
 

食料・農業・農村政策審議会第２回施策部会 

参考資料 １  

平成１１年度 食料・農業・農村の動向に関する年次報

告  

第１部 食料・農業・農村の動向（素案要旨）  

平成１１年１２月  

農林水産省 

 

◎ 平成１１年度白書の取りまとめに当たって               

（１）平成１１年度白書については、新基本法の下における最初の白書であり、新基本

法に基づく食料・農業・農村基本計画（基本計画）と同時期に公表されることとなるこ

とから、新基本法の下での新しい農政の展開、特に基本計画の内容となる具体的な

施策について、国民各界各層の関心を高めるとともに、これについて理解を深める役

割を担うものとする必要がある。   

（２）このような基本的考え方に立って、平成１１年度「食料・農業・農村の動向」は、国

民が農業に期待する役割である「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の発揮」、

また、多面的機能を生じさせる「農業の持続的発展」とその基盤たる役割を果たして

いる「農村の振興」という新基本法の４つの基本理念を念頭に置きつつ、食料、農業

及び農村の動向と直面する課題、並びに今後展開される具体的な施策の方向やそ

の必要性について、広く国民の理解が深まるような内容とするよう、検討作業を行っ

ているところである。    

◯ 取りまとめに当たっての工夫点    

国民各界各層からの意見の聴取    

都道府県、消費者団体等からの意見聴取やインターネットを活用して、広く生産者や

消費者から直接提案を募集。    



地方公共団体の取組みの紹介    

新基本法第８条（地方公共団体の責務）の趣旨にのっとり、地方公共団体における、

国との適切な役割分担を踏まえた独自の食料・農業・農村政策の展開状況を紹介す

る。    

読みやすい白書への工夫  

（１）事例を多用し、読者に記述の具体的なイメージを喚起する。  

（２）写真、図表を多数盛り込む。  

（３）各章ごとに要約をつける。  

（４）コラム、用語集について、更に充実を図る。  
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第Ⅰ章 食料の安定供給確保   

第１節 我が国の食料消費・食生活   

（１）食料消費の現状   

① 平成 10 年度における非農家世帯の世帯員１人当たり実質食料消費支出（食料

費)は、景気の低迷により消費支出全体が低調に推移するなか、ほぼ前年度並みの

水準（対前年度比 0.1％減）で安定的に推移。   

② 近年における食料消費支出は、景気の低迷やそれに伴う所得の減尐等の影響も

あり、消費者物価が比較的安定して推移するなか、ほぼ横ばいで推移。このようなな

かで「選択的食品群」（し好品、調理食品及び外食）については、景気変動に敏感に

対応して変動。   

③ 食料消費が飽和水準に達するなか、女性の社会進出や単身世帯の増加、高齢

化の進展、生活スタイルの多様化等を背景に、家庭における調理や食事を調理食品

や惣菜、弁当といった「中食」や「外食」で代替させるようになるなど、食料消費の形態

も大きく変化。10 年には食料消費支出の４分の１以上を家庭外に依存。   

④ 食料消費支出の４分の１以上を既に家庭外に依存している現状のもと、「食」の

外部化・サービス化、簡便化を当然のこととして受け入れる素地ができつつあるなど、

消費者の意識も変化。今後の食料消費・食生活を考えるうえでは、「手づくりの料理」

に「中食」や「外食」を上手く組み合わせることで日常の食事に多様性をもたせるよう

にすることが課題。  

（２）我が国の食生活が抱える課題   

① 我が国の食料消費は「飽食」と言われるほど豊かなものになったものの、食生活

や生活スタイルの変化等に伴い、栄養面では栄養素摂取の過不足やバランスの崩

れが問題化。  



② また、食品製造段階における原材料の廃棄や、流通段階での期限切れ食品等の

廃棄、飲食店や家庭における調理ロスや食べ残し等、生産から消費に至る各段階に

おいて「食料ロス（食料廃棄）」への対応も課題。   

③ 食料ロスの削減は、食料自給率の低い我が国において資源の有効利用という面

から重要な課題となっているばかりでなく、廃棄物処理コストの軽減や廃棄物処理に

伴う環境への影響の軽減等の観点からも重要な課題。   

④ さらに、生活スタイルの変化に伴う「欠食」や「孤食」、「個食」といった食習慣の変

化の問題、家族一緒の食事の機会が減尐したことに伴う家庭における食教育機会の

減尐等といった数多くの問題が存在。  

⑤ 課題の解決には、国民の一人ひとりが「食」に関する正しい知識を身に付けること

で適切な食生活や食行動がとれるようになることが必要であることから、自らの食生

活の見直し（食生活の改善に向けた現在の食生活の内容やあり方についての評価・

検討等）が大きな課題。  

⑥ 「自らの食生活の見直し」への意識が国民に共通の認識となり、運動として拡が

り、展開できるよう国や関係機関をあげての支援が必要。  

（３）子ども達の「食」を考える   

① 子ども達の食生活の実態をみると、栄養摂取の過不足や欠食等の問題が存在。

子ども達の栄養摂取については、元来家庭に負う部分が大きいものの、足りない部

分を学校給食が補完しているのが現状。   

② 子ども達の食生活を栄養バランスがとれた健全で適切なものとするためには、家

庭における食事はもちろんのこと、中食や外食を含めた食生活全体のあり方（食事内

容、食生活スタイル等）についての見直しが必要。   

③ 近年、日常の食事に使用されている食材の名称を知らない子ども達が増加して

きているなど、子ども達の「食」に関する関心・知識が不足。   

④ 心身の発育段階にある子ども達にとって、毎日の食事は、栄養摂取の面で重要

であるばかりではなく、将来の食習慣の形成や健康維持、食文化の継承等にも大き

な影響。子ども達の「食」に関する関心を高め、知識を深めるため、農作業体験や調

理体験等、子ども達自身の経験として身に付けられるよう各般の取組みが必要。   



⑤ 子ども達に対する食教育については、関係省庁間の連携や関係機関、家庭、地

域等との連携により学校教育の場はもちろん、それ以外の場においても積極的に推

進することが重要。また、栄養や健康面、「食」についての学習だけではなく、農業や

「食」に関係する流通・加工業の大切さや、農業体験・生産体験といった実際の体験

を通して働くことの大切さ等を教えていくことが必要。  

第２節 食料自給率と食料安全保障            

（１）食料自給率   

① 我が国の食料自給率は、昭和 40 年度から平成９年度の間に供給熱量自給率は

73％から 41％、穀物自給率は 63％から 28％へといずれも大きく低下。   

② 米の消費が減尐する一方、国土条件の制約の下で輸入飼料穀物や輸入油糧種

子に依存せざるを得ない畜産物、油脂類の消費が増加したこと等、我が国の食生活

が大きく変化したことが長期的な自給率低下の大きな要因。   

③ 近年、米の消費の減尐、畜産物及び油脂類の消費の増加の動きが鈍化する一

方、小麦や魚介類等の国内生産量が減尐傾向で推移しており、国内生産の減尐が

短期的な自給率低下の大きな要因。   

④ 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、我が国の食料

自給率の異例に低い水準等を背景に、国民は将来の食料事情に大きな不安。こうし

たなかで、国民に対する食料の安定供給を確保していくことは国の重要な責務。備蓄

や輸入には一定の限界があり、食料の安定供給確保のためには、国内農業生産の

可能な限りの拡大を図ることが重要。   

⑤ 食料自給率は、国内農業生産が国民の食料消費にどの程度対応しているか評

価する上で有効であり、また、国民からみてわかりやすい指標。このため、新基本法

に 基づき、食料・農業・農村基本計画において、農業者、消費者、食品業者等関係

者が取り組むべき課題を明らかにした上で、食料自給率の目標を策定。    

（２）食料安全保障   

① 食料の安定供給のためには、国内生産の増大のための取組みを基本とし、これ

に加え、安定的な輸入の確保と適正な備蓄の実施が不可欠。   



② 食料の安定的な輸入確保のためには、食料外交の積極的推進や情報収集体制

の整備、輸入相手国の多元化によるリスク分散等を図るとともに、ＷＴＯ次期農業交

渉で食料安全保障の重要性等について積極的に主張することが重要。また、主要食

料等の備蓄制度の適切かつ効率的な管理・運営が必要。   

③ 不測時においても国民が最低限度の食料供給を確保できるよう、食料安全保障

の確立が必要であり、このためには、不測の事態のレベルに応じた対策を明らかにし

ておくことが効果的。また、石油等の農業生産資材の確保や国内における輸送手段

の確保等関係省庁の連携の下での幅広い対応を速やかに実施するための検討が必

要。さらに、常時、国内外の食料需給動向等に関する情報を的確に把握、分析する 

ための情報基盤の整備の推進が必要。   

④ スイス、ドイツ、北欧諸国では、公的備蓄や食料配給制度、食料増産対策等不測

の事態に対応するための施策を整備。 農産物純輸出国である米国やオーストラリア

等では、自国内の食料安全保障を目的とする国家備蓄等は実施していないが、米国

では農産物の輸出規制制度が整備。ＥＵでは、明示的な食料安全保障政策は実施し

ていないが、その役割を担っているのが共通農業政策（ＣＡＰ）。     

第３節 食料の安定供給を支える食品産業と安全・良質な食料の供給   

（１）食品産業                 

① 農水産業と食品産業からなる食料供給システムを概観すると、16.2 兆円（国内生

産 13 兆円、輸入 3.2 兆円）の農水産物が、加工・流通を経る過程で徐々に付加価値

を高め、最終消費額として 80.4 兆円に到達。最終消費の内訳は、生鮮食品が 20％、

加工食品が 50％、外食が 30％で、生鮮食品の割合の低下が続く一方、加工食品及

び外食の割合は上昇傾向。   

② 食品産業と農業は、原料農産物の需要と供給を通じて強い結び付きを保持。しか

し、近年、食品産業向けの食料品の輸入が大幅に増加しており、我が国農業として

は、食品産業が求める原料農産物の生産・供給体制を整備することが重要。   

③ 食品産業と農業の連携は、食品産業側には良質な食材の安定的な確保、農業側

には国産農産物の需要の拡大等、双方にメリットがあるが、その推進には様々な課

題が存在。連携を積極的に推進するために、連携に関して適切な助言・指導ができる

人材の配置等による推進体制の強化、双方が利用できる情報システムの整備等の

総合的な支援が必要。   



④ 食品産業においても、廃棄物の減量、リサイクルの推進等、事業活動に伴う環境

への負荷の軽減に向けた取組みが求められており、食品産業関係事業者、農業関

係者、消費者、国、地方公共団体等が適切な役割分担と有機的な連携の下で、循環

を基調とした経済社会システムに適合できる仕組みづくりが重要。   

⑤ 容器包装リサイクル法が平成 12 年４月から完全施行され、再商品化が猶予され

ていた中小企業者や紙製・プラスチック製容器包装も対象となることから、円滑な施

行を確保するために、制度の普及・啓発の一層の促進、再商品化能力の確保、再商

品化製品の需要拡大が必要。   

（２）食品の安全性の確保と表示・規格制度の充実   

① 食品の安全性への意識が高まり、食品流通加工業者における安全性確保対策

も活発化。平成 10 年７月に施行されたＨＡＣＣＰ手法支援法に基づく高度化計画の認

定件数は、11年９月末で31件。食品の安全性確保のためには、生産から消費に至る

各段階において、生産資材の使用基準の見直しや生産ガイドラインの策定、消費者

への情報提供等、所要の対策を総合的に実施することが必要。   

② ダイオキシン・内分泌かく乱物質対策については、ダイオキシン対策推進基本指

針（ダイオキシン対策関係閣僚会議決定）に沿って、農畜産物に関する実態の把握、

調査研究による科学的知見の早急な集積等を図るとともに、ダイオキシン類の排出

削減に向けた取組みとして、食品廃棄物等の廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進

に努めているところ。   

③ 的確でわかりやすい食品の表示・規格制度が求められているなかで、消費者の

視点を重視した食料政策の推進の観点から、すべての生鮮食料品について原産地

表示を義務付けるなどの食品表示の充実強化や有機食品の検査認証・表示制度の

創設等を内容とする改正ＪＡＳ法が平成 11 年７月に成立。             

④ 遺伝子組換え食品の表示については、「食品表示問題懇談会」において、消費者

の要望や生産・流通の実態、国際的動向等を踏まえた検討が続けられた結果、平成

11 年８月に最終報告がとりまとめられ、今後、ＪＡＳ調査会における審議等の所要の

手続きを経て、１年間の猶予期間後、13 年４月から遺伝子組換え食品の表示が実施

される予定。   

⑤ 遺伝子組換え食品の表示については、各国により対応状況が異なるため、現在、

コーデックス委員会で国際的な検討も始まっており、我が国としては、我が国の表示



に関する考え方をベースにその立場を主張し、この問題に関する国際的な議論に積

極的に参画していくことが必要。     

第４節 世界の穀物需給と農産物貿易の動向等            

（１）世界の穀物需給の動向    

 最近の世界の穀物需給は、96／97 年度以降豊作等により緩和傾向で推移している

が、期末在庫率は 80 年代までの水準と比較すれば低水準。 人口増加と畜産物消

費の拡大による穀物需要の大幅な増加が見込まれる一方、生産面では農用地の面

的拡大の制約や環境問題の顕在化等種々の制約要因が明らかとなってきており、世

界の食料需給は中長期的にはひっ迫する可能性。    

（２）内外の農産物貿易の動向   

① 近年の穀物貿易の動向をみると、輸入ではアジアやアフリカが、輸出では米国や

南米のシェアが上昇。米国等先進輸出国からアジア等開発途上国への輸出が大きく

増加するとともに、南米を除く開発途上国の農産物貿易収支の悪化が明瞭。   

② 我が国の農産物輸入は、昭和 50 年代までは穀物や油糧種子等が、60 年代以降

は畜産物や野菜等が増加し、消費者ニーズの高度化・多様化等を背景に大きく拡大。

また、我が国は穀物等主要な農産物の輸入の８割以上を米国等の２か国に依存。    

（３）内外価格差の動向                                

 平成 10 年の我が国（東京）の食料品小売価格は、海外主要都市に比べ２～３割程

度割高。生産、流通・加工各段階に内外価格差の要因がみられ、その縮小のために

は農業者のみならず関連産業全体におけるコスト低減に向けた努力が必要。     

（４）最近の諸外国の農政の動き    

 米国では、前年に引き続き総額約 87 億ドル規模の農家救済策を実施。オーストラリ

アでは、オーストラリア小麦ボード（ＡＷＢ）が民営化されたが、依然として事実上輸出

一元管理を維持。ＥＵでは、共通農業政策の改革が合意され、フランスでは新農業基

本法が成立。中国では、政府の保護価格水準の引き下げ等市場原理を重視する方

向に政策転換の動き。    

（５）国際協力    



 食料・農業分野の国際協力は、食料問題の解決、開発途上国の貧困緩和や持続

可能な開発の実現のために重要であり、従来以上に主体的かつ積極的な取組みが

必要。また、効果的・効率的な国際協力を実施するため、各種協力形態や各省庁等

との連携を一層促進するとともに、事業成果の評価を適切に行うこと等が重要。さら

に、国際協力とＷＴＯ農業交渉等との連携も必要。     

第５節 ＷＴＯをめぐる動き            

（１）ＷＴＯ次期農業交渉の位置づけ   

① 我が国は、ＵＲ農業合意を受け入れ、現在までその着実な実施に最大限の努力。

現行ＷＴＯ農業協定は、輸出入国間の権利・義務についてバランスを欠くとともに、食

料安全保障への配慮が十分なされているとはいいがたい内容。   

② 次期農業交渉は21世紀の世界の農産物貿易ルールの方向が決定される重要な

交渉であり、特に我が国では、先般成立した食料・農業・農村基本法の理念やこれら

に基づく施策が、国際規律の中で正当に位置付けられることがきわめて重要。    

（２）次期交渉に向けての日本の提案とシアトル閣僚会合   

① 99 年４月末に「次期ＷＴＯ交渉における対応の基本的考え方」をとりまとめ、情報

提供を積極的に実施。更に議論を進め、同年６月末に「次期交渉に向けての日本の

提案」を取りまとめ、ＷＴＯに提出。   

② あらゆる機会を活用し、各国に対して我が国の考え方について説明。特に、農業

の多面的機能の重要性という点で一致したＥＵ、韓国、ノルウェー、スイス等と「多 面

的機能フレンズ会合」を開催し、次期交渉に向けて十分連携して対応することを確

認。   

③ 1999 年 11 月 30 日～12 月３日、ＷＴＯ第３回閣僚会議が米国のシアトルで開催さ

れたが、加盟国の立場が大きく異なっていたことや時間的制限があったこと等から、

次期交渉を立ち上げることについては未合意。    

＜今後の課題等の視点から記述予定＞     

 

第Ⅱ章 農業の持続的発展   

第１節 我が国農業の特質   



① 農業は、自然の生態系を利用して食料等を生産する産業であり、その形態は地

域の置かれた自然条件によって規定される面が大。また、その地域の経済的要因に

よっても左右されるため、世界各国や地域の農業形態は極めて多様。   

② 我が国農業の特質といえる点は、おおむね以下のとおり。    

 ○ 基本的にアジア・モンスーン地帯に属する我が国は、高温多雤な夏期に適した

作付体系として水稲作が国内に広く展開。また、乾燥尐雤な冬期となる太平洋側の

一部地域では裏作麦を導入した二毛作体系が普及。    

 ○ 我が国の国土は山地面積が全体の 61％を占めるなど平坦な土地が限られ、土

地利用の競合関係が強いため、国土面積に占める農用地面積比率は約 14％、農家

一戸当たりの経営耕地面積も約 1.6ha と狭小。    

 ○ 水田農業を発展させるため、かんがい施設整備を進めてきた結果、農地総面

積に占めるかんがい面積の割合は世界的にみて高水準。水田は、連作障害回避、

雑草繁茂や土壌侵食の防止等の効果があり安定的な農業生産を実現。水稲は生産

の安定性に優れ栄養性に富むことから、狭小な国土で多数の人口の扶養を可能とし、

18 世紀初頭には世界有数の高人口密度社会を形成。    

 ○ 経営規模の零細性や、個々の農家レベルでの水利調整が困難なことから水を

集団で管理・利用する必要があったこと等を背景に、共同体として農業集落が形成。

また、農作業の円滑な実施等のためつくられた集落内のルールは、相互扶助精神の

醸成や独自の文化の形成・伝承にも大きく影響。   

③ 農業は、自然条件や社会・経済条件に強く影響を受け、特質を形成しつつ発展。

今後、我が国農業の持続的な発展を図っていくためには、我が国農業の特質を十分

踏まえたうえで施策のあり方や推進方策等を検討することが重要。ＷＴＯ次期交渉の

場においても、農業生産活動の維持が国土や社会の維持・安定に大きく貢献してい

るという現実について各国の理解を得るとともに、各国農業が共存できるルールの確

立を図っていくことが必要。    

第２節 我が国農業を支える基盤   

（１）農家、農業労働力の動向   



① 平成 11 年１月１日現在の総農家戸数は 323 万９千戸で、前年に比べ５万３千戸、

1.6％の減尐となり、このうち販売農家は、247 万５千戸で、1.9％の減尐。男子生産年

齢人口のいる専業農家は 2.4％の減尐となる一方、高齢専業農家は引き続き増加。   

② 平成 11 年の農業就業人口は 384 万５千人（男女計）で、前年に比べ 1.2％の減尐

となっているものの、65 歳以上層のみは 2.1％の増加。この結果、65 歳以上層の占め

る割合は 51.3％と、農業就業人口の半数以上を高齢者が占める状況。   

③ 平成 10 年の新規青年就農者数は１万１千人で 62 年以来の１万人台に到達。農

家女性についても、「家事等が主」から「農業が主」となった者は２年以降増加。また、

新規就農ガイドセンター等への就農相談件数、相談者数ともに増加傾向が続いてお

り、10 年度は前年度の２倍以上の 136 人がセンターを通じて就農。   

④ 新規参入者数は、平成 10 年６月から 11 年５月の１年間で 460 人になるなど増加

傾向。新規参入者に対する支援措置を講じている市町村ほど新規参入者が多く、市

町村の取組みと新規参入者の確保には明らかな相関関係。一方、新規就農者が直

面する課題は就農経路により様々であり、意欲ある若い新規就農者の確保のために

は、国、県、市町村、関係機関等が適切な役割分担と連携を図りながらのきめ細や

かな支援が必要。   

⑤ 高齢離職就農者数も増加しているが、高齢離職農家は中山間地域で農地の維

持等の役割を果たしており、このような農家の営農意欲を活かしつつ、地域の農業資

源を維持・活用していく新たな枠組みづくりが必要。    

 (２) 優良農地、農業用水の確保と有効利用   

① 農業生産にとって最も基礎的な基盤である農地は、昭和 36 年の 609 万 ha をピー

クに平成 11 年には 487 万 ha へと年々減尐。農地開発や干拓による約 100 万 ha の

拡張の一方で、非農業的土地需要への転用や耕作放棄等により約 220 万 ha がかい

廃。   

② 適切な土地利用計画に基づく優良な農地の確保に向け、平成 11年７月に農振法

の一部改正を実施。耕作放棄を防止、解消するための取組みとして、担い手の育成

等ソフトと農業生産基盤整備等ハードの取組みの有機的連携による担い手への農地

集積の促進が有効。   

③ 生産基盤整備について水田整備の例をみると、整備率の向上に伴い大型機械

の導入等が可能となり、稲作の労働生産性の大幅な向上、農地流動化の促進、耕作



放棄の防止、水田の汎用化による高度利用等において効果が発現。また、農道の整

備による農産物流通の合理化等が進捗。   

④ 農業用水は、かんがいに利用されるだけでなく、農業集落の防火、消流雪、雑器

具等の洗浄、景観形成、親水、生態系・水質保全等の地域用水機能を発揮。また、

農業用水路は雤水や生活排水等地域排水も受け入れており、地域社会において重

要な役割を担当。農業水利施設の適切な更新整備と老巧ため池の防災対策等が必

要。   

⑤ 農業用水のそのほかの特色は以下のとおり。   

 ・ 水稲作とともに発展し、その過程で水利秩序が構築され、農業集落を形成。   

 ・ 農業用水の使用量は、約 590 億 m３ で水使用全体量の約３分の２に相当。   

 ・ 水田かんがいでは、取り入れた水の大部分が、地下水となるか、下流河川に還

元するなど、我が国の循環的水利用において重要な役割を担当。   

 ・ 都市的需要が増大し農業需要が減尐している場合は、他用途への転用も実施。   

 ・ 渇水時には、多大な労力により節水し、他種利水にも配慮しつつ対応。   

⑥ 農業の持続的発展の基礎となる国民的資産である農業水利施設については、大

部分を農業者の団体である土地改良区が管理。兼業化、高齢化等により管理水準

の低下が懸念。一方、都市化、混住化の進展により管理は高度化し、また、農業水

利施設の地域社会における重要性は高まっており、公的関与を含めた管理体制の整

備・充実が必要。   

⑦ 農業生産基盤について、その整備の必要性は、条件付きをあわせると多くの人

が認識。今後の展開方向としては、地域の特性に応じて、環境との調和への配慮や

効率的かつ効果的な実施が重要。また、今後は、非農業者を含む地域住民が受益

する農業水利施設の多面的な役割を踏まえ、整備更新や管理に対する市町村の関

与や地域住民の参加の促進が重要。    

（３）農業の発展を支える技術開発・普及   

① 戦後の技術開発は、生産性向上、高付加価値化等農業生産に大きく寄与（例：水

稲の機械化一貫作業体系の確立、野菜接ぎ木技術、生長点培養、畜産の人工授精

等）。新基本法に即した今後の研究の推進方向として、平成 11 年 11 月に、生産力の



向上や経営体質の強化等農業の現場を支える技術開発と、ゲノム解析や環境研究

等農業技術の革新が期待される基盤技術開発に重点を置くとする「農林水産研究基

本目標」を公表。この実現に向けた体制整備や研究の具体的戦略設定等が必要。   

② 普及事業は、試験研究成果の現場への移転に大きな役割を担っているが、一層

高度な技術・経営ニーズに即応するため、試験研究等との連携が一層必要。   

③ 土地利用型農業の確立等現場のニーズが大きい喫緊の課題について、民間も

含め関係機関一体となった迅速な取組みが必要。   

④ バイオテクノロジーを活用した産業発展に向けて、その基盤となるゲノム解析研

究を加速させることが重要。遺伝子組換え技術は、環境への影響や安全性の確保に

十分配慮し、国民的理解の促進に努めつつ、引き続き研究開発を進めることが必

要。    

第３節 多様な担い手の確保と農業経営   

（１）平成 10 年度の農家経済   

① 戸数で販売農家の 22％を占める主業農家（農業所得が主で、65 歳未満の農業

従事60日以上の者がいる農家）の平成10年の農家総所得は817万円（対前年2.8％

増）で、準主業農家の 87％、副業的農家の 96％の水準。              

② 就業者１人当たりの所得では、農家世帯は勤労者世帯の 84％と下回る水準。ま

た、就業者１人１日当たりの所得では農業所得は製造業就業者の 33％と大きな格

差。    

（２）多様な担い手の動向   

ア 多様な担い手の活動実態    

 我が国の農業生産は地域の実情に応じた多様な担い手に支えられており、こうした

実態を踏まえつつ、認定農業者等の経営体や集落営農、サービス事業体、第３セク

ター等の多様な担い手を育成し、相互が補完し合う仕組みづくりが重要。   

① 認定農業者   



 農業経営基盤強化促進法に基づき認定を受けた認定農業者数は、平成 11 年９月

末現在約 14 万に到達。市町村においては、認定後５年を経た農業者の現況を踏まえ、

さらなる経営改善が図られるよう、再認定に向けた取組みが重要な課題。   

② 集落営農    

 集落営農は、地域の農業生産活動の継続や農地の合理的利用、機械利用の効率

化等の面で効果が大きく、集落等を基礎とした水田農業を中心とする我が国農業の

持続的発展を図るうえで、その活動の促進を図ることが重要。地域農業の実情と将

来方向を明確に見据え、計画的な後継者の確保を図るなど、将来にわたって活動で

きる組織づくり進めることが必要。   

③ 農業サービス事業体    

 農業サービス事業体は、地域の様々な条件の農家等を支援し、一般の農家に比べ

て優れた技術水準のサービスを提供する役割を担うなど、その重要性は一層増大。

今後さらに、オペレーター等の人材の確保・育成やサービス需要の掘起こし等につい

て適切に対応していくことが必要。   

④ 第３セクター    

 第３セクターは、多様な担い手の一形態としての期待が高まっているが、経営の赤

字構造に悩む例も多く、その設立・運営に当たっては、地域の課題を十分検討したう

えで、事業内容や効果等を吟味し、地域の合意を十分に得ていくことが重要。    

イ 農業・農村における女性の動向                      

① 女性は、農業、家事等において重要な役割を担う一方、近年は地域社会におけ

る活動も増加。農業経営における女性の地位の明確化等に有効な家族経営協定の

締結農家数は１万２千戸を超え、女性の経営参画を促進する効果等が期待。   

② 農村女性の地域社会における方針決定過程への参画状況は、例えば、農業委

員数で顕著な増加がみられるものの、依然として低水準。女性の参画に向けた地域

ぐるみの取組み等が今後重要な課題。   

③ 近年、女性起業活動が活発化しており、農村の活性化に貢献していることから、

取り組みやすい環境の整備が必要。   



④ 男女共同参画社会基本法、食料・農業・農村基本法が相次いで成立、「農山漁村

男女共同参画推進指針」においても、女性の参画目標や地域計画の策定等が提起

されるなど、固定的な役割分担意識の見直しに向けて、より具体的な取組みが必要。    

ウ 農業の担い手としての高齢者の役割   

① 農業労働力の高齢化の進展に伴い、自営農業従事日数に占める高齢者のシェ

ア（65 歳以上男子 40.7％、女性 35.4％）、農業生産における高齢農家のシェアともに

大きくなっており、我が国農業は高齢者に相当程度依存する構造。   

② 高齢者は農業機械操作においてかなりの部分を担う一方、農作業中の死亡事故

の発生件数が増加しており、高齢者が安全に農業生産に取り組めるよう、農作業安

全対策の実施とともに、生涯現役として元気に活躍できるような生産基盤や生活環境

の整備が重要。    

（３）農業法人の現状と課題   

① 農地の権利を取得して農業経営を行う農業生産法人は、平成 11 年現在 5,587 法

人となっており、有限会社形態を中心に増加。農業法人は、雇用の創出、新規就農

者の育成、農地の有効活用、地域農業の振興等、地域社会の活性化や地域農業の

発展に貢献。   

② 農業法人の経営発展には、マーケティング活動への積極的な取組みが必要。経

営者個々における創意工夫に加え、異業種交流も含めた幅広いネットワークづくりが

重要。   

③ 農業生産法人の活性化を目的とした株式会社形態の導入を含む農業生産法人

の要件の見直しについて、農業生産法人制度検討会における検討結果が 11 年７月

にとりまとめられ、12 年度にかけて関連法令等の整備を予定。    

第４節 我が国農産物の需給動向と水田を中心とした土地利用型農業の発展   

（１）水田を中心とした土地利用型農業の発展   

ア 米の需給動向   

① 近年の米需給は緩和基調で推移しているが、過去最大規模の生産調整の実施

や米の緊急需給安定対策等により需給バランスは回復傾向。平成 11 年 10 月末の国



産米在庫量は 255 万トン。11 年産の作柄は作況指数 101 の｢平年並み｣、生産量は

918 万トン。   

② 11 年の自主流通米価格は消費者の低価格志向等から低調に推移し、銘柄間格

差も縮小傾向。近年の自主流通米価格は、入札制度の改善の進展から需給動向に

敏感に反応する傾向にあり、今後は需要に応じた計画的生産が一層重要。   

イ 米の計画的生産の実施と麦・大豆等の本格的生産に向けた課題   

① 転作麦・大豆の作付面積については、生産調整規模の増減に伴う増減が大きく、

十分定着しているとはいえない状況。特に生産調整規模の緩和時においては、作付

面積・団地化率ともに大幅に減尐。   

② 麦・大豆は、作業単位の拡大により効率性が高まり、収益も高くなる傾向。労働

生産性の高さを活かした大規模経営による高収益の確保が可能。各地にみられるこ

うした優良経営の面的な拡大が必要。   

③ 麦・大豆は単収や品質の変動が大きく、安定化技術は開発されているが現場で

の実施が不十分。また、実需者ニーズに適切に対応した品種の作付けやロットの確

保が不十分。品種開発や加工・利用技術に当たっては、ニーズを反映させられるよう

実需者の評価等を取り入れるとともに、成果の迅速な普及のため普及組織等による

積極的な指導が重要。飼料作物については、今後一層の定着を図るため、畜産農家

との間での生産・供給に関する中長期的計画に基づく取組みが必要。   

ウ 水田農業の活性化に向けて   

① 平成 11 年 10 月に、需要に応じた米の計画的生産と水田における麦・大豆・飼料

作物等の本格的生産を図ることを柱とする「水田を中心とした土地利用型農業活性

化対策大綱」を決定。生産調整の配分方法を、「生産調整目標面積（ネガ）」から 「米

の生産数量・作付面積（ポジ）」を配分する方式へ見直すほか、土地利用型作物の本

格的生産を一層誘導するため５年間の安定した助成システムを創設。   

② 水田を中心に発展してきた我が国農業において、新たな基本法の下で国内生産

の拡大を図るためには、土地利用型農業の活性化が不可欠。全国の生産者が自ら

の経営判断として麦・大豆・飼料作物の本格的生産に取り組み、収益性の高い水田

農業の実現を通じ、農業の持続的発展や自給率向上に資することを期待。   

エ 市場原理の活用と経営安定対策の実施   



① 米に続き、麦についても入札による価格形成等を内容とする民間流通の仕組み

が決定され、11 年９月に入札を実施。落札結果は、銘柄により基準価格に対し高低

が生じる等実需者の評価を反映。大豆についても、交付金制度の見直し等を行い、

市場評価が生産者の手取り価格に反映される仕組みが構築される予定。   

② 農産物の価格下落が農業経営に及ぼす影響を緩和する観点から導入されてい

る経営安定対策については、12 年産から大豆についても導入。また、麦については、

民間流通への移行に際し、生産者の経営安定等を図るための措置を 12 年産から導

入。   

③ 稲作経営安定対策は、数量ベースでは 10 年産、11 年産と連続して自主流通米

出荷数量の約９割が加入。補てん金込みの 11 年産自主流通米価格は、10 年産価格

並みの水準が確保される見込み。加入者の９割以上が継続加入の意向を示す等多

数が制度を評価。加入者の意向等も踏まえ、相当の繰越資金がある者に対するメリ

ット措置、稲作を主とする認定農業者に対する補てん割合の引上げ等を実施。    

（２）園芸作物、畜産の需給動向   

ア 野菜及び果実の動向   

① 最近の野菜価格は、昨年の秋冬野菜の高騰が沈静化した後は低調となったが、

11 年夏には高騰し、９月以降は入荷増から再び低下傾向に転ずる等大幅な変動を

伴って推移。かかる動向等に対応するため、今後、新たな野菜供給システムの構築

等が必要。   

② 11 年産うんしゅうみかんについては、隔年結果の影響による豊作が予想されるな

かで摘果等計画的な生産・出荷が推進されたが、西日本を中心とした天候不順によ

る品質低下等から価格は低水準で推移。生果を果汁等の加工へ仕向けるなど需給

均衡に向けた適切な対策が引き続き必要。   

イ 我が国畜産業の維持・拡大に向けて   

① 畜産物の需要量は総体的に横ばいで推移。国内生産量は、飼養頭羽数とともに

減尐傾向。また、輸入量をみると、豚肉は、口蹄疫の発生に伴う台湾産の輸入禁止

措置等を背景に大幅に減尐した９年度に対し、10 年度は米国等からの輸入の伸びを

受け再び増加。   



② 自給飼料生産は、飼料自給率の向上を通じた我が国の食料自給率の向上、生

産コストの低減、経営の安定化及び家畜排せつ物の草地等への適切な還元による

畜産環境問題への対応等において極めて重要。しかしながら、飼料作物の作付けは

高齢化、規模拡大等による飼料生産労働力の不足等の要因から近年横ばい傾向で

推移。今後、コントラクターの育成等飼料生産の組織化・外部化に向けた取組みへの

支援の強化など自給飼料生産の推進が重要。   

③ 畜産経営の開始時には、施設機械の整備、家畜の導入等多様な準備が必要。ま

た、他経営部門に比べて初期投資が大きく資本の回転が遅いなどの特徴も有し、新

規就農者にとって大きな負担。このため、離農跡地を活用した新規就農の促進に加

え、後継者のいない健全な経営を中断させることなく第三者に円滑に継承するなど、

我が国の実態に合った日本型畜産経営継承システムの推進について関係機関の一

体的 ・組織的な取組みが重要。    

第５節 農業の自然循環機能の維持増進   

（１）農業の持続的な発展に資する生産方式の定着・普及   

① 近年、たい肥等による土づくりの減退や化学肥料・農薬の不適切な使用が生産

環境に悪影響を与えている例もみられ、農業の自然循環機能の維持増進を図るうえ

で、今後、より一層環境と調和のとれた持続的な農業生産への取組みが重要。   

② 農業のもつ物質循環機能を活かし、たい肥等の有機物の投入による土づくりを通

じて化学肥料・農薬の使用の節減等を行う環境保全型農業に対する取組みが広がっ

ているが、現場における浸透は依然不十分。   

③ 環境保全型農業に取り組む農家の経営状況をみると、販売価格、粗収益及び所

得の有利性がある一方、収量が低く、労働時間が長いといった取組上の問題も存

在。   

④ 今後、取組みを強化するうえで、このようなあい路をできるだけ尐なくすることが

必要であり、土づくり・防除・施肥等に関する農業技術の開発・普及、全国的な認証方

式の確立等が極めて重要。このため、たい肥等による土づくりと化学肥料・農薬の低

減を一体的に行う生産方式を導入する農業者に対する金融・税制上の支援（持続性

の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律：11 年 10 月施行）と有機食品の生

産または製造方法について検査認証を受けたものだけが「有機」の表示を付して一

般消費者向けに流通できる仕組みの整備（農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律の一部を改正する法律：11 年７月成立、12 年４月施行予定）を実施。   



（２）家畜排せつ物の適切な管理・利用の推進    

 家畜排せつ物の資源（有機質肥料）としての利用が十分に行われないケースが増

加する一方、野積み・素掘りといった家畜排せつ物の不適切な管理に基づく悪臭、水

質汚濁等、地域の生活環境に関する問題も発生。これらを踏まえて 11 年 11 月に「家

畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」を施行し、家畜排せつ物

の適切な処理・利用を推進。    

（３）有機性資源の循環利用システムの構築   

① 食品や農畜産物に由来する有機性資源（廃棄物）は、本来資源化・リサイクル化

が可能であるため、循環利用システムの構築が重要。有機性資源の循環利用を促

進するため、たい肥等の適切な利用のための肥料成分等の表示制度を整備（肥料取

締法の一部を改正する法律：11 年７月公布、12 年 10 月施行（一部は公布同時施

行））。   

② 農業分野では、農業用使用済プラスチック等農業生産資材についても適正処理

が必要。農業用使用済プラスチックの適正処理に向けた取組みは着実に進展してい

るが、リサイクル処理費用の負担や再生品の用途開発等の課題も存在。    

（４）農業分野における地球規模での環境問題への対応の強化    

 二酸化炭素等の温室効果ガスの増大に起因する地球温暖化は、海面上昇や気候

パターンの変化等により農業生産に重大な影響を生じさせる懸念。農業分野におい

ても地球環境問題の視点から、排出削減に向けた省エネ技術の開発・普及等が重要。

また、野菜、花き等の土壌消毒剤等として用いられる臭化メチルはオゾン層破壊物質

に指定されたため、代替技術の開発と普及に向けた一層の取組みが必要。    

 

第Ⅲ章 農村の振興と農業の有する多面的機能の発揮   

第１節 農村の現状   

（１）農村の人口と農業集落の変容   

① 農村の人口は継続的に減尐しており、平成 10 年度の１年間では、総人口が増加

（0.2％）しているなか、中山間地域では自然減と社会減の両方により人口が減尐

（△0.9％）。   



② 農業集落の構成員は、かつては主に農家が占めていたが、高度経済成長期以

降の混住化により農家率は大きく低下。また、中山間地域等の生産・生活条件不利

地域では、集落の縮小や消滅も発生。一方、都市近郊においては非農家の流入によ

る拡 大集落が増加。   

③ ＤＩＤ地区からの時間距離が近い集落は規模が拡大、他方、遠い集落は規模が

縮小。文化、医療、教育、娯楽等の市街地に依存せざるを得ない場合の多い利便性

の享受にかかる条件が、農業集落への定住を左右する重要な要因。    

（２）農村社会における特徴的な課題   

① 中山間地域を中心に過疎化により地域社会の維持自体が困難となる例もみられ

るが、こうした状況に対応するため、農業や地場産業の振興等による就業機会の確

保、日常必要な範囲の生活環境の整備、周辺地方都市等との交通条件の改善等に

より、生活者に魅力のある地域づくりの推進が必要。   

② 農村では、全国平均を上回るテンポで高齢化が進行。一方、農村は、高齢者が

技術、体力等に応じて生涯現役として農作業や地域活動を続けていくことのできる場

であり、その実現に向けた条件整備が必要。   

③ 都市に先駆けて高齢化が進んでいる農村においては、要介護となった高齢者を

地域ぐるみで支える福祉体制の充実が緊喫の課題。市町村等行政以外に、市町村

社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯのほか、農協（ＪＡ）等の役割に期

待。   

④ さらに高齢者が農業を継続できなくなった場合に備え、耕作放棄対策、農作業支

援、生活支援等について、市町村、ＪＡ等による取組みの強化が必要。    

第２節 農業の有する多面的機能とその発揮に向けた取組み   

（１）農業の有する多面的機能の内容と評価   

① 農村で適切な農業生産活動が行われることにより生じる多面的機能には、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、文化の伝承等様々な

ものがあり、国民生活及び国民経済の安定にとって重要。各地における調査結果を

みても農業の有する多面的機能に強い期待。   



② 各地において多面的機能の理解増進に向けた取組みが開始されているが、機能

に関する科学的・定量的情報は不十分な面があるとともに、現状において多面的機

能の外部経済効果を定量的に評価する手法は十分に確立されておらず、国民の実

感は不十分。このため、多面的機能の解明の一層の推進と、適切な評価手法の確立

に向けた取組みに努めることが必要。    

（２）中山間地域の農業の特色と中山間地域等への直接支払いの導入   

① 平野の外縁部から山間地に至る中山間地域は、我が国農業生産の約４割を担う

とともに、一般に河川等の上流域に位置するため、農業生産活動による多面的機能

の発揮を通じ下流域の住民の生活基盤を守る防波堤としての役割を発揮。   

② 中山間地域は、林野率が高く急傾斜地の割合が大きいため、耕作面積が狭あい

で、作業の効率化も図りにくく、稲作等土地利用型農業の展開上不利。このため、農

業生産性が低位で、農家所得も低い。 また、中山間地域では、特に農業者の高齢

化等が進行し、農業経営規模を縮小する農家や離農する農家も多く、耕作放棄率は

平地農業地域の２倍以上。   

③ 近年、中山間地域における耕作放棄の発生の防止のため、第３セクターの設立

や棚田等オーナー制度の実施等農地の保全管理等様々な取組みが開始されている

が、全国的に広がる中山間地域の耕作放棄の発生の防止には不十分であり、耕作

放棄の発生を防止し多面的機能を確保するための全国的な取組みが必要。このた

め、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保する観点か

ら 12 年度から直接支払制度の導入を予定。本制度について国民の支持を得ていくた

めには、制度の実施状況の点検や政策効果の評価等を行うことが必要。また、中山

間地域では、農地と山林が隣接し野生鳥獣による農作物の食害等の発生が多く、耕

作放棄の主因ともなるため、野生鳥獣の保護を前提としつつ、適切な被害防止対策

が必要。    

第３節 農村の総合的な振興   

（１）農村の地域特性に即した整備   

① 農村は、農業生産の場であると同時に、農業者を含めた地域住民の生活の場。

また、農業生産活動に伴う多面的機能が発揮される場。   

② 農村における基礎的な生活環境整備は立ち遅れており、農村への定住を促進す

る うえでも、生活環境の整備は重要な条件。農業生産基盤と生活環境が密接に関



連している農村の特性を踏まえ、農業生産基盤と生活環境との総合的な整備が必

要。   

③ 農村の景観や豊かな自然に「ゆとり」、「やすらぎ」、「うるおい」を求める都市住民

は多数。新しい全国総合開発計画「21 世紀の国土のグランドデザイン」では、「多自

然居住地域」の創造等を提言。美しく豊かな田園空間の創造に資するため、景観や

自然環境の保全、地域資源の循環利用等への積極的な配慮が必要。   

④ 住み良い農村とするうえで、医療福祉、教育、文化、交通・情報通信等の生活支

持機能の確保も重要。各市町村単独で対応困難な行政サービスへの対応を含め、

市町村等の範囲を越えた連携を図る広域連合等広域的な地域連携の取組みが進捗。

今後の農村振興の展開に当たり、国、都道府県、市町村等行政機関の役割分担の

明確化、地域住民や地元企業等多様な主体の参加の促進、行政と地域住民等との

活発なコミュニケーションによる地域の合意形成等が必要。    

（２）農村の活性化に向けた取組み   

① 農村の活性化を図るため、農林業の振興をはじめとする多様な産業振興、景観

づくり等の自主的な共同活動や都市との交流の推進などの取組みを実施。将来の課

題として、市町村では新規就農支援や地域住民の共同活動支援等、農業を軸とした

内発型の産業振興を重視。   

② 全国で地域特産的資源を活かした住民グループの事業活動やそれを地域内発

的な産業として育成しようとする動きが活発化。近隣市町村等や民間企業との連携、

多様な地域資源を総合的に活用した農村における新しいマーケットづくり等への取組

みの展開に期待。様々な取組みの具体例と課題は次のとおり。     

 ・朝市等の事業活動、高齢者等への福祉サービス、農村景観づくりや自然保護、都

市農村交流等の場において、地域住民主体の共同活動が多くの市町村で行われて

おり、今後こうした活動を一層活発化していくためには、適切な役割分担に立った行

政の支援が重要。     

 ・農村には伝統的行祭事や伝統芸能等多様な伝統文化の担い手が存在するが、

多くの市町村で担い手数の減尐や世代交代が進まないといった問題が発生。一方で、

都市農村交流に活用されるなど伝統文化が魅力ある農村を形成するうえで果たす役

割は大きく、保存・伝承のための支援強化が必要。     



 ・農村における情報基盤の整備は、都市との情報格差の是正や、農業振興、高齢

者福祉の向上などを目的として、行政や農協等の主導により進んでいるが、まだ農

家への普及率は低く、一層の取組みが必要。インターネット等が農業・農村の活性化

に果たす役割はますます拡大。    

（３）都市と農村との交流等の促進   

ア 都市と農村との交流   

① 国民の意識が「物の豊かさ」から「ゆとり」や「やすらぎ」といった「心の豊かさ」に

重きを置くようになるなか、都市と農村との交流が活発化。 しかし、目的と効果にギ

ャップがみられるなど、交流活動の運営には多くの課題が存在。   

② 都市と農村との交流については、国民の農業や農村に対する理解を深め、健康

的でゆとりのある生活の実現に資する取組みとして、一過性ではない長期的観点に

立った活動が必要。今後は、都市住民のニーズを踏まえた魅力ある地域づくりに向

け、ソフト・ハード両面からの条件整備が必要。   

イ 農業体験及び農業体験学習   

① 人格形成期にある子ども達の自然体験は、豊かな心を育み、道徳観・正義感を

身につけさせるものとして教育の場においても情操教育の面から注目。   

② 農業体験は、貴重な自然体験となるばかりではなく、子ども達の農業に対する理

解の醸成や将来の担い手確保の観点からも重要な取組みとして期待。文部省や関

係機関との連携のもと、積極的な農業体験機会の設定や体験内容の工夫等、取組

みの一層の充実が必要。   

ウ 都市農業の果たす役割   

① 都市及びその周辺地域において営まれる農業は、生鮮野菜等の生産・供給の観

点からはもとより、景観形成やレクリエーションの場、防災空間の提供といった多様な

役割も果たしており、今後とも地域と調和し、都市住民のニーズに対応した発展が図

られるよう、適切な施策の実施が必要。   

② 近年、都市的地域において市民農園の開設数が増加してきており、農業体験の

場としてのみならず、生産者と消費者の交流の場等として機能。その普及等に向けた

各種取組みの充実が必要。  


