層の増加が著し）

い中国向けの輸出額の伸びも顕著で、輸出額は2007年には564億円と５年前の1.9倍に増加し

ている。

図Ⅱ－83 農林水産物・食品の輸出額の推移

←水産物

←林産物

←農産物

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

図Ⅱ－85 農林水産物・食品の輸出先国の分布
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(25か国)
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5％

シ ン ガ
ポ ー ル
2％

その他

15％

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて

農産物または水産物に分類している。
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

図Ⅱ－84 農林水産物・食品の輸出額の
増加率と寄与度
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（長いも、りんご、いちご、牛肉の輸出が拡大）

品目別にみると近年、長いも、りんご、いちご、牛肉、鶏肉、緑茶のほか、チョコレート

菓子等の菓子の輸出の伸びが著しくなっている（表Ⅱ－５ 。米については、台湾、米国、）

香港等で人気となっているが、2007年６月、中国への輸出が４年ぶりに再開され、2008年３

月までに174ｔが輸出されている(P)。

表Ⅱ－５ 輸出額が増加している農産物の例

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

＜事例：各地で様々に取り組まれる米の輸出＞

米の輸出に関しては、各地で様々な取組が行われている。例えば福井県では、経済連と県が連携して

始まり2006積極的に東アジア市場へ福井産米の販路開拓を行った結果、2005年からコシヒカリの輸出が

年には香港へ5.5ｔ、台湾へ2.1ｔを輸出している。また、新潟県上越市では、市の農業者グループがコ
じょうえつし

シヒカリを台湾へ毎月１ｔずつ安定して輸出しており、2007年からは香港や豪州への販路拡大にも取り

組んでいる。

さらに、島根県のJA西いわみでは、減農薬・減化学肥料で生産した米を「ヘルシー元氣米」として、

2003年から台湾へ輸出している。品質管理を徹底し差別化を図ることで、小口でも単価が高く売れる市

場を開拓しており、2006年の輸出量は７ｔとなっている。当初、台湾の輸入業者から、高い日本米は売

れないと指摘を受けたため、残りは買い戻すという条件で販売したところ、２日で完売したことから、

全量買取販売方式の安定した輸出へ変更を行った。これにより、生産者の意欲が増して米の作付面積が

拡大したほか、メロン等他の農産物の輸出ルートの確立にもつながっている。

中国では、近年、経済成長に伴う所得向上等からジャポニカ米に対する需要が高まり、米生産量に占

めるジャポニカ米の比率も30％（2004年）に及んでいる。一方、中国には総人口の1.5％（２千万人）

といわれる月収10万元（約150万円）以上の「富裕層」につぎ、月収５

万元（約75万円、上海の一般的サラリーマンの月収は４万５千円）から

10万元を稼ぐ「有産階級層（ネクストリッチ） 」も急速に増加してい＊１

る。この階層は、主要16都市の人口の１割近く、全国で５千万人を超え

ると推定され、北京オリンピックを控え、今後さらな

る増加が見込まれている。特に、若年の有産階級層の

特徴として、自分の気に入った物に対しては、高価で

も対価を払う意欲があることが指摘されており、それ

らの層に対して米をはじめとする農産物の輸出に戦略

的に取り組むことが重要となっている。
上越市による香港での販売促進

地図

品目
輸出額

(2007年)

対前

年比

対2002
年比

備考 品目
輸出額

(2007年)

対前

年比

対2002
年比

備考

長いも 19億円 104％ 92％
薬膳料理の食材とし
て台湾、米国へ 米

（援助米
を除く）

５億円 124％ 244％

寿司等の日本食
ブームを受けて、
台湾、香港、米国
等で人気。2007年
６月には中国への
輸出を再開

りんご 80億円 140％ 301％
台湾で、大玉のりん
ごが贈答品として人
気

いちご １億円 123％ 1838％
香港、台湾へ贈答用
として好評

緑茶 32億円 105％ 234％
欧米等で緑茶ブー
ム

牛肉 20億円 314％ 1559％
米国、香港向け輸出
が本格化

菓子 115億円 115％ 175％
チョコレートは、
中国や台湾で、動
脈硬化の予防に効
果があるとされる
カカオを多く含む
製品を中心に人気

鶏肉 ９億円 302％ 268％
もみじ(鶏足)等の需
要増加により、ベト
ナム向け輸出が増加

チョコ
レート
菓子

55億円 118％ 232％

*1 (株)野村総合研究所「ネクストリッチ（有産階級層）の構造とマーケット 。有産階級層は、都市部に」
出現し、自動車や不動産等の高級品に購買意欲がある層とされている。



*1 米・米加工品、野菜・野菜加工品、果実・果実加工品、花き、牛乳・乳製品、食肉・食肉加工品その他畜
産品、茶、水産物・水産加工品、特用林産物、加工食品、木材の11品目
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（総合的な輸出戦略の具体化を推進）

2013年までに輸出額を１兆円規模とする目標の実現に向けて、2007年５月に農林水産物等

「 」 。輸出促進全国協議会において 我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略 が了承された

同戦略では、関係府省、地方公共団体等が連携を図り、輸出環境の整備、品目別の戦略的な

輸出促進、意欲ある農林漁業者等に対する支援、日本食・日本食材等の海外への情報発信を

行うこととされている。

（整備が進む輸出環境）

民間だけでは対処できない相手国の制度等の輸出阻害要因を解消するため、検疫協議の加

速化による検疫問題の解決とともに、加工施設等におけるHACCP手法の導入、生産段階にお
ハ シ ッ プ

けるGAP手法の導入等が推進されている。また、検疫協議については、国内の要望や相手国
ｷﾞｬｯﾌﾟ

内の需要を踏まえ、比較的早めに課題が解決する見込みのある技術的協議を優先的に進める

など戦略的対応を図っている。GAP手法の導入においては、EU内の小売業への農産物出荷の

条件であるGLOBALGAPの在日日本人審査員による審査体制が整備されるとともに、我が国の
ｸﾞﾛ ｰ ﾊ ﾞ ﾙ ｷ ﾞ ｬ ｯ ﾌ ﾟ

GAPの一つであるJG A PがGLOBALGAP同等性認証を取得するなど、輸出環境の整備が進められ
ｼﾞｪｲｷﾞｬｯﾌﾟ

ている（図Ⅱ－86 。）

（品目別の戦略的な輸出促進の取組が重要）

また、品目ごとに輸出促進を重点的に図るべき国は異なるため、品目別の戦略的な輸出促

進に取り組むことが重要である。このため、米・米加工品をはじめとする11の主要品目 に
*1

ついて、例えば、米・米加工品の場合、米は台湾、米国、香港、シンガポール、中国、加工

米飯は米国、カナダを重点国とするなど、重点個別品目と重点国が明確化され、輸出拡大に

向けた工程表が策定されている。また、果実（P）と和牛における統一マークの作成等、知

的財産戦略・ブランド戦略の推進、品目別の広報戦略の策定と広報媒体の整備、供給基盤の

強化も一体的に進められている。

図Ⅱ－86 輸出環境の整備の例

○水産物 EU向け：21施設、米国向け：226施設

○牛肉 米国向け：４施設、香港向け：４施設

・複雑なEU-HACCP規則が関係者に十分周知されていない

EU内の小売業への出荷にはGLOBALGAP取得

が求められることがあり、海外からの審査

員招請コストが大きかったが

○GLOBALGAPの在日日本人審査員が誕生

（2007年４月）

○認定基準の明確化

・既認定施設事例集の作成

○認定基準の周知

・民間機関の活用（技術的助言）

・講習会開催

○基準に合致した施設整備の支援、品質管理の実践

○先進的な農業者にも対応しうるGAP手法
の導入について、普及指導員等による生産
現場での指導・助言を含めた支援を実施

HACCP手法の導入 GAP手法の導入

現

状

今

後

の

対

応

資料：農林水産省作成

現

状

今
後
の
対
応
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（意欲ある農林漁業者等に対して支援）

他方、輸出の取組に意欲がある農林漁業者等に対しては、国内外バイヤーとの商談の場の

提供、海外高級百貨店等に開設する常設店舗への出店募集、海外における販売促進活動に対

する支援等が行われている。これらは、我が国の多様な農林水産物・食品を広く紹介すると

、 。ともに 我が国の生産者と海外の輸入業者・消費者等との関係を深めることに貢献している

このほか、地方農政局が中心となって、地域の輸出促進に係る協議会を設置し、農林漁業者

等に対するきめ細かなニーズへの丁寧な対応を図っている。

（日本食・日本食材等の海外への情報発信が重要）

農林水産業・食品の輸出を一層促進するためには、日本食・日本食材等の海外発信が効果

的に行われることが重要である。このため、輸出促進ロゴマークの作成 （2006年）を行っ
＊１

たほか、中国への米輸出再開時等に当たって重点的・戦略的にイベントが開催されている。

また、関係府省・団体等と連携し、外国人オピニオンリーダー等に対して、旬の高品質な日

」 。本食材を用いた日本食等を提供する｢WASHOKU-Try Japan's Good Food 事業が行われている

一方、日本食のショールームである海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及

を通じて、日本食材の輸出促進を図るため、2007年７月に民間有志により、特定非営利活動

法人（NPO法人 「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO 」が設立された。JROは、台
＊2

） ）

北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者のネット

ワークを築いている。

場所等 内容

野菜等を香港、シンガ

ポールへ輸出
　　　　 なりたし

【千葉県成田市】

　成田市にある生産者連合は、有機や特別栽培による農作物の生産・加工・販売を

行っているが、香港で農薬に対する不安が出ていたことを知り、その立地を活かし

て、1994年から在留邦人向けに生鮮野菜の輸出を開始した。しかし、現地には日本

のような宅配システムがなく、配送途中の品質低下が問題となったため、配送を指

導するとともに、保冷パックを入れるなどの対応を行った。1998年にはシンガポー

ルへの輸出を開始し、2003年には１千人の顧客をかかえるまでになった。現地のテ

レビの料理番組で日本の野菜を紹介するなどの広告・宣伝活動も行っている。

富有柿を香港へ輸出

【岐阜県】

　岐阜県では、香港で日本の富有柿が高級果実として販売できることに注目し、

2004年度に全農岐阜県本部や県、関係10数社等で構成される「岐阜県農林水産物輸

出促進協議会」を設立し、現地の輸入商社との商談会や小売店での岐阜県産農産物

・食品フェアを開催している。フェア開催店では、富有柿の継続販売が実現してお

り、現在は富有柿が岐阜県発祥ということや、産地としての岐阜県のイメージ付け

を行い、ブランド確立に取り組み、2006年度の輸出量は22ｔに増加している。

統一マークによる和牛

肉のブランド化の取組

　海外のレストランやスーパーマーケットで、外国産牛肉が

｢WAGYU｣の表示で販売されている例がみられるため、2007年

12月から日本産の和牛であることを証明する和牛統一マーク

を策定し、外国産牛肉との差別化を図っている。

　マークは（社）中央畜産会が国内外で商標登録を申請して

おり、今後は日本産和牛肉の取扱業者等が輸出用パッケージ

に印刷し、また、販売時にシールを商品に貼るなどにより使

用し、和牛肉のブランド化を一層推進することとしている。

表Ⅱ－６ 農産物の輸出取組事例

資料：農林水産省作成

和牛統一マーク

*1 トピックスP10参照
*2 ［用語の解説］を参照
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（５）農業の体質強化と高付加価値化に向けた多様な取組

ア 知的財産の創造・保護・活用の取組

（知的財産の創造・保護・活用により、農林水産業が持続的に発展）

我が国の農林水産物・食品は、関係者の努力をはじめ、技術、伝統、文化といった貴重な

知的財産によって成り立っており、他国に類をみない特質・強さを有している。我が国の農

林水産業が国際競争力の強化や収益性の向上により持続的に発展し、ひいては地域の活性化

につながっていくためには、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

くことが重要である（図Ⅱ－87 。）

（知的財産戦略に沿って各種施策を推進）

このため、2007年３月に「農林水産省知的財産戦略」 が策定された。同戦略に基づき、
＊１

研究開発を活用した新需要・新産業創出、生産者や現場の指導者のための「知的財産取扱指

針」の作成、権利侵害への対応強化、農林水産業者等への意識啓発・知識の普及をはじめと

する具体的施策が推進されている（図Ⅱ－88 。）

図Ⅱ－87 農林水産分野の知的財産

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－88 農林水産省知的財産戦略における主な施策

資料：農林水産省作成

１．創造・活用

２．保護

３．普及啓発・人材育成

研究・技術開発分野 生産現場・農山漁村

●生産者や現場の指導者のための知財取扱指針作成

●地域資源の発掘、再認識によるブランド化・事業化の促進

●研究開発を活用した新需要・新産業創出

●遺伝子特許の取得と新品種創出や育種改良の促進

●研究ニーズの発掘と研究成果の実用化促進

（１）農林水産知財ネットワークの構築

（２）新分野開拓に向けた連携強化

（１）身近な景観や食文化等地域資源の再発見・活用

（２）地域ブランド化への支援

●農林水産業者・研究者・普及指導員等における意識啓発、知識の普及

海外

●日本ブランド対策

●権利侵害への対応強化 ●海外での育成者権保護強化 ●海外での侵害に関する相談窓口の設置

知的財産権の例

●古くからある農業技術

●古くからある植物品種（コシヒカリ、ふじ等）

●和牛等の動物の遺伝資源

●ブランド（地域ブランド、企業ブランド等）

●食文化・伝統文化

●人々の手によってつくられた農山漁村景観

知的財産権以外の重要な知的財産

●育成者権
（植物の新品種の保護）

●特許権
（カボチャの空中栽培の方法、有用機
能が解明された遺伝子等）

●実用新案権
（長いもを形良く育てるパイプ等）

●商標権

●意匠権
（使いやすいせん定ハサミ等）

*1 農林水産省知的財産戦略本部において策定



- 137 -

（知的財産を活用するための研究・技術開発、産地育成を推進）

近年、血圧上昇抑制作用の効果が期待されるGABAを多く含む巨大胚芽米や、肝機能改善作
ギ ヤ バ

用の効果が期待されるアントシアニンを多く含んだ紫サツマイモ、生糸を活用したUVカット

繊維等、機能性成分を有した様々な新食品や新素材の開発が行われている。これらの市場の

規模を2010年度までに700億円程度とすることを目標として、新たな研究、技術開発、実用

化、産地育成が推進されている。

（生産現場での知的財産の活用等や地域ブランド化を戦略的に推進）

一方、生産現場でも知的財産の創造・保護・活用が図られている 「農業の現場における。

知的財産取扱指針 （2007年８月策定）に基づき、技術・ノウハウ等の発掘・創造・保護が」

推進されるとともに 「農山漁村の郷土料理百選」の選定を行われるなど、地域資源の発掘、

にも力が注がれている。

また、地域が真に力のある「地域ブランド」を確立していくには、生産・品質管理、名称

管理、マーケティング力の向上等一貫した取組を行うことが重要である。このような地域の

取組を応援するため、取組主体や支援者が情報交換したり、成功事例の収集・発信を行った

りする場として、2007年11月に「食と農林水産業の地域ブランド協議会」が設立された。

今後、地域ブランド化の取組全体について一貫してアドバイスするプロデューサーや専門

家の招へい、調査や機器整備等の支援が行われる。

（知的財産の保護強化が必要）

知的財産の創造・保護・活用を推進するため、育成者権審査の迅速化、権利侵害対策支援

の充実強化等により、植物新品種や家畜の遺伝資源の保護を強化する必要がある。特に、育

成者権が知的財産権として定着し、価値が高まる一方、侵害事例も多数みられることから、

、 （ ）。2007年５月に種苗法が改正され 罰則を強化するなど侵害対策が強化されている 図Ⅱ－89

また、東アジアでは品種保護制度の整備が遅れていることから、我が国が提唱した「東アジ

ア植物品種保護フォーラム」の設置について、2007年11月にASEAN10か国と中国、韓国が賛

同し、今後、新品種の審査・登録手続きの統一等を図っていくこととされている。

資料：(社)農林水産先端技術産業振興センター調べ（2006年３月公表）
注：育成者権者2,055人を対象として実施したアンケート調査（回収率26.1％）

図Ⅱ－89 育成者権者が受けた権利侵害事例の内容

件

国内での種苗の無断増殖と販売

海外で増殖した種苗や収穫物の
我が国への輸入・販売

海外での種苗や収穫物の販売

国内での種苗の無断増殖と収穫
物の販売

海外で増殖した種苗や収穫物の
第三国への輸入・販売

その他

０ 20 40 60 80 100

87

84
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４
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イ 研究・技術開発の推進状況

（農業・食品分野の研究・技術開発は様々な分野で期待）

農業や食品分野における研究・技術開発は、競争力の強化や付加価値の創出・向上をもた

らすだけでなく、農林水産分野に加えて医療・工業の分野も含めた新たな需要を創出するな

ど、社会的に貢献することが期待されている。このため、食料・農業・農村に関する様々な

政策課題に対応して、国、独立行政法人研究機関、公立試験研究機関等の研究勢力を結集し

ながら、様々な研究・技術開発が進められている。

（省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の実施）

効率的、安定的な農業経営の育成に資するため、省力・省エネ・コスト低減を図る生産シ

ステムの開発をテーマとし、生産性の大幅な向上に向けた研究・技術開発が行われている。

例えば、慣行の水稲栽培では、春先の短期間に代かき、移植等作業が集中するとともに、

作業工程ごとに機械が必要である。これに対し、耕起作業を省略し、乾田状態のまま播種機

で種もみを播く不耕起乾田直播栽培を導入することで、代かき等が不要となり、労働時間が

慣行栽培より10ａ当たり６割減である６時間で済む事例も報告されている。この場合、水稲

・麦・大豆での汎用利用が可能な播種機を用いていることから、機械稼働面積の拡大による

機械費の低減効果も期待される（図Ⅱ－90 。）

また、漏水が激しく、これを防ぐために代かきが欠かせない水田では、農閑期の冬期に代

かきをすませ、春に乾田直播を行うことで、育苗が省略できる。加えて、移植に比べて播種

の作業速度が高いことにより労働の集中が軽減され、10ａ当たりの労働時間を３割削減でき

る事例が報告されている。

さらに、施設園芸経営のコスト低減に向けては、施設の設置コストの削減、収穫作業の省

力化等が求められている。このようななか、近年、従来型の鉄骨ハウス並みの強度で設置費

が６割程度となる低コストハウスが実用化された。また、イチゴの栽培では、画像解析によ

り一果実ごとに着色程度を認識し適期収穫を行うイチゴ収穫ロボットやパック詰めロボット

が開発されつつあり、10a当たり1,800時間と多大な労働の一部代替が期待されている。

資料：(独)農業・食品産業技術総合研究機構資料、栃木県農業試験場資料を基に農林水産省で作成

図Ⅱ－90 省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の事例
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しながら、溝を切り播種。
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いずれも慣行とほぼ同じ。
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（食料・環境・エネルギー問題の解決に貢献する新品種を開発）

我が国主導の国際研究により、2004年にイネゲノム全塩基配列（約３億７千万塩基）の解

読が達成された。この成果を活用して、重要遺伝子の機能解明を進めるとともに、DNAマー

カー育種技術や遺伝子組換え技術等の革新的技術を利用して、2010年度までに50件程度の新

品種の創出を図るとともに、さらに飼料やバイオマスの原料として超多収イネや複合病虫害

抵抗性イネ等の開発が行われている（図Ⅱ－91 。また、乾燥等から植物を守るための指令）

を発するDREB（環境応答因子）遺伝子を活用した乾燥や塩害に強い小麦の開発や、カドミウ
ド レ ブ

ム等土壌の汚染物質を効率的に吸収する作物の開発、エタノール転換効率を高めるためのリ

グニン含有率の低いバイオマス作物の開発等が進められている。

（食の安全と消費者の信頼確保に向けたリスク管理技術や品種判別技術を開発）

食品に対する消費者の信頼確保や育成者権の保護という政策課題に対応して、農林水産物

の品種、産地等を判別するための様々な研究が実施されている。現在、DNA分析により米や

果実をはじめとする多くの生鮮品の品種判別が可能になっており、判別が難しい加工品の技

術開発が進められている（図Ⅱ－92 。）

また、鳥インフルエンザやBSE等の人獣共通感染症については、人への潜在的感染リスク

を 低限に抑制するとともに、畜産農家の経済的損失の低減化を図る技術の開発が求められ

ている。このため、検査技術の迅速化や病原学的・疫学的知見を集積することにより、現在

実施されている防疫措置の高精度化、効率化を図り、感染リスクの低減と防疫措置に係る農

家の経済的損失及び行政コストの低減を図る取り組みが進められている。

図Ⅱ－91 食料、環境、エネルギー問題の解決に貢献する作物開発の事例

図Ⅱ－92 食の安全と消費者の信頼確保に向けた研究・技術開発の事例
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資料：(独)国際農林水産業研究センター資料を基に農林水産省で作成

資料：(独)農業・食品産業技術総合研究機構資料を基に農林水産省で作成
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第３節 共生・対流の促進を通じた農村の活性化

（１）農村と農業集落の現状

ア 人口の動向と社会生活基盤の整備状況

（地方圏で人口が大幅減少との推計）

我が国の人口は、2005年を境に減少局面に入っており、今後長期にわたって減少すると予

想されている。東京圏と名古屋圏では当面は人口が増加する一方、大阪圏と地方圏において

は減少し続けると推計されている（図Ⅱ－93 。高齢化率は三大都市圏、地方圏とも上昇す）

るが、高齢者人口の増加は、今後とも人口が増加する東京圏と名古屋圏において著しくなっ

ている。

図Ⅱ－93 三大都市圏と地方圏の将来人口

*1 １人の女子が生涯に生む子供の数を近似する指標で、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率の合計

*2 人口が減少しないで維持される合計特殊出生率

80

85

90

95

100

105

10 15 20 25 20 35

指数

東京圏

名古屋圏

大阪圏

地方圏

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

10 15 20 25 20 35

指数

東京圏

名古屋圏

大阪圏

地方圏

2005年 2005年

（総人口） （高齢者人口）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来人口推計 （2007年５月推計）」
、 、 、 、 、 、 、注：東京圏は埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県の１都３県 名古屋圏は岐阜県 愛知県 三重県の３県

大阪圏は京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の２府２県であり、地方圏とはこれらを除く道県である。

出生子ども数の多い農村地域

我が国の合計特殊出生率 は減少を続け、人口置換水準 の2.08を大きく下回っていますが、そのなか
*1 *2

で農村的地域を示す非人口集中地区（非DID）では人口集中地区（DID）に比べ平均出生子ども数が多い

傾向にあります。一方、夫婦のどちらかの母親と同居する割合は、非人口集中地区においては４割と高

く、夫妻の母親が子育てを担いやすいことから、農村部の方が子育てしやすい環境にあると考えられま

す。

DID、非DIDと平均出生子ども数、夫妻の母親との同居

（平均出生子ども数） （夫妻どちらかの母親との同居）
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「第３回全国

家庭動向調査」

資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基

本調査」



*1 FTTP：Fiber To The Premises 加入者の敷地まで直接光ファイバケーブルを引き込む方式。個人宅へ引
き込む場合はFTTHともいう。
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（汚水処理施設の普及率は人口規模の小さい町村で低い）

、 、 。農村における道路 上水道 汚水処理施設等の生活環境施設の整備は着実に進展している

しかしながら、汚水処理施設の普及率は人口規模で大きく異なり、人口規模の小さい町村は

依然低い状態にある（図Ⅱ－94 。）

図Ⅱ－94 汚水処理施設普及率の推移（市町村人口規模別）

（情報通信基盤の整備は地域によってばらつき）

情報通信基盤の整備は進んできているが、ブロードバンドの利用が可能な世帯の割合は三

大都市圏で高く、光ファイバ（FTTP ）になると、地域間の格差は依然大きい（図Ⅱ－95 。*1 ）

図Ⅱ－95 都道府県別ブロードバンド整備状況（2007年９月）
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資料：総務省「次世代ブロードバンド戦略2010 関連資料」

資料：農林水産省、国土交通省、環境省調べ
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*1 農林水産省「農林業センサス （2005年 。全域が市街化区域である農業集落を除く。」 ）
*2 国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査 （2007年８月公表）」
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イ 集落の状況

（農業集落は地域の様々な役割を担っている）

農村社会は、農業生産活動を中心として、家と家とが地縁的につながった農業集落を基礎

として維持・形成されている。農業集落は、農地や農業水利施設の維持管理といった農業生

産面の役割にとどまらず、生活環境施設の維持管理、住民の相互扶助、伝統文化の継承等、

地域の様々な役割を担ってきている。現在、全国に13万９千の農業集落が存在し、そのうち

生産活動に不可欠な地域資源の利用や維持管理を共同で行うなどの集落機能を有しているこ

とが確認されたのは、11万900集落となっている 。
*1

（過疎化、高齢化により、集落機能の低下や機能維持も困難に）

過疎地域等においては、地域の自治組織の 小単位である集落が過疎化・高齢化すること

により、集落機能が低下し、機能維持が困難になることが懸念される。市町村への調査によ

ると、高齢者の割合が50％以上の集落のうち、４割が集落機能が低下、または維持が困難と

されている 。*2

また、集落内が実態として無住化し、通年での居住者が存在しない「消滅集落」となる可

能性については、今後10年以内に消滅の可能性がある集落は423集落で、中部圏、四国圏で

高い割合となっている（図Ⅱ－96 。）

図Ⅱ－96 消滅の可能性がある集落・高齢者割合の高い集落（地方ブロック別）

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査 （2007年８月公表）」
注：1999年度時点の過疎市町村及び2006年度時点の過疎市町村775を対象としたアンケート調査（回答率100

％）

 

（上段）10年以内に消滅の可能性がある集落数(割合）
（中段）いずれ消滅の可能性がある集落数（割合）
（下段）65歳以上人口が50％以上の集落数（割合）
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*1 国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査 （2007年８月公表）」
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（消滅する可能性がある集落は世帯規模が小さく、山間地に存在）

また、10年以内に消滅する可能性がある集落及びいずれ消滅する可能性がある集落の特徴

としては、世帯規模が小さい、山間地であること等があげられる（図Ⅱ－97 。山間地につ）

いては、１割の集落で消滅が危惧されている 。
*1

図Ⅱ－97 集落の消滅の可能性と世帯規模、地域類型

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査 （2007年８月公表）」
注：図Ⅱ－96の注釈参照

（多くの集落で耕作放棄地が増大）

さらに、回答のあった775市町村の６割を超える市町村では耕作放棄地の増大が指摘され

ている（図Ⅱ－98 。）

図Ⅱ－98 多くの集落で発生している問題や現象（複数回答）

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査 （2007年８月公表）」
注：図Ⅱ－96の注釈参照
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*1 国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現状把握調査 （2007年８月公表）」
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（消滅する可能性がある集落に対し、住民生活に関する支援が必要）

一方、回答のあった775市町村の１割（70市町村）が、消滅する可能性がある集落や集落

機能の維持が困難となっている集落に対して何らかの行政施策を講じている。その内容は、

住宅や公共施設の整備といった生活基盤の維持や、地域づくり活動への補助といった住民生

活に関する支援に係る施策が多い（図Ⅱ－99 。具体的には、福祉バスの運行や路線廃止代）

替バスの運行といった交通対策が も多い 。
*1

図Ⅱ－99 消滅する可能性がある集落に対する行政対策（複数回答）

（市町村の農林水産関係職員数や農業関係予算は大幅に減少）

市町村は、平成の大合併により、1,798市町村に合併・統合されたが（2007年12月現在 、）

その予算規模、職員定数が縮小傾向にあるなか、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（図Ⅱ－100 。）

図Ⅱ－100 市町村における職員定員数、普通会計決算額の推移
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資料：総務省「地方財政状況調査」を基に農林水産省で作成
注：1) 農林水産関係職員数は、2001年4月1日時点を基準とした2006年4月1日現在の割合

2) 決算額は2000年度を基準とした2005年度の割合であり、一部事務組合の経費を含む。
3) 決算額の農業関係は農業費、畜産業費、農地費の合計で、福祉関係は民生費

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査 （2007年８月公表）」
注：1) 図Ⅱ－96の注釈参照

2) 消滅危惧集落への対策として70市町村から回答のあった105の施策の割合を示す。
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（市町村合併が農業関係職員数や予算額に影響）

市町村合併による農林水産関係職員数や農業関係予算への影響をみると、例えば、2003、

2004年度に合併した市町村は、全体の予算が合理化される影響等から、それ以外の市町村と

比べて、合併前より農林水産関係職員数の減少が大きい。また、一般財源より支出される農

業関係費についても、合併市町村での減少は大きく、合併から年を経るごとに市町村の農業

関係費が減少することが指摘されている（図Ⅱ－101 。）

さらに、市町村合併により、旧市町村間での農政への熱意や土地利用計画のばらつきに起

因する施策の円滑な推進への支障、地域の個性や特徴の埋没が懸念される一方、行政区域が

、 、広域化されることにより 多様で豊かな地域資源の活用や出入作等の広域的な土地利用調整

専門部署の設置や担当職員の専任化の面の効果が期待される。

このようななか、農業関係機関が役割分担を明確にしつつ、連携して農政推進体制を確立

し、地域資源の活用・ブランド化をはじめとする市町村合併のメリットを生かした取組を推

進していくことが重要である。

図Ⅱ－101 市町村合併時期と農林水産関係職員数、農業関係費

（職員数） （決算額）
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事例：市町村合併により各地域の資源を活かしたまちづくりを展開＞＜

新潟県妙高市は、妙高山麓一帯の町村が合併し「妙高」の名を冠したことをきっか
みょうこうし

けに、気候、文化、農業といった地域資源を活かしたまちづくりを展開している。

「生命地域の創造」をまちづくりの理念とし、①ゆっくりとした妙高の自然のなか

で心の豊かさを感じられる「スロー・ツーリズム 、②自然や農業体験等を通じて妙高」

の自然を満喫できる「グリーン・ツーリズム 、③ありのままの自然や温泉等で人間性」

の回復や健康を楽しめる「メディカル・ツーリズム 、④地域の自然・文化・」

芸術に触れる趣きを楽しめる「アート＆カルチャー・ツーリズム」という４つ

の魅力づくりにより、人と自然が共生し、すべての生命を安心して育むことが

できる地域を目指している。また、まちづくりの理念に共感・協力する者から

の寄付を募り、その財源により特定事業に取り組む「妙高山麓ゆめ基金」の設

置や、ブログによる情報発信や口コミにより妙高市のPRに協力する「妙高市民

PR応援団」の開設等、新たな交流をまちづくりに活かした仕組みを構築してい

る。

（ ）地図

妙高山麓での

農業体験風景

資料：総務省「地方財政状況調査」を基に農林水産省で作成

注：1) 農林水産関係職員数は、2003年４月１日時点を基準とした2006年４月１日現在の割合

2) 決算額は2002年度を基準とした2005年度の割合で、農業関係費は一般財源より支出される農業費、

畜産業費、農地費の合計

3) 市町村の合併は、2005年度までの 新の合併を採用しており 「左記以外の市町村」は、2005年度、

に合併した市町村と、2003年度から2005年度にかけて合併をしていない市町村の合計
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ウ 鳥獣被害の現状と対策

（鳥獣被害は中山間地域を中心に深刻化・広域化）

近年、鳥獣による農林水産業への被害は、特定の鳥獣の生息分布域の拡大や 、農山漁村
＊１

の過疎化・高齢化の進展による耕作放棄地の増加等の影響で、中山間地域を中心に全国的に

深刻化・広域化している（図Ⅱ－102 。また、農山漁村地域では、一部の鳥獣による人身へ）

の被害も増加傾向にある。農作物被害金額は200億円前後で推移しているが、その７割が獣

類、３割が鳥類によるものであり、獣類ではイノシシとシカ、サルによる被害が８割を超え

ている（図Ⅱ－103 。）

（鳥獣被害は金額に現れない影響も及ぼす）

鳥獣被害は、農業者の営農意欲を低下させることにより、耕作放棄地の増加の一因ともな

っており、耕作放棄の増加がさらなる鳥獣被害を招くという悪循環を生じさせ、被害額とし

て現れない影響を及ぼしている（図Ⅱ－104 。また、農林漁業者の高齢化や捕獲の担い手で）

ある狩猟者の減少、高齢化等によって、被害防止対策に取り組むための体制が十分に整って

いない地域も増加している（図Ⅱ－105 。）

図Ⅱ－103 野生鳥獣による農作物

被害状況（2006年度）

イノシシ

28％

シカ

22％サル

８％その他獣類

11％

カラス

16％

その他鳥類

15％

被害金額

1 9 6億円

鳥
類

％
31

獣
類

％
69

資料：農林水産省調べ

図Ⅱ－102 10年前と比較した鳥獣被害の状況

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－104 鳥獣被害による悪循環（イメージ） 図Ⅱ－105 狩猟免状交付者数と動向

資料：環境省調べ
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資料：全国山村振興連盟「鳥獣被害に関する振興山村市町村
へのアンケート調査 （2007年10月公表 。752市町村を対」 ）
象として実施（回収率63.2％ 。）
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環境省生物多様性センター調べ*1
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（地域主体の総合的取組が重要）

鳥獣被害対策としては、捕獲による個体数調整や防護柵の設置による被害の防除、里地里

山の整備による生息環境管理等を総合的に推進することが必要である（図Ⅱ－106 。また、）

被害の態様が各地域において異なるため、効率的な被害対策を実施していくためには、被害

の実態を把握している市町村をはじめ地域主体の取組を進めることが重要である。

このため、2007年12月には「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置

に関する法律」が成立し、市町村が主体的に被害対策に取り組むことが可能となった。本法

に基づき被害防止計画を作成した市町村においては、①必要な財政措置が講じられること、

②鳥獣の捕獲許可権限を都道府県から委譲することができること、③鳥獣被害対策実施隊を

設けることが可能となること等の措置が講じられることとされている。

今後は、同法に基づき、各市町村における被害防止計画の作成を推進するとともに、地域

の関係機関が一体となって、市町村計画に基づく取組を総合的・効果的に推進していくこと

が必要である。
図Ⅱ－106 鳥獣被害対策の基本的考え方

資料：農林水産省作成

＜事例：イノシシを地域資源として活用する取組＞

(1)島根県美郷町（旧邑智町）
み さ と ちょう お お ち ちょう

同町では、合併前からイノシシの捕獲対策に力を入れてきたが、秋から冬の狩猟期に狩りを行う猟友

会と、作物の生育期に捕獲をしてもらいたい農業者との間で意識の違いがあり、必ずしも万全の捕獲体

制を取れてはいなかった。このため、2000年に捕獲体制の見直しを行い、猟友会の指揮系統を明確化す

るとともに、農業者の狩猟資格の取得を推進し、捕獲した者に奨励金を支出する際の確認を、捕獲日時

を明確にするためしっぽ確認から現場確認へ変更するなど対策を強化した。

また 鳥獣被害は農業者のみの問題ではなく 町全体の問題であるとして お、 、 、「

おち山くじら生産組合」を2004年に結成し、町民と一体と

なってイノシシ肉の地域資源化に取り組んでいる。また、

イノシシ肉を使用した特産品の開発とともに、一流ホテル

との取引やこれまで廃棄していた部位のペットフードとし

ての商品化等、収益確保に向けた取組も行っている。

(2)福井県立大学（福井県永平寺町）
え い へ い じちょう

鯖江市職員に駆除後のイノシシの処理について相談されたことを契機として、2007年より農家や地域
さ ば え し

住民を対象とした鳥獣被害についてのオープンカレッジを開催し、イノシシ

肉のレシピ開発や試食等の取組を行った。その結果、農家

に、住民と一緒に鳥獣被害に向き合おうという積極的な姿

勢が生まれ、一部地域では集落外の住人も参加し、地域ぐ

るみで電気柵の設置や管理を行うなど、地域の拠点の役割

を果たす大学をコーディネーターとして、地域全体で鳥獣

被害対策に取り組むようになった。

地図

地図

特産品のイノシシ肉

オープンカレッジの様子

・都道府県計画に基づく個体数管理

・有害捕獲及び狩猟による捕獲

等・分布域等の把握

・里地里山の整備

・生息環境にも配慮した森林の整備・

保全活動 等

個体数調整

生息環境管理
総合的な取組

・未収穫果実等の除去

・防護柵等侵入防止 等

被害の防除
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（２）食品産業等の異業種との連携強化

（農業は、飼料、食料品等の製造業との結び付きが特に強い）

各産業が、原材料として農産物を調達し、農業生産に影響を及ぼす度合いを比較したとこ

ろ、飼料・有機質肥料、食料品といった製造業との結び付きが特に強く、次いで飲食店、旅

館といったサービス業との関係も深い（図Ⅱ－107）。

（食料品・飲料製造業は、農業とともに地方経済の基盤産業）

食料品・飲料製造業（たばこ・飼料製造業を含む）について、製造業の出荷額に対する割

合を都道府県別にみると、上位10道府県は北海道、東北、九州、沖縄といった地方に集中し

ており、その割合は20～50％に達し、全国平均(10.9％)を大きく上回っている（図Ⅱ－108）。

また、特に出荷額の多い食料品・飲料製造業は、鹿児島では肉製品、北海道では乳製品、沖

縄では蒸留酒・混成酒といったように、各地の農業の特徴を反映している。

このように、農業と結び付きの強い食料品・飲料製造業は、農業とともに地方経済の基盤

産業となっている。

資料：経済産業省「工業統計調査」

注：たばこ・飼料を含む。全従業者規模のベース

資料：総務省他９府省庁「産業連関表」

注：1) 農業は耕種農業と畜産の合計

2) 誘発効果とは、ある産業に対する最終需要が１単位（例えば１億円）増加

した場合に、その産業が増産のために原材料となる農産物を調達し、農業生

産を何単位押し上げるかという効果のこと

図Ⅱ－107 農業以外の産業から農業への生産誘発効果（2000年、上位10業種)

図Ⅱ－108 製造業出荷額に占める食料品・飲料製造業出荷額の割合(2005年、上位10道府県)
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（製造業以外では、宿泊業も地方経済での比重が高い）

一方、製造業以外では、宿泊業の従業者数が第三次産業に占める割合を地域別にみると、

長野、山梨といった首都圏周辺や東北地方で特に高く、また、鳥取や大分、沖縄でもその割

合が高く、上位10県は４～６％と全国平均の２～３倍になっている（図Ⅱ－109）。

図Ⅱ－109 第三次産業従業者に占める宿泊業従業者の割合（2004年、上位10県）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」

（飲食店は都市での比重がやや高いが、どの地方にも広範に展開）

また、飲食店の従業者数が第三次産業に占める割合は宿泊業より総じて高く、全国平均は

7.4％である。地域別では、首都圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏が上位を占める。ただ

し、上位10府県と全国平均の差は食料品・飲料製造業や宿泊業に比べると小幅であり、その

他の地方にも広範に展開していることがうかがえる（図Ⅱ－110）。

図Ⅱ－110 第三次産業従業者に占める飲食業従業者の割合（2004年、上位10府県）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」

注：飲食店は一般飲食店
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（食品製造業や飲食店・宿泊業の景況感は低迷し、「都市と地方の格差」が顕在化）

我が国経済は、このところ回復が緩やかになっている一方、企業の業況感は全体としてや

や慎重さがみられる。なかでも食品製造業や飲食店・宿泊業の業況感は低迷しており、製造

業の全体や情報通信産業とは対照的である（図Ⅱ－111）。農業や、農業と関係の深い地方の

基盤産業の停滞等により、「都市と地方の格差」といわれる状況が顕在化し、その格差が拡

大しているという実感をもつ人も多い。

図Ⅱ－111 企業の業況感（「良い」企業の割合－「悪い」企業の割合）

（地方の農業や経済を活性化するには、農業と関連産業の連携の強化が必要）

このようななか、地方経済の基盤である農業と関連産業について、地域全体として振興を

図っていくことが必要となっている。

農林水産省と経済産業省では、密接かつ有機的に連携をとり、農商工連携の促進等による

地域経済活性化のための取組を推進していくこととされている（図Ⅱ－112）。

図Ⅱ－112 農商工連携促進等による地域経済活性化のための取組

資料：農林水産省、経済産業省作成資料を基に農林水産省作成

資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」

注：全規模合計

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2006年
　3月 6 9 12

07
3 6 9 12

全産業

製造業

製造業のうち食料品

％ポイント

情報通信

飲食店・宿泊

↑
業
況
が
良
い

業
況
が
悪
い
↓

Ⅰ 地域経済活性化のための「農商工
連携」促進等の取組

施策の相互活用の推進、施策の集中
的実施等により、地域産品等に関する販
売促進・新商品開発、地域産業における
イノベーションの推進等を効果的に支援

Ⅱ「まるごと食べよう ニッポンブランド！」

「ニッポン・サイコー！キャンペーン」
の共同実施

国産農林水産品の消費拡大を図るため、
両省それぞれが所管する業界団体等に
対し、働きかけ等を実施し、国民的な運動
への展開を促進

Ⅲ 「農商工連携」のためのＰＲ等

両省が相互のネットワーク等を通じ、連
携して「農商工連携」のためのＰＲを実施
し、農業・工業・商業の事業者等への普
及啓発を実施

Ⅳ 法制度面等での検討

・ 農林漁業者と中小企業者が連携して行う新商品等の開発・販売促進等の取組を
支援すること等を内容とする、農商工等連携関係２法案を第１６９回国会に提出

・ 農林漁業に由来するバイオマスをバイオ燃料の原材料として活用する取組を支
援すること等を内容とする、農林漁業バイオ燃料法案を第１６９回国会に提出

Ⅰ 地域経済活性化のための「農商工
連携」促進等の取組

施策の相互活用の推進、施策の集中
的実施等により、地域産品等に関する販
売促進・新商品開発、地域産業における
イノベーションの推進等を効果的に支援

Ⅱ「まるごと食べよう ニッポンブランド！」

「ニッポン・サイコー！キャンペーン」
の共同実施

国産農林水産品の消費拡大を図るため、
両省それぞれが所管する業界団体等に
対し、働きかけ等を実施し、国民的な運動
への展開を促進

Ⅲ 「農商工連携」のためのＰＲ等

両省が相互のネットワーク等を通じ、連
携して「農商工連携」のためのＰＲを実施
し、農業・工業・商業の事業者等への普
及啓発を実施

Ⅳ 法制度面等での検討

・ 農林漁業者と中小企業者が連携して行う新商品等の開発・販売促進等の取組を
支援すること等を内容とする、農商工等連携関係２法案を第１６９回国会に提出

・ 農林漁業に由来するバイオマスをバイオ燃料の原材料として活用する取組を支
援すること等を内容とする、農林漁業バイオ燃料法案を第１６９回国会に提出
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（連携により様々な成果）

農業と関連産業の連携では、食品製造業はもとより、外食や観光も含めた多様な産業との

連携が不可欠である。地域のなかには、関連産業の農業への参入や、農業と関連産業との連

携により、農産物の高付加価値化、販路の確保、魅力的な加工品といった成果をあげている

取組がみられる。

＜事例：外食産業による農業への参入＞
東京都大田区に本社を構える大手外食企業は、2001年から農業に参入している。

お お た く

現在では、同社傘下の農業生産法人が、北海道や群馬県、千葉県において合計約500

haの農場を運営している。各地の農場では有機農業に取り組んでおり、日本農林規

格（JAS）の有機野菜、有機畜産物の認証も取得している。

同社の農業部門の販売額は、2007年３月までの１年間で22億円に上った。その大

部分がグループ内の外食店に販売されるため、実需に

直結した安定的な農業生産が実現されている。また、

外食企業の労務管理手法が農業部門にも導入され、農

作業の効率化につながっている。

収益面では、長年有機農法に取り組んでいる農場で

黒字を達成しているものの、新規農場については土づ

くりができておらず赤字となっている。

同社全体としては、外部の有機農家との連携も強化

することで付加価値の高い有機農産物を安定的に調達

でき、しかも生産履歴を把握しやすいといった利点が

ある。外食産業の競争が激化し、食の安全・安心に対する関心が広がるなかで、同社は自社生産の農産

物をメニューに活用し、同業他社との差別化を図っている。農業部門の収益性向上は今後の課題である

が、有機農業の普及拡大を目指し継続的な取組が行われている。

地図

自社生産の有機野菜を活用したメニュー

＜事例：機械メーカーが農家と契約してキャベツを調達＞
広島県広島市でお好み焼き焼成機等を製造する中堅規模の食品機械メーカーは、

ひろしまし

実際に自社で食品を作らないと優良な食品機械は製作できないとの思いから、1990

年に食品事業部を設立し、冷蔵・冷凍用の広島風お好み焼きを製造・販売している。

広島風お好み焼きの味を左右するキャベツは、農協を通じて県内の農家を中心に

契約栽培で調達している。冷蔵・冷凍のお好み焼きは、工場での焼成時と消費する

際の２度加熱されるため、農家との契約に際しては２度加熱しても食感が劣化しな

いキャベツ品種を指定している。また、独自の栽培基

準を設け、農薬の使用回数等を定めている。

契約農家は、これまで単にキャベツを栽培して農協

経由で市場に出荷していたが、契約を結ぶことで実需

者のニーズを意識したキャベツ作りをするようになっ

た。市場に出荷していたころは価格も乱高下したが、

契約価格は一定に定められるため、農業経営の安定に

つながっている。また、同社食品製造事業部との契

約ではキャベツの大きさや形状等の規格に縛りがな

く、箱代がかからないこともメリットである。

一方、同社食品製造事業部としては、キャベツの契約価格は市場価格よりも若干高くなるものの、食

感と安心・安全にこだわったキャベツを確保できることが契約のメリットとなっている。

地図

契約栽培のキャベツと冷蔵(チルド)お好み焼き
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（旅行者の食に対するニーズにこたえることが重要）

農業と観光関連産業の連携では、地元特産の食材を活用して特色のある料理や土産物で集

客に取り組むなど、旅行者の食に対するニーズにこたえることが重要である。実際に、宿泊

旅行の主な目的は、「食」であるとの調査結果がある（図Ⅱ－113）。

図Ⅱ－113 宿泊旅行の目的（2006年度、複数回答、上位10件）

（農業と宿泊業の連携は地域ごとにばらつき）

観光関連産業との連携は、地域ごとにばらつきがある。宿泊業者に対する１千億円の支出

が発生した場合に、食材等の調達を通じて同一地域の農業生産が誘発される効果を地域別に

計測すると、九州、東北、北海道では相対的に大きな波及効果が現れる。その一方で、近畿

や中部といった地域では、波及効果が相対的に小さい（図Ⅱ－114）。波及効果の小さい地域

では、農業と宿泊業の連携が弱く、地元の農産物を使った料理が旅館やホテルであまり供さ

れていないといったことが考えられる。

図Ⅱ－114 宿泊業に対する１千億円の支出が同一地域における農業の生産を誘発

する効果（2000年）

資料：じゃらんリサーチセンター「宿泊旅行調査」（2007年８月公表）

注：2006年度に国内宿泊旅行をした13,563人を対象として実施したアンケート調査（回収率75.8％）

資料：経済産業省「地域産業連関表」を基に農林水産省で作成。

注：1) 農業は耕種農業と畜産の合計、宿泊業は旅館・その他の宿泊所

2) 「関東」には山梨県、長野県、新潟県及び静岡県を、「近畿」には福井県を含み、「中

部」は富山県、石川県、岐阜県、愛知県及び三重県
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*1 図Ⅱ－115の注2)参照。
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（農業と宿泊業の連携強化により、農業生産の拡大が見込まれる）

各地の旅館やホテルが、例えば、食材の調達量を増加させ、増加分を地元農産物で賄うこ

ととした場合に、地域の農業生産に与える効果を試算したところ
*1
、現状で連携が弱い近畿

や中部では、農業生産額が２～４％ほど増加するとの結果が得られた（図Ⅱ－115）。

今回の試算は、農業と宿泊業者との連携強化に着目したが、特産品を活用した土産物や、

農業・農村を体験する旅行商品の企画・開発等、連携の範囲を広げることで、農業生産や観

光集客の面でさらに大きな効果があがることが期待される。

図Ⅱ－115 農業と宿泊業が連携を強化した場合の農業生産額の増加率

＜事例：宿泊業との連携で農家の経営が安定し、生産意欲も向上＞
大分県由布市（旧湯布院町）の旅館では、「地元の食材を使った料理を食べたい」

ゆ ふ し ゆふいんちょう

との宿泊客の言葉をきっかけに、湯布院にこだわった料理を出すようになった。取

組の当初は、地元の農産物を使いたくても仕入れが困難であり、露地２haとハウス

12棟を経営する農家からは、旅館の細かい注文に応じることはできないと断られた

が、料理長が毎日畑に通って農家を説得し、取引が始まった。

この結果、料理長は農家と年間の作付け計画を話し合い、新鮮かつ調理法に

応じた高品質な農産物を安定的に確保できるようになった。また、農家の側で

は経営が安定し､米も通常価格が6,000～6,300円/30kgのところ､10,000～15,000

円/30kgで旅館に買い取ってもらうなど、収入の増加も実現している｡

現在では、料理人が農家に直接野菜の注文をしたり、地元の直売所をまわっ

て旬の野菜を仕入れたりするなど、少しずつ地元農産物を扱う旅館がふえてき

ている。また、料理人らによる研究会が地元野菜を使った料理を考案するなど、

湯布院全体のレベルアップに取り組んでいる。

他方、島根県大田市では、20歳代の女性コンサルタントが後継者のいない老
お お だ し

舗旅館の経営を引き継ぎ、東出雲町で生産された規格外の農産物を旅館で活用
ひがしいずもちょう

する「もったいない野菜」という事業に取り組んでいる。これまでは農協系統

出荷に依存して、自分で作った野菜をいくらで売っていいのかわからなかった

農家が、この事業を通じて自分たちの野菜の価値に気付き、たとえ規格外であ

っても値段をつけられるということから生産意欲を高めている。

地図
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資料：経済産業省「地域産業連関表」を基に農林水産省で作成。

注：1) 業種の定義及び地域分類は図Ⅱ－114に同じ。

2) 試算の前提として、①各地の宿泊業に対する需要額は最近時点（2000年）で一定のも

のとし、②宿泊業から農業への生産誘発効果が最も高い九州を一つの基準として（図Ⅱ

－114）、九州と同程度に他の地域でも農業と宿泊業の連携が強化されると仮定

3) 増加率＝連携強化に伴う農業の生産誘発額/2000年時点の農業生産額

地産地消に取り組む

湯布院料理研究会

もったいない野菜と

旅館スタッフ



*1 農林水産省「農林業センサス」（2005年）。販売農家を対象としたもの。
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（３）都市と農村の共生・対流の促進

ア 都市農業の重要性

（都市的地域の農業は全国の２割程度を占める）

都市農業（都市とその周辺地域の農業を指す）は、全農家戸数の24％、全耕地面積の15％

を占めている（図Ⅱ－116）。また、販売金額も全販売農家の18％を占めている。

都市的地域では､付加価値の高い野菜や花きの生産が盛んなことから､単位面積当たりの販

売金額が相対的に高い。10ａ当たりの販売金額は、46都府県平均の19万９千円に対し、都市

的地域では22万２千円であり、うち東京都の都市的地域では36万６千円となっているなど
*1
、

都市農業は我が国農業にとって重要な役割を担っている。

図Ⅱ－116 我が国の農業における都市農業の位置付け（2005年）

（農家戸数） （経営耕地面積） （農産物の販売金額）

（都市農業は都市住民に新鮮な農産物を供給）

大きな消費市場をかかえる関東や近畿、中部地方では、域内で生産される野菜が自地域内

に供給される割合が高く、これらの地域に多く含まれる都市農業は都市住民への農産物の供

給に重要な役割を果たしていることがうかがわれる（図Ⅱ－117）。
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12.9％

都市的

地域

平地

農業地域

中間

農業地域

山間

農業地域

285万戸

53万ha

14.7％

170万ha

47.0％

103万ha

28.5％

35万ha

9.7％

361万ha

103百億円

17.7％

278百億円

47.6％
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4兆9300億円

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計）

注：1) 農家戸数と経営耕地面積は総農家、農産物の販売金額は販売農家ベース

2) 農業地域類型区分は、1950年時点の市区町村境界を用いて地域を区分し、それぞれの地域に2000

年時点の地域類型を適用

資料：経済産業省「地域産業連関表」

注：1) 域内で生産される野菜が自地域に供給される割合＝１－野菜の移輸出額/野菜の域内生産額

2) 地域分類は図Ⅱ－114に同じであり、離島の沖縄を除いて図示

図Ⅱ－117 域内で生産される野菜が同一地域内に供給される割合（2000年）



*1 農林水産省関東農政局「第15回 食と農に関するアンケート」（2007年３月）。あぐりテーブル関東会員及
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（都市農業は農業生産以外にも様々な役割を発揮）

都市農業は､都市住民への新鮮な農産物の供給にとどまらず､緑地空間や景観の形成､市民

農園を利用した農業体験・交流活動の場の提供､都市部の気候緩和､災害時の避難場所といっ

た様々な役割を発揮している(図Ⅱ－118)。今後とも都市及び都市周辺の農地を残したいと

考える人が９割にのぼるとの調査結果もあり
*1
､都市農業の維持・振興が重要となっている。
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緑地空間、景観の形成などうるおい

・いやし・ゆとりなどの場を提供

市民農園などの利用で健康増進、生き

がいづくり、ふれあいなどの場を提供

騒音防止効果、都市部の気候緩和、

洪水の緩和など生活環境保全の役割

新鮮で安全・安心な野菜などの供給

都市住民にとって、農産物の生産現場が

身近にあり、農業に対する関心が向上

都市住民や児童・学童などに農

業体験活動や食育の場を提供

火災時の延焼防止、災害時の

避難場所など防災機能の役割

農薬の飛散・臭い・土ぼこり

などによって生活環境を悪化

資料：関東農政局「第15回 食と農に関するアンケート」（2007年３月公表）

注：あぐりテーブル関東会員及び農林水産情報交流ネットワーク事業モニターを対象として実施した

調査(回答数302人)。

＜事例：近隣住民の間で人気が高い世田谷区のぶどう園＞

東京都世田谷区で代々続く農家では、区画整理や相続で経営規模が55ａまで縮
せ た が や く

小したことに伴い、露地野菜の生産を縮小する代わりに、８年前からは安定的な

経営の見込めるぶどう園を開設した。

ぶどう園の開園は例年８月末であり、当初はぶどうがなくなるまで

２～３週間ほど開園していたが、ここ数年は近隣住民の間でぶどう園

の人気が高まり、１週間ほどでぶどうがなくなってしまう。入園料

と味見は無料だが、入園者が収穫したぶどうはキロ当たり1,400円か

ら販売している。

また、併設しているいちご園も、５月を中心に１か月ほど開園す

る。20株ごとに１区画として、１区画当たり5,500円で貸し出し、利

用者はそれぞれの区画からいちごを摘みとる方式である。いちご園

も、利用者を受け付ける日には農家の玄関先に行列ができ、即日で

募集を締め切るほど人気が高く、ぶどう園とともに近隣住民のいや

しやゆとりの場となっている。

ぶどう園といちご園からの収入は、農業収入の半分に相当する。

残りの半分は露地野菜の販売によるが、ここ１～２年は市場出荷よ

りも直売所と庭先での販売が伸びている。その要因として、人口の都市回帰で近隣にも住人がふえたこ

と、安心・安全・新鮮な野菜へのニーズが高まっていることが考えられるという。その一方で、トラク

ターの騒音や農薬の散布等で近隣住民とトラブルにならないよう、作業には十分な注意を払っている。

地図

ぶどう狩りの様子

び農林水産情報交流ネットワーク事業モニターを対象として実施した調査(回答数302人)

図Ⅱ－118 都市及び都市周辺の農業・農地が果たしている役割（設問ごとに一つ回答）



*1 農林水産省調べ（2006年度末）
*2 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)
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（市民農園の８割が都市的地域に集中）

市民農園は､都市住民が身近に農業を体験できるものであり､健康増進や生きがいづくり､

ふれあいの場として増加している。2006年度末には2001年度末（５年前）から２割増加して

3,246か所になった。開設主体別では７割が地方公共団体であるが、農業者の開設もふえて

いる(図Ⅱ－119)。また、８割が都市的地域に集中している
*1
。都市的地域の市民農園は、徒

歩や自転車で通園できるところが多く
*2
、応募倍率も高めになっている(図Ⅱ－120)。

図Ⅱ－119 市民農園数の推移 図Ⅱ－120 市民農園の応募倍率(2006年度末、地域類型別)
（開設主体別）

（耕作放棄地の解消に役立つ市民農園）

市民農園開設前の土地利用状況は、畑に次いで耕作放棄地であった場合が多い。特に、開

設前が耕作放棄地だった割合は、山間農業地域において高く、市民農園の開設が耕作放棄地

の解消に役立っている面もある（図Ⅱ－121）。
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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：市民農園開設主体337を対象として実施（回収率87.2％）

資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省調べ

注：応募倍率＝応募者数/募集区画数

図Ⅱ－121 市民農園開設前の主な土地利用状況（地域類型別、関東農政局管内）
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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 。）

宿泊を伴う場合は、子どもの情緒が安

定し、明るさや活気が出る、待つ心が育

ち我慢強くなるなど、精神的側面の効果

が高い 。また、農家の協力が得られるこ*2

とで、農業への興味や関心、地域に対す

る理解等が深まる傾向にある。さらに、

環境との接触により、自然や生きもの、

食べ物への興味・関心が高まっている。
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農林業体験や市民農園、援農・森林ボラン
ティア、農地・森林のオーナー制度等に参加

　　　　　（農地や森林に直接出向いて活動）

農産物直売の利用や農地トラストへの参加、
森林や農地の保全への募金や寄付等を実施
　　　　　(現地には行かず、資金の提供）

％

農作業体験あり

農作業体験なし

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

怒り 活気 疲労 不安

心理指標

評点

体験前

体験後

資料：(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究
所「農村での休暇・体験活動がもたらす保健休養・教
育的効果の生理・心理的評価手法の開発」

注：19件の農業体験について、体験前後に質問用紙によ
り小・中学生の心理状態を計測した結果の平均



*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
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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。
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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
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