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I 農業に関する国際規律及び主要先進国の農業政策の概要 

(I) 農業に関する国際規律 

 ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意(1993年)により、国内における助成、国境措置
等について、規律が定められている。 
 a 国内助成については、価格支持等を20％削減。 
 b 市場アクセスについては、原則として全ての輸入制限を関税化。 
 c 輸出補助金を削減 

○ ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意の概要 

 
 注：ＡＭＳ＝内外価格差相当額（内外価格差×数量）＋農家直接支払相当額（削減
対象補助金額）  

 このうち、国内助成については、削減対象の施策(黄の施策)と削減対象外の施策(緑
の施策)に区分されている。 

○ 国内助成の区分 

 
 注：この他、生産調整等を条件とした直接支払い（青の施策）は、削減対象外。  



(II) 主要先進国の農業政策の概要 

１ 米国の農業政策 
 (1) 農業政策の概要 
 米国の農業政策は、大別して、a価格・所得支持政策、b輸出振興政策、c環境政策
があり、現在は96年農業法に基づき実施されている。 

○ 96年農業法の概要 

 

 (2) 米国の農業予算 
 1997年度の農業関係予算は535億ドル(約5兆8,000億円)であり、うち価格・所得関係
予算は15％を占めている。 

○ 米国の予算(1997会計年度) 

 
注：1)１ドル＝約109円（IMF:1996年平均） 
  2)フードスタンプ計画とは、貧困層に食料と引替可能なクーポン券を支給する制
度。 



２ ＥＵの共通農業政策 

 ＥＵでは、生産・価格政策をＥＵが実施し、これを補完する政策を各加盟国が実施し
ている。 

（１）共通農業政策（ＣＡＰ）の概要 
 域内において、農産物の共通市場（域内自由流通）の確立を図るため、以下の政策
を実施している。 
 a 市場介入による最低価格保証 
 b 国境措置（関税、輸出補助金等） 
 c 農業構造政策（若年農業者助成、早期離農助成、条件不利地域助成等） 

○共通農業政策（ＣＡＰ）制度の概要（穀物） 

 

（２）９２年ＣＡＰ改革 
 生産過剰や農業予算抑制等の観点から、穀物、牛肉等に関して、支持価格水準を引
き下げるとともに、これに伴う措置として直接所得補償制度を導入した。また、休耕に
対しては、休耕補償金が支払われる。 

○穀物の支持価格及び直接所得補償額（計画） 

 
 注：1)１グリーンECU＝約167円（1996年平均）。 
   2)市場年度は７月～６月。1993/94は1993年7月～1994年6月を表す。 

（３）条件不利地域対策 
 山岳地域等において、農業の存続を確保し、最低限の人口水準の維持と景観の保
持を図るため、家畜頭数又は農用地面積に応じた補償金を農家に支給している。 

○山岳地域等条件不利地域の農業に対する助成の概要 



 

（４）ＥＵの農業予算 
 1997年のＥＵの農業関係予算は449億ECU（約6兆2,000億円）であり、うち価格・所得
関係予算は88％を占めている。 

○ＥＵの予算（1997年当初予算） 

 
 注：1)1ECU＝約138円（IMF:1996年平均） 
   2)各加盟国の予算を含まない。 

（５）今後の方向 
 今後の共通農業政策については、ＥＵの中東欧への拡大も念頭に置き、92年改革の
方向に即して、価格支持の一層の削減、環境・農村開発等の社会政策の強化を図る
等の方向で検討中である。 

○ ＣＡＰ改革の今後の方向 
     －欧州委員会戦略ペーパー(1996年)要旨－ 

・ＵＲの下で始まった貿易自由化の方向は変えられない。従ってＥＵ農業も国際競争力
の一層の改善を図る。 
・田園景観の維持等農業・農村の持つ多面的機能は重要である。 
・農業者が農村地域で社会的・環境的貢献を行っていることに対する支援等総合的な
農村政策を構築する必要がある。 
・92年ＣＡＰ改革の方向を発展させ、農村振興政策をより強化する。 



３ 主要なＥＵ加盟国の農業政策 

（１）フランス 

 若年農業者の就農助成に重点を置きつつ、農業経営の近代化、環境保全型農業の
推進等の施策を推進している。 

 フランスの農業関係予算は約375億フラン（約7,100億円）。 
 これとは別にＥＵから価格・所得関係及び農業構造政策等の予算として約573億フラ
ンが配分されている。 

○フランス農業関係予算（1995年） 

 
 注：1)1フラン=約19円（IMF:1995年平均） 
   2)ＥＵからの受け取り分には水産関連を含む。 

（２）ドイツ 

 市場指向的な農業の確立に重点を置きつつ、家族的農業経営の維持、環境・景観
保全への配慮等に対する施策を推進している。 

 ドイツの農業関係予算は約125億マルク（約8,300億円）であり、これとは別に、ＥＵか
ら価格・所得関係及び農業構造政策等の予算として約111億マルクが配分されてい
る。 

○ドイツ農業関係予算（1995年） 

 
 注：1)1マルク=約66円（IMF:1995年平均） 
   2)ＥＵからの受け取り分には水産関連を含む。 



４ 主要先進国の農業予算 

(1) 主要先進国の農業予算をみると、各国の制度・歴史的経緯の違いから直接比較す
ることは難しい面があるが、国家予算総額に占める割合及び国民１人当たり農業予算
額は、おおむね我が国と同程度か我が国を上回る水準となっている。 

○ 農業予算の概況 

 
 注：1)日本、米国、ＥＵは97年度、フランス、ドイツは95年度。 
   2)フランス、ドイツの農業予算額及び国家予算には、ＥＵから配分される額 
    (水産関連を含む)を含む。 

(2) 日本、米国の農業予算額が最近総じて抑制的に推移している中で、ＥＵの共通農
業政策(ＣＡＰ)予算は増加している。 

○ 農業予算額の推移(1980年度＝100) 

 
 注：1)*印は当初予算ベースである。 
   2)※印には水産関連を含む。 
参考:ＥＵの95年度の当初予算は、344である。 

(3) 米国・ＥＵの農業予算に占める価格・所得関係費の割合は、我が国に比べて大き
い。 

○ 農業予算に占める価格・所得関係費の割合(97年度) 
             （単位：％） 

 
 注：ＥＵは主として価格・所得政策を実施し、 
   その他の施策は加盟各国が実施している。  



II 主要先進国の土地利用及び農地に関する制度の概要 

 １ 諸外国における土地利用制度 

 諸外国においては、一般的に「計画なきところに開発なし」の原則のもと、土地利用
計画制度及び開発許可制度等により、計画的な土地利用の誘導が行われている。 

（１）フランス 

 都市部ではＳＤ（基本構想）、農村部ではＣＩＤＡ（市町村連合憲章）に即したＰＯＳ（土
地占有計画）により、詳細な土地利用計画が策定されており、この計画に適合した建
築物について建築許可を受けることができる。 
 優良農地はＰＯＳで自然区域の中に含まれ、保護されている。 

フランス 

 
 根拠法令：都市計画法典等 

（２）ドイツ 

 土地利用計画（Ｆプラン）に基づく詳細な地区計画（Ｂプラン）が策定されており、この
計画に適合した建築物について建築許可を受けることができる。 
 Ｂプランの策定されていない区域においては、建築物が連担している地区で町並み
に即した開発が行われる場合を除き、開発が制限される。 

ドイツ 



 
 根拠法令：連邦建設法典 

（３）アメリカ 

 各自治体がマスタープランの策定とゾーニングを行っているが、一般に農村部では
土地利用計画が策定されていない。 

アメリカ 

 a 全体を対象とする統一的な土地利用計画制度はない。 
 b 都市部においては、州法により都市計画の権限が郡、郡区等の自治体に授権さ
れており、これに基づき土地利用計画が策定されている。 
 c 農村部においては、一般に土地利用計画が策定されていない。 



２．農地の権利移動規制 

 (1) フランス 
 ア 農業経営に係る農地の権利移動については県知事への届出で足りるが、各県で
定めるスキーム（県農業構造基本指針）の枠を超える場合は、県知事の許可が必要で
ある。 
 イ 許可に当たっては、青年農業者の自立を阻害しないか、自立経営として定着し得
るか等が審査される。 

○ フランス 
● 根拠法・・・・・農事法典 
● 許可権者・・・・県知事 
● 規制の内容 
(1) 農業経営に係る農地の権利移動については、次の場合には県知事の許可が必
要。それ以外の場合は、届出で足りる。 
 a 受け手が農業に関する知識・経験等を有していない場合 
 b 受け手の経営農地面積が上限基準を超える場合 
 c 出し手の経営規模が一定以下になる場合 
 d 受け手の通作距離が一定の距離を超える場合 
(2) 農地を取得できる法人について組織形態の規制はない。 

 (2) ドイツ 
 ア 農業経営に係る農地の譲渡については、行政庁の許可が必要である。 
 イ 農地の賃貸借については、行政庁への届出が必要である。 

○ ドイツ 
● 根拠法・・・農林業用地取引法(1961) 
        小作地取引法(1986) 
● 許可権者・・州の行政庁 
● 規制の内容 
(1) 農業経営に係る農地の譲渡については、原則として行政庁の許可が必要。 
 次の場合には許可しないことができる。 
 a 農業構造の改善に適合しない場合 
 b 譲渡人の経営面積が一定以下となる場合 
 c 取引対価が土地の価値に比較して著しく不均衡な場合 
(2) 農地を取得できる法人について組織形態の規制はない。 

 (3) アメリカ 

 農業経営に係る農地の権利移動については、連邦レベルでの規制はない。 
 アメリカの穀倉地帯である中西部の９州においては、法人による農業経営及び農地
の権利取得を家族経営を基本とする小規模の会社に限定している。 

○ アメリカ 



● 規制の内容 
(1) 連邦レベルでの規制はない。 
(2) 州レベルにおいて、アメリカの穀倉地帯である９州では、法人による農業経営への
参入については、家族経営を基本とする小規模の会社に限定。 
(注) 中西部９州：ネブラスカ、北ダコタ、南ダコタ、カンザス、オクラホマ、ミネソタ、アイ
オワ、ミズーリ、ウィスコンシン 
(例) 農場を所有することが認められる法人の要件(ネブラスカ州の場合) 
・ 株主数が10人以下であること。 
・ 株式の半分以上を家族が持つこと。 
・ 少なくとも株主の１人が農場に居住していること。 
・ 少なくとも株主の１人が日常の農業活動に従事していること。 
・ 州の農務長官に毎年活動報告すること。 



（参考）株式会社をめぐる論議 

(1) 農地の権利取得は、農地を農業上有効に利用し得る者に認めている。このため、
法人については、a事業及び構成員の範囲、b業務執行役員等につき一定の要件を必
要としている（農業生産法人）。 
 株式会社については、株式の自由譲渡性から構成員が変動しやすいため、農業生
産法人として認めていない。 

 

(2) 株式会社の農業経営へのかかわり方については、行政改革委員会から、農業生
産法人制度に関し幅広い検討を行うべきと指摘された（平成７年12月）。 

○「規制緩和に関する意見」（平成７年12月、行政改革委員会）(要約) 
 農業生産法人制度に関し、株式会社形態の利点及び問題点を勘案し、株式会社の
農業経営へのかかわり方、事業要件の在り方等について、幅広い検討を行うべきであ
る。 

(3) 本年３月の規制緩和推進計画において、株式会社の農業経営への参入について、
食料・農業・農村基本問題調査会において、今後の農政の在り方の一環として審議
し、結論を得ることとされた。 

○「規制緩和推進計画」（平成９年３月28日閣議決定） 
 農業生産法人制度に関し、８年度における関係者からのヒアリングなどの検討も踏ま
え、株式会社の農業経営への参入について、９年４月発足予定の「食料・農業・農村基
本問題調査会」（仮称）において、今後の農政の在り方の一環として審議し、10年度末
までに結論を得る。 

(4) 株式会社に農地の権利取得を認めることについては、農産物の販売等の経営戦
略、資金調達等にたけた人材・ノウハウの取得により農業の活性化に役立つとの意見
もある一方、土地の投機的取得や農村地域社会の崩壊の懸念があるとの指摘がある
など、賛否両論がある。 

○ 株式会社の農業への参入に関する主な意見 
賛成 
・経営規模の拡大や、雇用労働力の形での担い手の確保に資する｡ 
・家族経営が基本であることと矛盾しない。 



・関係企業からの人材やノウハウの取得により農業が活性化。 
・転用目的の農地取得は、土地利用規制の強化により対応可能。 
反対 
・土地の投機的取得や農村地域社会の崩壊の懸念がある。 
・自然を相手にする農業の担い手は、家族経営を基本とすべき。 
・利益が出ないとなると事業から撤退し、農地が荒廃する。 
・土地利用規制の強化は困難。  


