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１．農業構造の見通し 

(1) 農業労働力に関する推計 

近年の農家世帯員の就業異動状況等から、平成２２年における農業労働力の状況を推計す

ると、農業従事者については、減少と高齢化が一層進展すると見込まれる。 

すなわち、 

○基幹的農業従事者の総数は、従来の減少のペースが加速化し、平成７年の２５６万人か

ら平成２２年には１４７万人へと４割強程度減少すると見込まれる。 

○そのうち、農業労働力として中心的役割を担うことが期待される６５歳未満の基幹的農

業従事者は、平成７年の１５４万人から平成２２年には７４万人へと半減すると見込まれ

る。 

○基幹的農業従事者数の推計 

 

資料：農林水産省「農林業センサス」 

注：１．昭和５５年は総農家ベース、平成７年以降は販売農家ベースの数値 
  ２．「基幹的農業従事者」とは、農業に主として従事する者のうち、ふだん仕事を主とする者 

推計方法：性別、年齢別の農家世帯員の将来の就業状態について、現状の就業異動等が継続することを 
前提として、年齢要因を加味しつつ推計（マルコフ・コーホートモデル） 

  

 

 

 

 



(2) 農家戸数及び経営規模に関する推計 

近年の農家戸数の増減、経営規模の縮小・拡大等の趨勢から、平成２２年における農家戸

数や経営規模の状況を推計すると、農家については、経営体としての農家と資産保有的・

生きがい的な農家の分化が一層進展すると見込まれる。 

経営規模の拡大については、北海道においては更に進展するが、都府県においてはそのテ

ンポはおそく、依然として小規模層が相当のウエイトを有すると見込まれる。 

すなわち、 

○総農家数は、従来の減少のペースが加速化し、平成７年の３４４万戸から平成２２年に

は２４６万戸へと３割程度減少すると見込まれる。 

このうち、専従者のいない農家は、平成７年には２２７万戸で総農家数の３分の２を占め

るが、平成２２年には１６８万戸となり、総農家数の７割を占めるに至ると見込まれる。 

○経営規模別の農家の動向は、 

ア 北海道においては、大規模層（３０ｈａ以上）の農家は、戸数もわずかながら更に増

加し、また農地面積に占めるシェアも６割強を占めるなど、経営規模の拡大が一層進展す

ると見込まれる。 

イ 都府県においては、大規模層（５ｈａ以上）の農家は、戸数は増加するものの、農地

面積に占めるシェアは１５％程度に止まる一方、小規模層（０．５ｈａ未満）の農家は、

戸数は減少するものの、農地面積に占めるシェアは依然として１割強を占めると見込まれ

る。 

特に、中山間地域においては、規模拡大が遅れ、小規模層の農家の農地面積シェアは依然

として２割以上を占めると見込まれる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○農家戸数及び経営規模に関する推計 

 

資料：農林水産省「農林業センサス」ほか 

注：１．「農家」とは、農地面積が１０ａ以上又は１年間の農産物販売金額が１５万円以上の世帯 
  ２．「専従者なし」とは、年間農業従事日数が１５０日以上の者（農業専従者）のいない農家 
   推計方法：農業センサス「農業構造動態調査」における農家の異動状況（センサスの調査時点間 
  （平成２年～平成７年）の異動状況）を基に、将来の性格別(規模、労働力保有状態、年齢)の 
   農家戸数等を推計 

(3) 農地の面積と利用に関する推計 

○農地面積については、増加要因としては農用地造成、減少要因としては農地の他用途へ

の転用と耕作放棄等があげられる。 

○農用地造成については、今後、大規模な開拓等を新規に行う予定はないことから、大幅

な農地面積の増加は見込まれない。 

○農地の他用途への転用については、近年の転用の発生状況の趨勢等から推計すると、経

済の成熟化に伴い逓減するが、平成７年から平成２２年までの１５年間に、２９万 ha が見

込まれる。 

 



○耕作放棄については、 

（ケース１）耕作放棄のこれまでの発生状況が継続すると仮定すると、平成７年から 

平成２２年までの１５年間に、３３万 ha の発生が見込まれる。 

この場合、全耕作放棄地の５割強の１８万 ha は中山間地域において 

発生すると見込まれる。 

（ケース２）農家戸数の増減、経営規模の縮小・拡大等の趨勢から、平成２２年に 

おいて農業経営に利用（耕作）される農地面積を推計し、これを基礎に、 

今後、耕作等に利用されない面積を推計すると、７９万 ha が耕作放棄 

の懸念があるとの試算もできる。 

      この場合、耕作放棄が懸念される農地の５割に当たる４１万 ha は中山間 

地域の農地であり、仮にこの農地が全て耕作放棄化した場合には、 

中山間地域の農地の２割が耕作放棄地となる計算になる。 

○農地の他用途への転用面積の推計 

          （単位：万 ha） 

期間(15 年間) S40-55 S45-60 S50-H2 S55-H7 H7-22 推計

面積 56.4 47.0 33.9 32.9 29 (a) 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

○耕作放棄面積の推計 

        （単位：万 ha） 

年 S45 S55 S6 H2 H7 H8 H9 
S45-H9

年平均

H7-22

推計

面積 2.91 1.45 1.37 1.71 2.39 2.25 2.31 2.17 33 (b)

 資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

 注：「耕作放棄地」とは、既に２か年以上耕作せず、かつ将来においても耕作し得ない状態の土地 

 

  



○農業経営に利用（耕作）される農地面積の推計 

平成７年 平成２２年 

農家数 

(千戸) 

農業経営に利用 

(耕作)される農 

地面積(万 ha) 

農家数 

(千戸) 

農業経営に利用

(耕作)される農

地面積(万 ha)

3,444 504 (c) 2,461 396 (d) 

 

  

 



２．農業構造政策の基本的考え方 

○今後の農業構造が、以上の見通しのとおりに推移し、かつ、これを放置した場合、経営規模の

拡大の停滞、耕作放棄地の増加等により、国内における食料供給力は減退し、また、農業生産

活動を通じた国土・自然環境の保全、アメニティーの保持、地域社会の維持等の多面的な機能の

維持も困難化することが懸念される。  

○このため、今後の農業構造政策の展開に当たっては、  

 ①国内における食料生産の担い手を農業の経営者として確保するとともに、 

その経営の発展を図ること 

 ②国民食料の安定供給に必要な農地を良好な状態で確保すること  

 ③食料の安定供給のほか、国土・自然環境の保全等の多面的な機 

  能が維持されるよう、農業生産の継続と農地の有効利用を確保すること  

が重要であるほか、  

 ④中山間地域等にあっては、農業生産活動の維持等にも資するよう、 

その主体の確保を考慮すること  

も求められている。  

○安定的な経営体が相当部分を占める望ましい農業構造の実現により、国民食料の安定供給と

農業の多面的な機能の発揮が確保されることを目指す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○今後の農業構造政策の理念及び体系 

 



３．新規就農者の確保 

○国民食料の安定供給にとって、その生産の担い手の確保は最も重要な課題である。農業

従事者の減少傾向の中で、今後の持続的な農業生産を確保するためには、次代の農業生産

を担う若い担い手が継続的に就農する状況を確保する必要がある。近年、新規就農者数は 

着実に増加しているが、農業に意欲がある者については、農家の子弟だけでなく、農外か

らの就農も促進する必要がある。 

○若い担い手の就農に当たっては、就農時に技術面、資金面等で相当な負担とリスクを伴

うことから、その負担を軽減する対策を講ずるとともに、負担軽減にも資するよう就農ル

ートを多様化していくことも重要である。 

○新規就農については、これまでも就農に当たってのあい路を解消する方向で、農業大学

校等による技術等の習得、就農支援資金・経営開始資金の融資等による資金の手当、農地

保有合理化事業等による農地の確保等の支援を行ってきたが、更に以下のような検討が必 

要である。 

(1) 就農時の負担の軽減 

①農地や機械・施設等のリース事業等の充実 

新規就農に当たり、資金面での大きな負担となり、経営にとってのリスクとなる農地、農

業用機械・施設等の装備に係る負担を軽減するリース事業の整備・充実等の具体的方策。 

②融資の円滑化 

農地等の担保物件がないこと、保証人がいないこと等により、金融機関から融資を受ける

ことが困難な新規就農者が、融資を受けやすくなるような方策のあり方。 

○新規就農者の状況 

      （単位：百人） 

年  2  3  4  5  6  7  8

農家子弟(39 歳以下) 

  新規学卒就農者 

  離職就農者 

43 

18 

25 

48 

17 

31 

49 

17 

32 

65 

18 

47 

63

21

42

76

18

58

85

20

65

農家女性(39 歳以下) 17 22 27 33 50 29 52

農家子弟以外 0.7 0.8 1.3 1.9 1.7 2.5 3.4

資料：農林水産省「農林業センサス」､「農業構造動態調査」､「新規青年就農者等緊急調査」等 
 注：1.「新規学卒就農者」とは、農家子弟の新規学卒者のうち、農業への従事が主になった者 
   2.「離職就農者」とは、他産業への勤務が主から農業への従事が主になった 39 歳以下の農 
    家子弟（在宅、Ｕターンを問わない） 
   3.「農家女性」とは、家事・育児等が主から農業への従事が主となった 39 歳以下の農家世 
    帯員である女性 

 



○就農支援資金の概要 

技術・経営方法の習得のための実践的な研修や、就農先の調査等に要する経費についての無利子融資 

（研修のための資金の例） 

 限 度 額：月額５万円（農業大学校等）又は月額１５万円（先進農家等） 

 償還期間：１２（４）年以内（条件不利地域に就農の場合は２０（９）年以内） 

                          ※（ ）内は据置期間 

○農地保有合理化促進特別事業（担い手育成タイプ及び経営転換タイプ）の買入れ実績 

   (件、ha) 

  年   ５   ６   ７   ８ 

件 

数 
416 362 923 1,069 

面 

積 
2,206 2,141 6,458 6,052 

本事業は、農地保有合理化法人（都道府県公社）が、離農農家や規模縮小農家等から買い入れ、又は

借り受けた農用地等を新規就農者を含む担い手農業者等に対し売り渡し(一時貸付けした後に行う売

渡しを含む)又は貸し付ける事業 

○リース農場方式の概要 

農地保有合理化事業等との連携の下で、離農農家等の機械・施設等をリースすることにより、新規就

農者を含む担い手への円滑な継承を図るもの 

 (主要な事業内容) 

  ・離農跡地等の利用の調整活動の実施 

  ・事業主体が規模縮小農家等が所有する施設等を借り受けるのに必要な資金の利子 

   負担軽減 

  ・新規就農者にリースするための機械等の整備 

(2) 就農ルートの多様化 

①法人等の雇用者としての参入の促進 

新規就農者が農業法人等に雇用されて就農する形態は、直ちに経営者として経営開始する

のに比べ、技術面、資金面でのリスクが軽減されるとともに、新規の就農を拡大する機能

を有する。こうした観点から、農業法人、公社等の第３セクター、酪農等のヘルパー組織

等への参入及びその後の経営開始のための条件整備のあり方。 

  

 



②実践的な技術研修の実施 

新規就農者の実践的な技術の習得等を促進する観点から、農業大学校、普及センターの役

割の見直し及び指導農業士等が生産現場において担う実践研修の充実強化をするための方

策。 

  

○法人雇用のメリット 

① 農地、機械施設等に係る初度的資金の手当が不要 

② 働きながら経営ノウハウ、農業技術等の習得が可能 

③ 労働時間、休日等の就業条件が明確化 

④ 社会保険制度の適用等により雇用者の福祉が増進 

  

○ 指導農業士制度 

 指導農業士制度とは、農業後継者の育成指導（研修受入等）に積極的に取 

り組む農業者を、道府県知事が認定する制度である（名称は道府県で異なる 

場合がある）。現在、45 道府県において８，２６９人（うち女性２３５人） 

が認定されている（平成８年３月３１日現在）。 

 



４．農業経営の発展のための条件整備 

○ 農業基本法制定以降、農業構造の改善を促進し、農業経営の発展 

 を図るため、経営規模の拡大、資本装備の高度化等種々の施策が講 

 じられてきた。その結果、畜産・施設園芸等の部門や北海道では経 

 営の規模拡大等が進んだが、都府県の土地利用型農業については依 

 然として零細な経営が大宗を占める構造となっている。 

○ 農業を職業として選択し得る魅力あるものとしていくため、農業 

 の担い手がその経営を発展させるとともに、そうした経営体が生産 

 の相当部分を担う構造を作ることが重要である。 

○ 農業経営発展の条件整備については、これまでも効率的かつ安定 

 的な経営体を育成する観点から、農地の流動化、法人化の推進、施 

 策の重点化・集中化等を行ってきたが、その一層の推進を図る必要 

 がある。 

  

(1) 農地の流動化による経営規模の拡大 

 土地利用型農業における零細な農業構造を、規模が大きく生産性 

の高い経営体がその相当部分を占める構造に改善していくためには、 

農地の流動化による経営規模の拡大、農地の集団化等が必要である。 

 特に、我が国の農業をこれまで中心的に担ってきた「昭和一桁世 

代」がリタイアする時期が近づきつつある。これを農地の流動化を 

加速化する契機とし、農業構造の改善を現実のものとするためには、 

以下のような検討が必要である。 

 ① 農地の権利移動の方向付けの強化 

  ア 農地流動化推進体制の強化 

 農地の流動化については、農業委員会によるあっせん、掘り 

起こし活動等のほか、農地保有合理化法人が行う農地保有合理 

化事業による農地の権利移動の方向付け、利用集積等の取組が 

行われている。今後、更に農地の流動化の促進を図る観点から、 

農地の権利移動のあっせんから権利移動の方向付けに至る農地 

の流動化の推進体制の強化のあり方。 

  

  イ ほ場整備事業との連携 



 ほ場整備事業の実施を農地の利用集積の契機とする観点から 

事業実施の充実を図るための具体的方策。 

  

  ウ 農業者年金制度の見直し 

 構造政策を推進するための政策年金である農業者年金につい 

て、農業従事者の高齢化や後継者不足等の状況も踏まえ、加入 

者のリタイア後の生活の安定と経営移譲による農業構造の改善 

がより的確に図られるような制度の見直し。 

  

○ 農業者年金制度による経営移譲 

 (1) 年金給付の仕組み 

 加入期間が 20 年以上ある農業者が、65 歳までに農地の権利移転により経 

営を移譲した場合に経営移譲年金を支給。65 歳までに経営を移譲しなかっ 

た場合には農業者老齢年金(経営移譲年金の２分の１の給付水準)を支給  

 (2) 経営移譲面積の推移 

                    （単位：千 ha、千件） 

51 年度  56   61   ３  ８ S51～H８累計

経営移譲面積 27 91 105 93 38 1,604 

経営移譲件数 16 57 50 34 15 820 

 資料：農業者年金基金調べ 

(3) 経営移譲農地の１件当たり平均面積（平成８年度） 

               （単位：ha） 

 全  体   後継者移譲  第三者移譲

２．５ ２．３ ３．９ 

 資料：農業者年金基金調べ 

  注：１．｢後継者移譲｣とは、後継者又はその配偶者に対して一括し 

     て行う経営移譲 

    ２．｢第三者移譲｣とは、農業者年金加入者、新規参入者、農地 

     保有合理化法人等の第三者に対して行う経営移譲 

  



 ② 農作業受委託の促進 

 受託農業者の実質的な規模拡大につながり、構造政策上の意義 

も大きい農作業の受委託を一層促進するための具体的方策。 

  

  

(2) 法人化の推進と農業生産法人制度の見直し 

○ 今後の農業経営の発展を期するためには、経営管理能力の向上 

 が求められる。また、資本、様々な技術・経営ノウハウ、人材等 

 の経営要素の円滑な調達により、経営の多角化等を図ることや、 

 労働時間、休日、給与、保険等の労働条件の明確化とその向上を 

 図ることも重要な課題である。このためには、法人化を進めるこ 

 とが有効である。 

  法人化の進展は、農村部において、地域に密着した産業である 

 農業部門における新たな雇用機会を創出することを通じ、農村地 

 域の活性化にもつながると考えられる。 

  

○ 法人化の目的と成果 

 

  

○ 以上のような観点から、農業生産法人制度の見直しの検討が必 

 要である。 

 ① 事業要件 

 現在、農業生産法人の事業は、農業（関連事業等を含む）に 

限定されている。これについて、経営の多角化を通じた経営発 



展、雇用労働力の周年就労の確保、経営の安定等に対応し得る 

要件のあり方。 

 ② 構成員要件 

 現在、農業生産法人の構成員としては、農地の提供者、法人 

の事業の常時従事者等の農業関係者を基本とし、農業関係者以 

外の構成員については総議決権の４分の１以下の範囲内で産地 

直送契約を締結している個人等に限り認められている。これに 

ついて、資本、技術・経営ノウハウ等の充実の観点から、食品 

流通、食品加工、外食産業などとの資本提携や生活協同組合等 

の消費者グループ等出資を希望する者の出資を可能とするため、 

農地の提供者及び常時従事者等の農業関係者以外の者を構成員 

として追加しうる要件のあり方。 

 ③ 業務執行役員要件 

現在、役員の過半数は主として農作業に常時従事しなければ 

ならないとされている。これについて、農業経営の企画管理業 

務の比重の増大に対応する観点から、マーケティング、資金調 

達等の業務に従事する役員を増加しうる要件のあり方。 

  

○ 農業生産法人制度の要件の見直しにより可能となる経営展開の例 

 (1) 事業要件の関係 

・ 付加価値の増大のための加工・流通部門、グリーン・ツーリズ 

 ム、観光農園等の経営展開 

・ 農閑期における土木・建設業等の経営 

等の経営の多角化 

 →事業のリスク分散や周年雇用による質の高い労働力を確保  

 (2) 構成員要件の関係 

食品流通、外食産業、生活協同組合等の消費者グループ等から広く 

出資 

 →資本調達等の充実・円滑化、加工・流通・消費部門等との連携 

  強化  

 (3) 業務執行役員要件の関係 

マーケティング、資金調達、投資計画、経理、人材確保等経営の企 

画管理業務役員の増加 

 →経営の多角化等に対応した経営管理が実現  



  

  

○ なお、株式会社の農地権利取得問題については、将来の農業構 

 造の見通しも踏まえ、農業生産法人制度の見直しの議論の中で、 

 農地の投機的取得の防止等に留意しつつ検討を深めることとする。 

  

○ 農地の耕作目的での権利取得の許可要件（農地法第３条） 

 

  

(3) 施策の重点化・集中化 

 農業経営の発展を図るためには、農業施策の推進に当たっても、 

その対象を特定し、施策を集中していくことが効果的である。 

 しかし、現実の農業経営の担い手の姿は極めて多様であり、その 

経営発展の道筋も、発展の姿も一様ではない。 



 このため、都道府県や市町村が地域の実情に即して農業経営発展 

の目標と育成すべき農業経営を決定する認定農業者制度（農業経営 

基盤強化促進法における農業経営改善計画の認定制度）の一層の推 

進を図るため、更に以下のような検討が必要である。 

  

 ① 認定農業者に対する支援策の拡充 

 望ましい経営体の育成と構造改革を加速する観点から、認定農業 

者に対する支援策の拡充。 

  

 ② 認定農業者を支援する体制の構築 

 地域における営農展開に当たっては、土地、水利用等の面にお 

ける集落ぐるみでの合意に基づく取組が重要である。こうした観 

点から、認定農業者等と耕作の委託等を行う小規模農家等が役割 

分担しながら、地域全体として認定農業者等の育成・経営発展を 

支援していく体制を構築するための具体的方策。 

  



○ 農業経営基盤強化促進法による経営発展の目標設定等の仕組 

 

  

  

(4) 多様な生産活動の担い手の確保 

○ 近年、農作業の受託を専門的に行うサービス事業体やヘルパー 

 組織、市町村等が出資し農地の管理耕作等を行う第３セクター等 

 多様な生産の担い手が出現してきている。これら生産の担い手は、 

 経営体の農業経営の発展を支える面を有するとともに、農地等の 

 生産資源の維持管理や農業生産活動の継続を担うことを通じ、農 

 業の有する多面的機能の発揮等の面でも大きな役割を果たしてい 

 る。このため、これら担い手の位置付けを明確にする観点から、 

 以下のような検討が必要である。 

 ① サービス事業体・ヘルパー組織 

 農作業の受託を専門的に行うサービス事業体やヘルパー組織は、 

高度化する農業経営の作業の外部化の受け皿として、また、ゆと 



りある農業経営の実現のための支援組織として、その必要性が高 

まっている。 

 こうした観点から、農作業の受託を担うサービス事業体やヘル 

パー組織に対する支援策の拡充方策。 

  

 ② 集落営農 

 地域における営農の展開や、農地や水等の資源の維持管理の観 

点からは、集落単位の農地を面として確保し、小規模・兼業・高 

齢農家等が補完しあいながら一体として営農を継続する体制を構 

築することも有効である。 

 こうした観点から、集落単位の営農システムを法人化する等営 

農システムの発展と安定化を促進する具体的な方策のあり方。 

  

○ サービス事業体を支援する施策の例 

 ・条件不利地域農業生産体制整備事業 

  事業実施主体：市町村、農協、農業公社、営農集団等 

  主な事業内容：①農作業の受託サービス等の実施に必要な共同利用施設、  

          集団営農用機械等の整備を推進 

         ②担い手候補（オペレーター）に対する実地研修を実施 

  

○ 集落営農の法人化の事例 

事  例 概  要 

富山県Ｊ町 

（農事組合法人Ｈ 

 営農組合） 

・ 全戸が兼業農家という状況の中で、農機具の共同 

 利用、集団転作への取組等のため、昭和５８年に営 

 農組合を設立、６０年に１集落１農場の協業経営に 

 移行。 

・ ６３年には農事組合法人に改組、全員が農地の利 

 用権を設定。 

・ 現在、育苗・田植作業を全員で実施 

奈良県Ｄ村 

（有限会社Ｎ） 

・ 高齢化・兼業化の進行、遊休農地の増加に伴う地 

 域農業の維持の危機感を契機に、土地の有効利用と

 地域の活性化のため、集落で有限会社の設立を計画

・ 参加者が５０名を超えたことから、特別に裁判所 

 の認可を得た後、設立 



 （出資金：3,545 万円(709 口(60 人))） 

  

  

 ③ 市町村、農協等が参画した農業生産活動の維持等の取組 

 担い手が不足している地域において、市町村や農協等が参画し、 

農地等の管理耕作や農業生産活動の維持を図る取組がみられる。 

 こうした主体は、作業の受委託等農地の権利を取得しない形で 

事業運営を行っているが、担い手の確保状況等の地域の実態を踏 

まえた上で、より積極的な事業展開を可能とするため、農業生産 

法人の構成員に市町村を加える等農業生産法人制度の見直しとも 

関連させた具体的施策のあり方。 

  

○ 市町村、農協等が参画した取組事例 

事  例 概  要 

栃木県Ｋ市 

（財団法人Ｋ市農業 

 公社） 

・農作業受託を通じた生産性の向上等を図るため、 

 昭和４９年に設立 

・市が全額を出資して設立した公益法人 

・水稲作業受託を主とし、他に農業技術の改良、共 

 同利用施設の設置と利用促進等の事業を実施 

秋田県Ｋ市 

（有限会社Ｙ公社） 

・地域の担い手不足への対応と農家の過剰投資の解

 消等を図るため、平成８年に設立 

・市が出資金の３分の２、他に農協、農業者が出資 

 して設立した有限会社 

・水稲作業受託が中心 

高知県Ｏ町 

（株式会社Ｏファー 

 ム） 

・高齢化、担い手の不足等による耕作放棄地の増加

 に対応して、平成３年に農家４５戸が水稲生産組 

 合を設立 

・農作業の受託、小規模のほ場整備の請負等により

 耕作放棄の防止に効果 

・８年に町、農協等が出資して株式会社を設立し、 

 町全体の取組として発展 

  

  



(5) 女性の地位の明確化と向上 

○ 農村女性は、農業就業人口の６割を占めるなど農業経営、農業生 

 産において重要な役割を果たしているほか、地域社会の活性化にも 

 大きく貢献している。しかしながら、家事・育児等も担い、労働過 

 重となりやすく、また、報酬や休日などの就業条件が不明確である 

 等農業経営上の位置付けが低くなっている。 

  このため、女性が意欲と能力を一層発揮し、農業経営に積極的に 

 参画できるよう、農業の担い手として女性の地位の明確化と向上を 

 図っていく環境の整備を進めるとともに、地域の方針決定の場への 

 参画の拡大等を図っていく観点から、以下のような検討が必要であ 

 る。 

  

① 女性の感性や特性を活かした取組の支援 

 農村女性の経済的な地位の向上と農業経営の多角化等に資する 

よう、農産物加工・販売、都市との交流等の面での農村女性の取 

組を一層促進する具体的方策。 

  

② 家族経営協定の締結の促進 

 農業経営における女性の役割・地位の明確化、労働の適正評価、 

融資の円滑化等を図る上で有効な家族経営協定について、その締 

結を一層促進する具体的方策。 

   

③ 女性の能力発揮への支援 

 女性の能力発揮に向けて、農業技術や経営管理に関する知識や 

技能の習得等による資質向上のための具体的施策。 

 また、農業労働に加え、家事・育児さらには介護など労働過重 

となりやすい農村女性の負担軽減の具体的方策。 

  

④ 地域の方針決定過程への女性の参画の促進 

 農業団体等の構成員や役員への登用促進等、地域の方針決定過 

程への女性の参画を促進するための具体的施策。 



  

○ 家族経営協定の内容等 

 (1) 協定の内容 

  ① 協定者の範囲 

   ・２世代間（父－息子、父－母－息子－配偶者 など） 

   ・配偶者間 

   ・３世代間（祖父－父－息子 など） 

  ② 協定事項の例 

   ・構成員の役割分担（個人の責任の明確化等） 

   ・収益の分配（分配方法・分配金額等） 

   ・就業条件（就業時間、休日・休暇等） 

   ・経営移譲（時期・方法等） 

 (2) 締結農家数：７，３０１戸（平成９年８月現在） 

 (3) その他 

    協定の締結により、協定締結農業者の配偶者が、 

   ①農業者年金に加入すること 

   ②農業改良資金（部門経営開始資金）を借り入れること 

   が可能となる。 

  

○ 地域の方針決定過程への女性の参画の状況（平成８年） 

                          （単位：人） 

農業委員数 60,997 農協正組合員数 5,419,580 農協役員数 49,288

 うち女性   394  うち女性    718,955  うち女性   113

 比  率 0.65％  比  率    13.27％  比  率 0.23％ 

資料：農林水産省「農業委員会及び都道府県農業会議実態調査結果」、 

   「総合農協統計表」 

   

(6) 高齢者が有する技術や能力の活用 

○農業の担い手がさらに減少し、地域社会の高齢化が進行する中で、農業生産や地域社会

の維持を図る上で、高齢者の有する技術や能力が一層活用されるようにしていくことが重

要である。 

このため、以下のような検討が必要である。 



①農業生産における技術や能力の活用 

農業経営の大規模化、多角化等に伴って、農業経営の内部だけでは対応が困難な軽作業等

につき、高齢者の技術や能力を活用する具体的方策。 

また、中山間地域等において、生産活動の継続を通じて農地の維持・確保を図る際に、高

齢者が有する技術や能力を積極的に活用する具体的方策。 

②地域社会における技術や能力の活用 

農業技術の伝承や農業の有する多面的機能の都市住民等への理解促進への対応に、高齢者

が有する技術や能力を活用する具体的方策。 

○高齢者が有する技術や能力の活用の事例 

事  例 概  要 

千葉県Ｔ町 

(Ｔ町高齢者働く会) 

・施設野菜や花きの農家の農繁期の労力不足時に、手間のかかる作業を 

高齢者が受け持ち、その丁寧な作業ぶりは、農家経営に大きく寄与。 

作業の例：インゲンの収穫、カーネーションの芽かき、ハウスの草取り 

・休耕田や田畑の畔・土手等の草取り・草刈り、共働き農家の田の代かき・田

植え・稲刈り等の作業を受け持つことにより、地域の農地保全に貢献。 

高知県Ｙ町 

（老人クラブＢ会） 

・やまのいもづくり、七夕祭り、しめ縄づくり等を小学生やＰＴＡと共同で行い、世

代間交流を通じて農業技術や地域の行事を伝承 

 



５．農地の確保と利用 

○農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であることから、国民食料の安定供給のため

の生産基盤として優良農地を確保するとともに、農地を効率的に利用することが必要であ

る。 

(1) 優良農地の確保 

○農地は、一旦かい廃するとその復元が困難である。また、効率的な農業生産のためには、

生産力の高い農地が面的にまとまった形で確保される必要がある。このため、優良農地が

無秩序に農地以外に転用されることがないよう、これまでも農地法、農振法により規制を

行ってきたが、更に以下のような検討が必要である。 

①農地の確保の方針の明示 

現在の政策においては、国全体として必要な農地総量を確保するという視点が欠けている。

食料需給がひっ迫して我が国への安定した輸入が困難となる等の事態が生じても、最低限

必要な栄養を国内で供給し得るような生産の基盤が確保されていることへの要請も高いこ

とから、以下のような検討が必要である。 

  ア 必要な農地総量の明示 

食料・農業政策の観点から、国全体として必要な農地総量水準等の明示のあり方。 

  イ 優良農地の確保の方針の明示 

農業振興地域制度における優良農地の確保の方針の明示のあり方。 

○農地法及び農振法による優良農地の確保の仕組み 

 

 

 

 

 



○地方分権推進委員会第１次勧告（平成８年 12 月 20 日）（抄） 

４ 農業振興地域 

(1) 農業振興地域制度については、必要な農地総量及び優良な農地が確保されるよう制度を充実し、

国は農地の確保の方針その他の農業振興地域の整備についての基本指針を策定するとともに、都   

道府県は農業振興地域整備基本方針を策定（変更を含む。）する。 

②優良農地確保のための取組の強化 

効率的な農業生産のためには、生産力の高い農地が面的にまとまった形で確保される必要

がある。また、農地は、ほ場整備事業等により相当規模の公共投資が行われている公共性

の高い財であることから、農業上の土地利用と農業外との土地利用の調整を適切に行うこ

とを通じ、優良農地の確保と効率的な利用の促進を図ることが重要である。 

このため、制度の透明性を高める等のため法定化が行われた農地転用の許可基準と同様の

観点から、農業振興地域制度における農用地区域の除外要件等について、制度の透明性を

高めるための具体的方策のあり方。 

○農地転用許可基準（改正農地法） 

 ① 農用地区域内にある農地でないこと 

 ② 集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地でないこと 

 ③ 申請目的の実現が確実なこと 

 ④ 周辺の営農に支障を生じないこと 等 

○農用地区域の設定・変更基準（農林事務次官通達） 

〈農用地区域に含めることが相当な土地〉 

 ① おおむね 20ha 以上の集団的農用地 

 ② 土地基盤整備事業の対象地 

 ③ ２ha 以上の農業用施設用地 等 

〈農用地区域からの除外要件等〉 

 ① 公共施設の用地で所要の調整を了したもの 

 ② 農村地域工業等導入促進法等に基づく施設等で所要の調整を了したもの 

 ③ 上記以外で除外の必要が生じた場合は、次の５要件を全て満たすもの 

  ・農用地区域以外に代替すべき土地がないこと 

  ・可能な限り農用地区域の利用上の支障が軽微であること 

  ・農用地区域の集団性が保たれること 

  ・土地利用の混在が生じないこと 

  ・土地基盤整備事業完了後８年を経過していること 

 

 

 



○国土の秩序ある計画的利用のための制度 

土地利用構想等 概   要 

集落地域整備法 

（昭和 62 年制度創設） 

  

農村活性化土地利用構想 

（平成元年制度創設） 

  

農業集落地域土地利用構想

（平成６年制度創設） 

  

  

良好な営農条件及び居住環境の確保の観点から都道府県 

知事及び市町村が策定する計画に基づいて地域の整備を行う。 

 

農村地域の活性化等を図る観点から市町村が策定する構想に 

基づいて農業上の土地利用と非農業的土地需要との計画的調整を図る。

 

 

農業集落周辺等で個別・随時に発生する農家住宅、生活 

利便施設等の非農業的土地需要を集落の同意を得て、計 

画的に誘導する区域を定めることにより、秩序ある土地 

利用を図る。 

(2) 農地の有効利用 

○現在、農業従事者の減少・高齢化の進行等を背景に農地が遊休化し、あるいは耕作放棄

化するケースも増加している。 

農地は国民食料の安定供給の基礎をなす資源であることから、経営規模の拡大等による農

業経営への活用を通じその生産力が維持されるようにすることを基本に、利用を促進する

必要がある。 

その際、ゆとりや安らぎ等を求める社会経済情勢の変化等に対応して、農業者以外の国民

が、広く、農地を農業的に利用することの要請が高まっていることも踏まえ、農地の生産

力が維持し得る形であれば、農地の多面的利用を促進することも視野に入れる必要があ 

る。このため、以下のような検討が必要である。 

①未利用地、耕作放棄地等の利用方向の明確化 

農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の基本構想に耕作放棄地を解消するための方策を

明記する等、未利用地、耕作放棄地等を含めた農地利用の方向が、地域の実情に即して統

一的に方向付けられるような仕組みのあり方。 

②農業経営への利活用の促進 

遊休農地に関する措置（農業経営基盤強化促進法）等農地の遊休化を防止し、農地を農業

経営に活用するための制度が有効に機能し得るような推進体制や手続きの具体的改善策。 

  

 



○農地の遊休化を防止する法的措置 

名  称 概    要 

遊休農地に関する措置 

（平成元年制度創設） 

（農業経営基盤強化促進法） 

農地が耕作の目的に供されていない場合、指導、勧告、農地保有合理

化法人の活用により農業上の利用の増進を図る制度 

 ① 農業委員会→農地の権利者：利用の増進について 

  の指導 

 ② ①によるも改善がない時…農業委員会→市町村長 

  ：利用の増進の勧告の要請（要請の実績なし） 

 ③ 市町村長→農地の権利者：利用の増進の勧告 

 ④ ③の勧告に従わない時…農地保有合理化法人→農地の権利者：

買収又は借受けの協議 

③農地の多面的利用の促進 

今後の農地の有効利用は、単に農業経営上の利用の視点ばかりでなく、国民生活の向上や

農村の活性化等も視野に入れることが必要である。こうした農地の多面的利用は、国民の

農業への理解の増進にも資するものであり、また、地域の活性化とも密接に関係するもの

である。このため、地域の主体的な判断により、農地が、農業生産力の維持が確保される

形で、市民農園、学童農園等に積極的に活用されることを促進するため、以下のような検

討が必要である。 

ア 市民農園等の普及 

都市住民の自然志向等を背景とする都市近郊等における農地のレクリエーション的利用を

一層推進する観点から、市民農園、学童農園等の開設・整備の充実方策。 

また、医療法人、社会福祉法人等の事業目的への活用を促進する具体的方策。 

イ 中山間地域等におけるクラインガルテンの整備の推進 

耕作条件が不利な中山間地域等において、国民の要請に応え、農村の活性化等にも資する

よう、クラインガルテン（都市住民が週末などを利用して家庭菜園等を行うために滞在施

設等とともに一体的に整備された小規模農地）の整備を促進するための具体的方策。 

○市民農園の開設数及び面積の推移 

区  分 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 

地方公共団体 
515 

(159ha) 

807 

(224ha) 

1,017 

(283ha) 

1,139 

(349ha) 

1,245 

(389ha) 

農業協同組合 
167 

(36ha) 

217 

(56ha) 

299 

(63ha) 

316 

(68ha) 

360 

(72ha) 

合  計 
682 

(195ha) 

1,024 

(280ha) 

1,316 

(346ha) 

1,455 

(417ha) 

1,605 

(461ha) 

資料：農林水産省調べ 

注：農園利用方式は除く。 


