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１．農業生産 

(1)農業生産指数 
 農業生産の動向を農業生産指数でみると、長期的には生産は増加しているものの、昭和50年
代以降は、国内需要の停滞や農産物輸入の増加等を背景に、ほぼ横ばいで推移している。 

○ 農業生産指数（総合）及び輸入数量指数（農産物）の推移 

 
資料：農林水産省「農林水産業生産指数」、「農林水産物輸入の数量・価格指数」 

(2)品目構成 
 品目構成をみると、従来の米中心の生産から、需要の増加した畜産物、野菜等多様な広がりを
もった生産の方向に変化している。 

○ 農業総産出額の品目別構成の推移 

 
資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

 (3)我が国経済に占める農業の地位 
 国内総生産（ＧＤＰ）に占める農業総生産（農業生産額－中間投入）のシェアは、ほぼ一貫して
低下している。 



○ 国内総生産に占める農業総生産のシェアの推移 
--------------------------------------------------------------- 
           35年度  45   55   ２   ７  
 国内総生産（兆円） 16.68 75.30 245.55 438.82 488.52  
 農業総生産（兆円）  1.5  3.1  6.0   7.7  6.8  
 農業総生産の国内生産 9.0  4.2  2.4   1.8  1.4  
 に占める割合（％）       
--------------------------------------------------------------- 
 資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」、経済企画庁「国民経済計算」 

(4)食料自給率 
 米の消費の減少や油脂、畜産物消費の増加による輸入穀物等の需要の増大等を背景に、我が
国の食料自給率（カロリーベース）は、平成７年には42％まで低下している。 
 品目別には、米、鶏卵、野菜等については高い自給率を維持しているが、小麦、豆類は著しく低
くなっている。 

○ 国民１人当たり供給熱量の推移 

 
資料：農林水産省「食料需給表」 

○ 食用農水産物の自給率の推移 



 
資料：農林水産省「食料需給表」、「飼料便覧」 



２．農業の生産性 

(1)労働生産性 
 農業の労働生産性は、農業就業人口の大幅な減少と農業生産の増加により、製造業のそれと
そん色のない伸びを示している。 

○ 農業と製造業の労働生産性の推移 

 
資料：農林水産省「農林水産業生産指数」、通商産業省「鉱工業指数」、総務庁「労働力調査」 

(2)比較生産性 
 他産業の生産性も高度成長により著しく向上したため、現在においても、農業の生産性は製造
業の３分の１程度である。 

○ 農業の比較生産性（就業者１人当たりの純生産の比率）の推移 
                     （単位：％） 
--------------------------------------------------------- 
        35年度  50   60   ７  
 農業／製造業 20.7  34.8  29.2  29.1  
 農業／非農業 25.9  36.7  30.4  28.1  
--------------------------------------------------------- 
 資料：経済企画庁「国民経済計算」ほか 



３．農業生産構造 

(1)農地 
  ① 農地面積 
 昭和35年に約600万haあった農地面積は、平成８年までの間、約100万haの拡張が行われた一
方、かい廃面積が200万ha以上あったことから、500万ha以下にまで減少した。 

○ 農地の拡張、かい廃の状況 

 
 拡張面積 の合計（35年～８年） 1,067千ha 
 かい廃面積の合計（35年～８年） 2,176千ha 
 資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 
  注：45年以前には沖縄県を含まない。 

  ② 耕作放棄地 
 農業従事者の減少・高齢化、農村での過疎化の進行等を背景に、近年、耕作放棄地が増加傾
向にある。 
 地目別には畑の割合が高く、また、地勢等地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な中山間
地域での比率が高い。 

○ 耕作放棄地面積及び耕作放棄地率の推移 

---------------------------------------------------------------- 
   50年   55   60   ２   ７    
 耕作放棄地(万ha)   9.9   9.2   9.7  15.1  16.2 
 耕作放棄地率(全国、％)   2.0   1.9   2.0   3.3   3.8 
---------------------------------------------------------------- 
資料：農林水産省「農業センサス」 

○ 都道府県における耕作放棄地率の状況（平成７年） 



 
資料：農林水産省「農業センサス」 
 注：1)耕作放棄地とは、調査日以前１年以上作付けせず、ここ数年の間に再び耕作する考えの
ない土地で、耕地には含まれない。 
   2)耕作放棄地率＝耕作放棄地面積／（経営耕地面積＋耕作放棄地面積） 
   3)土地持ち非農家の耕作放棄地を除く。 

③ 耕地利用率 
 耕地利用率（作付延べ面積／農地面積）は、稲、麦類等を中心に作付面積が大きく減少したこと
等から低下し、現在は100％以下となっている。 

○ 作付延べ面積、耕地利用率の推移 

 

  ④ 農地の整備水準 
 現在、水田については、30ａ程度以上の区画に整備された面積が５割以上となり、機械化の導
入ともあいまって、稲作の労働時間は著しく低下してきている。 

○ 水田の耕作労働時間と水田整備率 



注：水田整備率は、30アール区画程度以上に整形済みの面積の割合 
資料：農林水産省「米生産費統計」、「土地利用整備基盤調査」等 

 (2)担い手 
  ① 農家 
 農家戸数は、一貫して減少を続けている。 
 専業兼業別のシェアをみると、専業農家のシェアが大きく低下し、第２種兼業農家の比率が大き
く高まった。また、兼業農家については、兼業先が恒常的勤務であるいわゆる安定兼業農家の割
合が増加している。 

○ 専業兼業別の農家戸数の推移 

 
  資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」 
 注１：第１種兼業農家とは、農業収入が兼業収入を上回る兼業農家、第２種兼業農家とは、兼業
収入が農業収入を上回る農家をいう。専業農家とは、世帯員に兼業従事者が１人もいない農家を
いう。 
  ２：２年、８年の専業兼業別農家戸数は、販売農家の内訳である。 

○ 兼業種類別農家戸数シェアの推移 

 
資料：農林水産省「農林業センサス」 

② 農業労働力 



ア 農業就業人口は、農業部門から他産業部門へと大量に労働力が流出したことにより、昭和35
年度以降ほぼ一貫して減少している。 
 総就業人口に占める農業就業人口の比率も大きく低下した。 

○ 総就業者数に占める農業就業者数の推移 
（単位：万人、％） 
----------------------------------------------------------------- 
   35年度   45   55   ２   ７ 
 総就業者数   4,465   5,109   5,552   6,280   6,456 
 農業就業者数   1,196   811   506   392   327 
 総就業者数に   26.8   15.9   9.1   6.2   5.1 
 占める割合 
----------------------------------------------------------------- 
資料：総務庁「国勢調査」ほか 

イ 現在、農業就業人口の４割を占めるいわゆる「昭和一けた世代」がリタイヤする時期が近づき
つつある。このため、近い将来、農業就業人口全体の減少が一段と進む可能性が高い。 

○ 農業就業人口の人口曲線からみた高齢化の進行（男性） 

 
資料：総務庁「国勢調査」 
 注：●印は、昭和一けた世代のうち、元～５年生まれを、また△印は６～10年生まれを示してい
る。 

ウ 新規学卒就農者と他産業からのＵターン者を合わせた39歳以下の新規就農者の数は、近年
増加傾向にある。 
 このほか、39歳以下で自営兼業、家事・育児等から農業への従事が主となる者も存在している。

○ 新規就農青年等（39歳以下）の推移 

 
資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」ほか 
 注１：Ｕターン就農者とは、農家子弟で他産業からの離職就農者のうち、離職後の就 
   農状態が「農業が主」の39歳以下の者を指す。 
  ２：その他とは、自営兼業、家事・育児等が主から「農業への従事が主」となった 
   者で39歳以下の者を指す。 

エ 40歳以上の中高年者のＵターン者も近年増加している。 



○ Ｕターン就農者（40歳以上）の推移 
                 （単位：千人） 
------------------------------------------------ 
 平成元年 ２  ３  ４  ５  ６  ７   
 22.9   11.4 16.4 16.0 24.6 32.5 40.4  
------------------------------------------------ 
資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」 

 オ 女性は、農業生産において重要な役割を担っているが、地域社会での方針決定過程等への
参画状況は、低い水準にある。 

○ 農業就業人口に占める女性の割合の推移 
                 （単位：千人、％） 
-------------------------------------------------------------- 
              35年   45  55   ２  ７ 
 農業就業人口      14,542 10,352 6,973 5,653 4,902 
 うち 女性       8,546  6,337 4,300 3,404 2,861 
 農業就業人口に占める割合 58.8  61.2 61.7  60.2 58.4 
-------------------------------------------------------------- 
 資料：農林水産省「農林業センサス」 

○ 女性の社会参加の状況（平成７年） 
                              （人） 
------------------------------------------------------------------- 
農業委員数 60,917 農協正組合員数 5,432,260 農協役員数 50,735 
 うち女性  203     うち女性 707,117   うち女性 102 
 比  率 0.33％    比  率 13.02％   比  率 0.20％ 
------------------------------------------------------------------- 
 資料：農林水産省調べ 



４．農業経営 

(1)経営規模 
 ① 我が国は、国土面積に占める農用地の割合が低く、諸外国に比べて農用地面積も小さいこ
と、また、諸外国と比べ相対的に農家戸数が多いことから、農家１戸当たりの農用地面積は著しく
小さいものとなっている。 

○ 国土面積及び農用地面積等の国際比較（日本を１とした場合） 

 

② 農業経営の規模については、１戸当たり平均経営耕地面積でみると、地域別には、北海道で
は規模拡大が進展しているが、都府県においては規模拡大のテンポは緩やかであり、零細な経
営が多い。 
 また経営部門別でみると、畜産や施設園芸においては規模拡大が進展している。 

○ 経営部門別の規模拡大の推移（１戸当たり平均規模） 

 
資料：経営耕地、水稲については「農業センサス」、畜産部門については「畜産統計」、「家畜の飼
養動向」、施設園芸については「農家経済調査」 
 
(2)農地の流動化等 
 農地の流動化については、農地価格の上昇等による資産的保有傾向の強まり等から、昭和50
年以降、所有権移転（売買）によるものから利用権等の設定（貸借）によるものに重点が移ってい



る。 
 さらに、近年は農作業の受委託も増加してきている。 

○ 農地の権利移動面積の推移 

 
資料：農林水産省「農地移動実態調査」、「利用権設定等実態把握調査」、「土地管理情報収集分
析調査」 
 注：権利移動面積には、経営規模の拡大に直接結び付かない小作地所有権移転、自作地無償
所有権移転、賃貸借の移転等は含まない。 

○ 農作業を委託した農家数の推移（水稲作） 
----------------------------------------------------------- 
                55年  60  ２  ７  
 委託農家(全国､万戸)     113.4 115.6 154.5 171.6  
 全水稲作農家に占める割合(％) 29.6 32.5  48.6 60.0  
----------------------------------------------------------- 
 資料：農林水産省「農業センサス」 

(3)経営体 

① 農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指して、市町村によ
る農業経営改善計画の認定を受けた農業者（認定農業者）の数は、着実に増加し、現在約10万
経営体に上っている。 

○ 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定状況(農林水産省調べ) 
・ 認定農業者数（平成９年５月末現在速報値） 100,323（うち法人3,592） 
・ 地域別認定農業者数（平成９年５月末現在速報値） 



 

② 近年、農業労働力の減少、高齢化や兼業化が進行する中で、全体に占める割合は小さいも
のの法人形態で農業経営を行う経営体が現れてきている。 
 また、自ら農業経営を行うものではないが、主として農家等から委託を受けて農作業を行う農業
サービス事業体、担い手不足等に対応し、市町村等の出資により農地の保全等を行う第３セクタ
ーなど、地域の実情に応じた多様な形態の地域農業の主体が出現してきている。 

○ 法人形態の農業経営組織数 

 

○ 農業サービス事業体数 

 

 ・ 市町村農業公社が取り組んでいる主な事業の例 
    農作業の受託 
    農地の貸借の仲介 
    農産物の加工販売 
    観光・農村都市交流 



５．農産物価格 

(1)農産物価格安定制度 
 農産物には、豊凶等により作柄や価格が変動すること等の特性があることから、農産物価格の
過度の変動を防止し、農業経営及び消費者家計の安定を図るため、価格安定制度が設けられて
いる。 
 近年の行政価格については、需給事情、生産性の向上等を踏まえて引き下げ又は据置きで推
移し、現在の価格はほぼ昭和50年代初頭の水準となっている。 

○ 工業製品とは異なる農産物の特性 
(1)生産面 
 ・ 気象等自然条件の影響を受けやすく、生産の変動が避けられない 
  （→水稲の作況指数：平成５年74、平成６年109、平成７年102） 
 ・ 生産に一定の期間を要し、需給の変動に迅速に対応し難い 
  （→多くの作物が１年１作） 
(2)需要面 
 ・ 消費の変動が小さい 
  （価格が低下してもたくさん食べるわけではなく、また、価格が上昇しても食事は減らせない） 

○ 農畜産物の行政価格の推移（昭和50年＝100） 

 

(2)農産物の内外価格差 
 我が国の食料品価格は、海外に比べ平均して２～３割程度割高になっている。これは、我が国
の国土が急峻・狭あいであることや、地価・人件費・エネルギー価格が割高であること等を背景と
して、我が国農産物の生産・流通コストが割高にならざるを得ない面があることが要因の一つとな
っていると考えられる。 

○ 食料品の内外価格差（東京＝100、平成８年11月） 



 

○ 農地条件、賃金、生産資材価格、光熱料金の日米比較（平成７年） 

 
資料：農林水産省調べ 
 注１：電気は産業向け販売価格、ガソリンはスタンド等における平均小売価格である。 
２：日本の農家戸数は販売農家の数値である。 
３：硫安の比較については、流通形態の違い及び品質格差による価格差を勘案した試算である。 



６．農家経済 

① 農家総所得に占める農業所得の割合は、次第に低下してきている。 
 経営部門（単一経営）別に農家総所得に占める農業所得の割合をみると、施設野菜、酪農にお
いては農業所得の比重が高いが、稲作においては農業所得の比重が低い。 

○ 農家総所得に占める農業所得の割合の推移 
                      （単位：千円、％） 
----------------------------------------------------------------- 
            35年度  40  50   60  ２  ６  
 農家総所得       449  835 3,961 6,916 8,399 9,091  
 農業所得        225  365 1,146 1,066 1,163 1,593  
 農家総所得に占める割合 50.2 43.7 28.9  15.4 13.8  17.5  
----------------------------------------------------------------- 
資料：農林水産省「農家経済調査」 
 注：２年度までは全農家ベース、６年度は販売農家ベースの数値である。 

○ 経営部門別の農家総所得に占める農業所得の割合 
         （単一経営、６年度販売農家） 
 （単位：千円、％） 
----------------------------------------------------------------- 
            平均 稲作 施設野菜 露地野菜 果樹 養豚 酪農 肥育牛  
 農家総所得      9,329 9,489 8,792  10,425 9,589 7,943 9,844 7,198  
 農業所得       1,546  845 5,085  2,990 2,835 2,596 5,637 2,142  
 農家総所得に占める割合 16.6 8.9  57.8   28.7 29.6  32.7 57.3  29.8  
----------------------------------------------------------------- 
 資料：農林水産省「農家経済調査」 

② 世帯員１人当たりの所得については、昭和47年度以降農家が勤労者世帯を上回っており、農
家平均の所得という面では農業と他産業との生活水準の均衡が達成された。 
 しかし、これは主として兼業所得の増大によるものであり、専業農家の所得水準については依然
として勤労者世帯よりも低くなっている。 

○ 農家と勤労者世帯の世帯員１人当たりの所得の推移 



 
資料：農林水産省「農家経済調査」、総務庁「家計調査」 
 注：農家所得は年金・被贈等の収入を加えた農家総所得としている。 
   専業農家は基幹男子（１５歳～６０歳までの男子）が専従している農家としている。  



７．農業技術 

 農業技術については、多収品種や良食味品種等の育成、栽培管理技術の向上、高性能農業機
械の開発、繁殖・肥育技術の向上等、時代の要請に応じて開発と普及が行われ、生産性や品質
の向上等に寄与してきている。 

○ 水稲作における技術開発・普及の成果の例 

 

○ 水稲作の10ａ当たり作業別投下労働時間の推移（全国、販売農家） 

 
資料：農林水産省「米生産費統計」 



８．環境と農業 

① 農業は元来、物質循環を基本システムとし、太陽エネルギーを利用可能なエネルギーに転換
する環境と最も調和した産業であるが、近年、化学肥料、農薬等の多投入や不適切な使用による
環境への負荷が問題となる農業生産のケースが生じている。 

○ 環境への負荷が問題となっている農業生産等の具体例 
 ・ 化学肥料の過剰な施用による水質汚染 
 ・ 化学合成農薬の不適切な使用による魚類への影響 
 ・ 家畜排泄物の不適切な処理による水質汚染 

② 地球的規模での環境問題の認識の高まり等から、環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業
生産様式への転換の取組が徐々に広まっている。 

○ 環境保全型農業の状況（平成７年） 

 

③ なお、水田は、畑に比べ、連作障害が少ないこと、土壌の養分保持に優れていること、土壌浸
食が起こりにくいこと等持続的で環境負荷の少ない生産装置である。 

○ 水田の特性 

 



９．農産物貿易 

① 現在、我が国は世界第１位の農産物純輸入国となっている。 

○ 農産物輸出入額の現状（平成６年） 

 
資料：FAO「Trade Yearbook」 
 注：1)グラフの左から農産物純輸入額上位５か国 
    右から農産物純輸出額上位５か国 
   2)純輸入額＝輸入額－輸出額 

② 我が国が輸入している主要農産物の生産に必要な海外の農地面積は、約1,200万haとなって
おり、これは国内農地の約2.4倍に相当する。 

○ 主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積（試算：平成６年度） 

 
資料：農林水産省「食料需給表」、「耕地及び作付面積統計」、大蔵省「貿易統計」、ＵＳＤ
Ａ"Agricultural Statistics"、ＦＡＯ"Production Yearbook"ほか 
 注：各作物ごとに主な輸入先国の単収を利用して試算している。 



③ 輸入品目については、近年、肉類・生鮮野菜・生鮮果実等の生鮮食品のシェアが上昇してい
る。 

○ 農産物輸入金額の加工度別割合の推移 

 

④ 現在、我が国の主要農産物の輸入先については、アメリカに大きく依存している。 

○ 米国からの主要農産物輸入額及びシェアの推移 

 


