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１ 農業生産の動向 

(1) 農業基本法における生産政策の方向 

○ 農業基本法は、生産政策の方向として、  
 ア．農業生産の選択的拡大  
 イ．農業の生産性の向上  
 ウ．農業総生産の増大  

を掲げている。 

○ これは、農業基本法制定当時、 
1. 消費者所得の増加に伴い、米、麦等の需要の停滞又は減少、畜産物、果実等の需要
の増加等農産物の需要構造の大きな変化が見込まれていたこと  

2. 我が国が高度経済成長を目指す中で、それまで過剰就労による集約的生産に集中し
てきた農業について、産業としての能率を高めることが求められていたこと  

等に対応し、生産性の向上と総生産の増大を図りつつ、米麦中心の農業生産から需要に適
合した農業生産に転換するとの生産の方向付けを行ったものである。 

  

○農業基本法（抄） 

（国の施策） 
第二条 国は、前条の目標を達成するため、次の各号に掲げる事項につき、その政策全般にわ
たり、必要な施策を総合的に講じなければならない。 
一 需要が増加する農産物の生産の増進、需要が減少する農産物の生産の転換、外国産農産
物と競争関係にある農産物の生産の合理化等農業生産の選択的拡大を図ること。 
二 土地及び水の農業上の有効利用及び開発並びに農業技術の向上によつて農業の生産性
の向上及び農業総生産の増大を図ること。 
（三～八号略） 

 （需要及び生産の長期見通し） 
第八条 政府は、重要な農産物につき、需要及び生産の長期見通しをたて、これを公表しなけれ
ばならない。この場合において、生産の長期見通しについては、必要に応じ、主要な生産地域に
ついてもたてるものとする。 
（２，３項略） 

 （農業生産に関する施策） 
第九条 国は、農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大を図るた
め、前条第１項の長期見通しを参酌して、農業生産の基盤の整備及び開発、農業技術の高度
化、資本装備の増大、農業生産の調整等必要な施策を講ずるものとする。 



(2) 農業生産の推移と特徴  

① 選択的拡大  

○ 我が国の農業生産は、総じて言えば、品目ごとの需要の変化に対応し、選択的な拡大が進み、農業基本法制定当時の米、麦中心の農業生産から、

地域の条件に即し、畜産物、果実、野菜等多様な広がりをもった生産の方向に変化してきたと考えられる。  

○ こうした生産の選択的拡大を具体化するための生産政策及び農業者の営農の指針として、農業基本法制定以降６回にわたり「農産物の需要と生産

の長期見通し」が作成されてきている。 

  この「長期見通し」は、特に第３次見通し以降、その時々の政策課題を踏まえ、生産の見通しは意欲的な見通しとなる傾向にあったため、見通しと実際

の動きとにかい離が生じがちとなった。  

○ 農業総産出額の品目別構成の推移  

   



○ 「農産物の需要と生産の長期見通し」の背景等  

  第１次見通し 第２次見通し 第３次見通し 第４次見通し 第５次見通し 第６次見通し 

公表年月 昭和 37 年５月 昭和 43 年 11 月 昭和 50 年５月 昭和 55 年 11 月 平成２年１月 平成７年 12 月

背景 •  食料消費構
造の高度化  

•  農家人口の
移動速度の速ま

り  

•  米需給の大
幅な緩和  

•  畜産物・野
菜・果実等の需

給不均衡による

価格上昇等  

•  世界食料危
機  

•  石油ショック 
•  安定成長へ
の移行  

•  低成長への
移行  

•  食生活の高
度化と多様化  

•  米の第２次過
剰  

•  農産物市場
開放の要請、輸

入農産物との競

合  

•  健康、安全志
向  

•  食の外部化、
簡便化等が進展 

•  ウルグァイ・ラ
ウンド農業合意 

見通しの

性格 

•  将来の姿を出
来る限りありのま

まに展望  

•  現状施策を織
り込んだ現実的・

合理的見通し  

•  可能とみられ
る限度まで生産

を拡大  

•  極力国内生
産で賄うという政

策努力の織り込

み  

•  持てる力の発
揮による実現可

能な方向を意欲

的に提示  

•  持てる力の発
揮による農業生

産の向かうべき

方向を意欲的に

提示  

見通しの

視点 

•  食料消費構
造の変化が大き

く進展  

•  選択的拡大
の方向を提示  

•  食料消費構
造の変化が大きく

進展  

•  総じて選択的
拡大の方向を強

化  

•  消費水準が
かなりの水準に

到達  

•  可能な限り我
が国農業の自給

力向上に努力  

•  日本型食生
活の定着  

•  需給の不均
衡の是正、農業

生産の再編成、

生産性の向上  

•  自給力の維
持強化  

•  食料消費は
量的に飽和状態 

•  食料自給率
の低下傾向に歯

止め  

•  食料消費は
量的に飽和状態 

•  食料自給率
の低下傾向に歯

止め  



 

 

（参考）主要品目の生産の見通しと実績の推移  

米 

 昭和 30 年代後半から、需要が減少に転じる一方、生産力の向上が続いたため、40 年代半ばから生産調整を実施。米の生産の見通しについては、需要の

見通しに即しているが、50 年代までは消費の減退等から需要が見通しを大きく下回って推移。その後需要は、ほぼ見通しに沿って推移。  

 



小麦 

 需要がほぼ一貫して増加する中で、生産は昭和40年代までは作付面積の減少や作柄の低迷により見通しを下回って推移。その後、生産は一時増加し

たものの、近年再び生産の実績が見通しを下回って推移。  

 

 



大豆 

 需要がほぼ一貫して増加する中で、生産の見通しは、小麦同様、作付面積の減少や作柄の低迷により生産の実績が見通しを下回って推移。 

 
 

 



野菜 

 需要、生産ともに昭和 50 年代後半までは順調に増加してきたが、その後、需要が頭打ちになる中で、作付面積の減少等により、生産の実績は

見通しを下回って推移。  

 



果実 

 需要、生産ともに昭和 50 年頃まで、順調に増加してきたが、その後需要が頭打ちとなる中で、輸入も増加したため、生産の実績は見通しを下回

って推移。  

 



肉類 

 需要、生産ともに昭和 60 年代前半までは見通しを上回って順調に増加。その後、需要は増加し続けたが、輸入の増加等により生産の実績は見

通しを下回って推移。  

 

 



鶏卵 

 需要、生産ともに順調に増加し、生産の実績は見通しを上回って推移。  

 

 



牛乳・乳製品 

 需要、生産ともに、順調に増加。近年、乳製品の輸入は増加しているものの、生産の実績は、ほぼ見通しに沿って推移。  

 

 

 



② 生産性  

○ 農業の物的労働生産性は、生産の拡大、農業就業人口の減少等により、農業基本法制定以降総じてみれば、製造業と同程度の伸びを示している。  

○ これを要因別にみると、  

ア．生産指数については、農業においては、食料消費が経済成長の過程でほぼ飽和水準に達したこと等を反映し、年間 1.0％の微増であったのに

対し、製造業では年率 6.0％と大幅な伸びを示している  

イ．就業人口指数については、製造業では年率 1.3％で増加したのに対し、農業においては就業者の速いテンポでの他産業への流出と新規就農

者の減少を反映し、年率 3.7％の減少となっている  

等の違いがある。  

○ なお、農業の物的労働生産性の伸び率を欧米各国と比べてみると、我が国はフランスをやや下回るものの、他の国を大きく上回っている。要因別に

みると、我が国とフランスはともに農業就業人口の減少要因のウエイトが大きい。  

 ○ 物的労働生産性上昇率（年率）の国際比較（昭和 35～平成６年度）  

 



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

     日本銀行「国際比較統計」、ＦＡＯ「Production Yearbook」 

  注：日本以外は昭和 35～平成５年までの年率（旧西ドイツの製造業は４年）である。 

  

（参考） 農業・製造業の物的労働生産性の増減年率  

                             （単位：％）  

 年度 昭 35

～ 

40 

40～ 

45 

45～ 

50 

50～

55 

55～

60 

60～

平 2

平 2

～ 

6 

昭

35

～ 

平 6

 

農

業 

生産指数 2.2 2.4 0.9 -0.3 2.1 -0.9 0.0 1.0

就業人口指数 -3.9 -3.7 -6.2 -3.0 -2.6 -2.5 -4.0 -3.7

物的労働生産性 6.4 6.4 7.7 2.8 4.8 1.7 4.0 4.8

製

造

業 

生産指数  11.2 15.8 1.8 6.2 3.6 4.7 -2.0 6.0

就業人口指数 4.0 3.4 -0.5 0.4 1.2 0.9 -0.5 1.3

物的労働生産性 6.9 12.0 2.3 5.8 2.4 3.8 -1.5 4.6

 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」、  

    総理府「労働力調査」  

  注：物的労働生産性＝生産指数／就業人口指数  



(参考) 農業の物的労働生産性上昇率（年率）の国際比較(昭和 35～平成 6年度）  

                             （単位:％) 

  日本 米国 旧西ﾄﾞｲ

ﾂ 

ﾌﾗﾝｽ 英国

農業生産指数 1.0 1.1 1.0 1.5 1.5 

農業就業人口指数 -3.7 -1.8 -2.5 -3.9 -1.9 

物的労働生産性 4.8 3.0 3.6 5.6 3.4 

 資料：農林水産省「農林水産業生産指数」、総理府「労働力調査」、 

    日本銀行「国際比較統計」、ＦＡＯ「Production Yearbook」 

  注：日本以外は昭和 35～平成５年までの年率である。 

  

○ このように農業の物的労働生産性は相当程度向上したにもかかわらず、高度経済成長の下で他産業の生産性も著しく向上したため、農業と他産業と

の生産性の格差（就業者１人当たり純生産の比較）については、いまだに農業は製造業の３分の１程度にとどまっている。  

○ また、農業の物的労働生産性の向上は、主に労働時間の短縮、単収の増加等１単位の労働で生産される物量を増加させることにより実現されたもの

であるが、  

ア．特に土地利用型部門においては、省力化等による労働時間の短縮に見合った経営規模の拡大が思うように進展しなかったこと  

イ．作業の効率化等に必要であった機械・施設等の装備が経営規模等に比し過大となりがちであり、これが生産コストを押し上げたこと  

等が相まって、必ずしも、農業経営の所得の向上や生産コストの低減に結びつかなかった。  

○ さらに、省力化や単収の増加等のための肥料や農薬の過大な投入や、家畜ふん尿の不適切な処理等により、環境への影響が問題となる例も生じて

いる。  



○ 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：％） 

年度 昭 35 50 60 平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 

  

○ 水稲作の労働時間及び収穫規模の推移  

年度 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 ７ 7/35

10a当たり労働

時間(時間) 
172.9 141.0 117.8 81.5 64.4 55.1 43.8 38.0 0.22倍

収穫規模（ha

／戸） 
0.55 0.57 0.62 0.60 0.60 0.61 0.72 0.85 1.5 倍

 資料：農林水産省「米及び麦類の生産費」、「農業センサス」 

  

 

○ 米の生産費及び労働時間の推移  



 

         資料：農林水産省「米及び麦類の生産費」 

         注：費用合計については、平成３年以降農機具費の定義が 

           変更されたため、平成２年と７年の間は連続しない。 

 

③ 農業総生産  

○ 農業総生産の動向を農業生産指数（数量ベース）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、農産物の国内需要の停滞、

輸入農産物の増加等を背景にほぼ横ばいで推移している。  

  

○ 農業生産指数及び輸入数量指数の推移  



 

（参考） 主要品目の生産指数の推移  

 



○ こうした国内需要や輸入動向を反映し、特に、稲、麦類を中心に作付面積が大きく減少したことから、耕地利用率（作付延べ面積／耕地面積）は、昭

和 35 年の 134％から徐々に低下し、平成７年には 98%となっている。  

○ 農作物作付延べ面積、耕地利用率の推移  

                         （単位：万 ha、％） 

年 昭 35 45 55 平２ ７ 7－35

農地面積 607 580 546 524 504 △103

作付延べ面積 813 631 571 535 492 △321

 うち   稲 

     麦類 

     豆類 

     果樹 

     野菜 

  飼肥料作物 

331 

152 

64 

25 

61 

51 

292 

48 

34 

42 

69 

74 

238 

32 

26 

41 

64 

103 

207

37 

26 

35 

62 

110

212 

26 

16 

31 

57 

101 

△119

△126

△48 

6 

△14 

50 

耕地利用率

(％) 

134 109 105 102 98 － 

 資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

 



２ 農業生産をめぐる諸課題  

 

(1) 生産政策の理念と体系  

○ 現在の生産政策は、①農業生産の選択的拡大、②農業の生産性の向上、③農業総生

産の増大という目標の実現に向け、国が農産物の需要と生産の長期見通しを示し、これを

指針として農業生産基盤の整備、農業技術の高度化、資本装備の増大等について、品目

ごとの特性等を踏まえ補助、融資等の手段を用いて誘導を行っていく体系となっている。  

○ 農産物の需要構造が大きく変化する過程で、生産構造の変革等を緊急かつ円滑に進

めるためには、国の強力なリーダーシップの下での政策誘導が必要であり、かつ有効であ

ったと考えられる。  

○ しかしながら、今日、  

ア．農産物の需要構造は、かつてと比較してダイナミックに変化するという状況では

なくなっていること  

イ．農産物の消費が量的に飽和状態にあり、また外国産農産物との競合が強まる

中では、国内生産の量的増大を図ることは容易ではないこと  

ウ．今後の農業生産には、農業者自身が自らの経営の特徴を活かし、消費者ニー

ズの変化に機動的に対応していくことが一層強く求められていること  

エ．実際の農業生産は、地域ごとの特色を踏まえて行われており、また、地域の産

業振興等の観点から都道府県や市町村等が果たす役割が高まっていること  

等生産とその担い手をめぐる状況は大きく変化している。  

○ このため、今後、これらの状況を踏まえ、生産政策の理念や国、地方公共団体、生産

者・生産者団体の役割分担のあり方、補助、融資等の政策手法のあり方等について、今日

的視点で検討していくことが求められている。  

  

○ 生産政策の体系の概要  

   

  

 



○ 個別品目における生産政策の概要  

品  目 概      要 

果  樹  樹園地の集団化と農作業の共同化、効率的な機械施設の導入等を通じた

経営の近代化を計画的に推進するため、①国による需要の見通しと生産の

目標の公表、生産過剰となった果実の計画生産出荷や果汁の調整保管、②

都道府県による果樹農業振興計画の策定、生産者の果樹園経営計画の作

成指導、③農林漁業金融公庫からの植栽資金の貸付等を実施。 

（果樹農業振興特別措置法） 

甘味資源作

物 

 生産農家の経営の改善と所得の安定等のため、①国による需要及び生産

の長期見通しの公表、生産振興地域の指定、②都道府県による生産振興計

画の策定、③国による生産振興計画の実施に係る助成等を実施。 

（甘味資源特別措置法） 

野  菜 野菜の生産及び出荷の近代化とその安定等を図るため、①国による指定消

費地域における指定野菜の需要見通しの公表、②野菜指定産地の指定、③

都道府県による野菜指定産地の近代化計画の策定を実施。 

（野菜生産出荷安定法） 

酪農・肉用

牛 

酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するため、①国に

よる需要の見通しと生産の目標の公表、集約酪農地域の指定、②都道府県

及び市町村による酪農及び肉用牛生産近代化計画の策定、③国、都道府県

及び市町村による資金の融通のあっせん等を実施。 

（酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律） 

 



(2) 国内農業生産の位置付けと展開方向  
○ 食料は国民生活にとって最も基礎的な物資であるが、我が国の食生活は飽食ともいえるほ

どの豊かなものとなっており、このような国民の食料需要に対して、国土資源に制約のある我が

国においてすべてを生産し、供給していくことは極めて困難となっている。  

○ このため、現在のような食生活を前提に食料の安定供給を図っていくためには、国内生産と

輸入及び備蓄を適切に組み合わせていかざるを得ない。世論調査によれば、主要先進国中最も

低い食料自給率を背景に、安定した国内生産を求める国民のニーズは高いが、具体的な確保す

べき生産力水準、コスト負担のあり方については、必ずしも国民的なコンセンサスが得られてい

るわけではない。  

○ 食料供給における国内農業生産の位置付け等は、今後の生産政策のあり方を考えるに当た

っての基盤となるものであり、その明確化を図る必要がある。  

○ 主な輸入農産物の生産に必要な作付面積（平成７年）  

   

○ 我が国の食料の生産、供給のあり方  

  

 

  資料：総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 



(3) 国内農業の体質強化 

  

① 生産性の向上（コストの低減） 

○ 我が国の農業には、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、農産物の生産・流通コストが割高にならざるを得ない面
があるものの、農業生産にコストを際限なくかけるということでは国民の支持は得られない。
国民が納得しうる価格での食料供給の実現に向け、生産コストの低減に努めていくことが
必要である。 

○ このような観点から、「新しい食料・農業・農村政策の方向」（平成４年６月）及び農政審
議会報告（平成５年９月）においては、他産業並の年間労働時間、生涯所得を前提として、
主要農業経営部門について、10年程度後に目標をおいた望ましい経営の姿の展望を示し、
可能な限り効率的な農業経営や農業構造の実現に向けた政策推進を行っている。 

○ こうした目標の実現には、地域ごとに異なる事情を踏まえた上で、  
ア．農地の流動化や農作業受委託の推進による経営規模や作業単位の拡大  
イ．大区画ほ場の整備、用水管理の自動化等の生産条件の整備  
ウ．水稲直播栽培や不耕起栽培等大規模経営に適した省力・低コスト生産技術体系
の普及  
エ．果樹・野菜等省力化の遅れている部門における機械化の促進や栽培方式の改善
オ．農業機械・施設等の資本装備の適正化、農業生産資材の物流の合理化及び使
用方法の適正化  

等コスト低減に向けた総合的な施策の推進が求められている。 

  

○ 農家１戸当たり農用地面積の各国比較 

 資料：EUROSTAT ｢RAPID REPORTS 1995.12｣、米国農務省｢Selected statistics on farm real 
    estate,1950-95｣（1995年）、農林水産省「耕地及び作付面積統計」（平成７年） 
  注：１．日本の１戸当たりの農用地面積は、「耕地及び作付面積統計」の面積を農家戸数で除したもの。 
    ２．アメリカは1995年、EU及びEU諸国は1993年の数値。 

  

○ 主要経営部門についての経営展望 

 日本 イギリス ドイツ フランス ＥＵ 米国 

１戸あたり農用地面積(ha) 1.5 67.3 28.1 35.1 16.4 189.8 

日本を１としたときの倍率 1 45 19 23 11 127 

経 営 類 型 経営規模 コスト水
準 

前提とする技術等 

稲

個別経営
体 

稲作中心 
（単一経営） 

１０～２０ha 

５～６割 

現行の技術水準 

効率的な生産単位の形
成 

地域条件に即した機械
化体系 

稲作＋集約作
物等 
（複合経営） 

５～１０ha 



 資料：農林水産省「新しい食料・農業・農村政策の方向」（平成４年６月）及び農政審議会「稲作以外の 
    主要経営部門についての経営の展望と政策展開の基本方向」（平成５年９月）から抜粋 
  注：コスト水準は、 
     稲作、畑作・・・平成２年生産費調査の平均と比較した場合 
     畜産・・・・・・平成３年生産費調査の平均と比較した場合 
     果樹、野菜・・・昭和63～平成２年生産費調査の平均と比較した場合 
    の水準。  

作 土地基盤整備 等 

組織経営
体 

稲作が主 

３５～５０ha 

７０ha程度 ４～５割 

直播栽培等の新技術の
導入・普及 

極めて大区画のほ場の
集団化 

畑  作 

てんさい、豆類、
小麦、ばれいし
ょ 
（北海道） 

４８ha程度 ８～９割 

大型トラクター、各種播
種機、ハーベスター等に
よる機械化一貫体系 

かんしょ 
（南九州） 

３０ha程度 ６～７割 

果  樹 

  

  

りんご 
（東北・東山）  

３～４ha程度 ６割程度 

優良品種、わい化栽培
の導入による省力・低コ
スト化 

訪花昆虫・摘果剤利用 

一括選果 

病害虫発生予察の高度
化による農薬散布の削
減 

平坦～緩傾斜の団地 

かんきつ 
（関東以西） 

３～４ha程度 ８～９割 

野  菜 

葉茎菜類・根菜
類 
（関東以西・露
地） 

４ha程度 ７～８割 

苗移植機や大根掘取機
等による機械化一貫体
系 

果菜類 
（関東以西・施
設） 

0.6ha程度 ９割程度 

畜  産 

酪農 
（北海道） 

経産牛80頭程
度 

７～８割 

ヘルパー等の活用によ
る休日確保 

フリーストール・ミルキン
グパーラー等省力管理
方式 

肉専用種肥育 
肥育牛100頭
程度 

７割程度 

肥育段階の肉質測定に
よる肥育期間短縮 

自動給餌機等省力管理
方式 



  

（参考）米の生産コストの日米比較 

○ 農産物の生産コストについては、農産物の品質・規格の違いや国による調査方法の差
異、さらには為替の変動等から、厳密な国際比較は困難であるが、米について単純に米国
と比較すると、10ａ当たりの我が国の費用合計は11倍（作付面積５ｈａ以上の場合で約８倍）
となっている。  
  その格差は主に１戸当たりの作付規模の差（約100倍）に起因するが、各項目ごとの格
差とその主な要因は以下のとおりである。  

ア．労働費 
10ａ当たり労働時間：日本は38時間、米国は１～２時間程度で、日米格差は25
倍程度。  
労賃単価：日米格差は1.8倍。  

イ．農機具・建物費 
10ａ当たり農機具・建物費：日本は2.9万円、米国は0.2万円で、日米格差は14
倍。  
農機具単価：農用トラクターの小売価格の日米格差は1.1倍。  

ウ．肥料費 
10ａ当たり施肥量と肥料の種類：日本は27kgで米国（19kg）の1.4倍。また、日本
では製造段階で三要素を配合した高価な化成肥料が主体であるが、米国は安
価な単肥が主体。  
肥料単価：流通形態（日本は20kg袋づめ、米国はバラ流通）及び原料の自給割
合の違い等から、主要肥料価格の日米格差は1.4～1.8倍。  
土づくり肥料（土壌改良資材、堆きゅう肥など）：日本は施用（肥料費の３割）、米
国はほとんどなし。  

エ．農薬費 
施用面積：日本の殺虫殺菌剤の施用面積割合はほぼ100％、米国は10～
20％。  
農薬単価：主要農薬価格の日米格差は1.3倍。  

  

○ 米の生産コストの日米比較 

                                （単位：円／10a） 

日  本 米 国 日米格差（倍） 

全国平均 
Ａ 

５ha以上 
Ｂ 

Ｃ Ａ／Ｃ Ｂ／Ｃ 

労働費 55,180 32,898 1,475 37.4 22.3 

物財費 76,878 62,080 10,725 7.2 5.8 

 種苗費 3,450 2,112 711 4.9 3.0 

 肥料費 8,602 8,138 1,155 7.4 7.0 

 農薬費 7,216 6,511 1,473 4.9 4.4 

 光熱動力費 3,415 3,346 2,343 1.5 1.4 

 農機具・建物費 29,253 24,492 2,160 13.5 11.3 

 その他（土地利用・ 
 水利費、賃借料等） 

24,942 17,481 2,883 8.7 6.1 



 資料：農林水産省「平成６年産米生産費」、米国農務省「Economic Indicators of the Farm Sector,  
    Costs of Production, 1994」 
  注：１．為替ﾚｰﾄは１ドル＝102.21円である。 
    ２．米国の米生産費は、調査方法、対象とする生産物（日本は玄米、米国は籾）、費用の概念と 
     その範囲等について、日本の生産費と異なるため、米国の生産費を日本の生産費の概念とその 
     範囲に接近させるよう所要の調整を行った。 

  

（参考）農業生産資材等の価格の日米比較 

 資料：農林水産省調べ 

  

② 農産物の高付加価値化等による所得の増大 

○ 近年、食料に対する消費者のニーズは多様化、高度化しており、単に価格面の要請だ
けでなく、鮮度、安全性、品質、食味、利便性といった様々な視点が重視されるようになって
いる。このため、市場の動向を的確に把握し、多様な消費者ニーズに対応した生産を展開
することが求められている。 

○ このような消費者ニーズに的確に対応していくためには、地域の実情等を踏まえ、単に
効率性の追求ばかりでなく、品質の向上や差別化により農産物の付加価値を高める、いわ
ゆる高付加価値型農業の展開や、多様な経営部門を取り入れたり農産物の加工・販売等も
手がける経営の複合化、多角化も視野に入れ、経営の発展を図っていくことが重要である。 

○ 我が国の農業に期待すること 

費用合計 132,058 94,978 12,200 10.8 7.8 

１戸当たり作付面積 1.1ha 8.1ha 113.0ha 1/103 1/14.0 

   年 日本 アメリカ 日本／アメリカ 

農地価格(千円/10a) 
製造業労賃(円/時間) 
肥料価格(硫安)(円/トン) 
農薬(NAC剤)(円/kg) 
トラクター(万円) 
ガソリン代(円/リットル) 
電気料金(円/kwh) 

1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1994 
1995 

1,690
2,206
33,150
1,447
170
118
17.1

16
1,233

23,680～18,710
1,099
149
30
4.8

106倍 
1.8倍 

1.4～1.8倍 
1.3倍 
1.1倍 
3.9倍 
3.7倍 



   

 資料：総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 

  

○ 高付加価値型農業に取り組む事例 

 資料：農林水産省調べ 

岐阜県Ｎ村（山間農業地域）Ｎ村蔬菜出荷組合トマト部会 

 昭和45年の米の生産調整を契機に夏秋トマトを導入。特に地域の畜産
農家と連携した土づくり、接木苗の導入による連作障害の防止や雨よけハ
ウス、トマト自動選果機、多段式ストレージ予冷庫の導入により果肉のしま
った日持ちの良い高品質トマトの産地を確立。関西市場の夏秋トマトの６
割のシェアをもつ飛騨地方の牽引産地。 

三重県Ａ町（山間農業地域）Ａ町農協無農薬米生産部会 

 土づくり、農薬使用禁止の徹底とペーパーマルチ栽培やアイガモ農法の
導入等により無農薬米を生産。生産物は農協・経済連を通じて、消費者グ
ループに一般米より高価格で販売。 

鹿児島県Ｏ市（中間農業地域）Ｏ氏黒豚牧場 

 鹿児島黒豚の中でも在来型に近い体形の黒豚を放牧方式により肥育。
甘しょと大麦を多く配合した独自飼料を給与し、肉質を重視した豚肉を生
産。また、「鹿児島県黒豚証明書シール」の貼付によりブランドの確立と他
産地との差別化戦略を展開。鹿児島県経済連と農協直販の協力を得て食
肉処理・販売も実施。 



(3) 国内農業の体質強化  

① 生産性の向上（コストの低減）  

○ 我が国の農業には、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、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もの

の、農業生産にコストを際限なくかけるということでは国民の支持は得られない。国民が納得しう

る価格での食料供給の実現に向け、生産コストの低減に努めていくことが必要である。  

○ このような観点から、「新しい食料・農業・農村政策の方向」（平成４年６月）及び農政審議会

報告（平成５年９月）においては、他産業並の年間労働時間、生涯所得を前提として、主要農業

経営部門について、10 年程度後に目標をおいた望ましい経営の姿の展望を示し、可能な限り効

率的な農業経営や農業構造の実現に向けた政策推進を行っている。  

○ こうした目標の実現には、地域ごとに異なる事情を踏まえた上で、  

ア．農地の流動化や農作業受委託の推進による経営規模や作業単位の拡大  

イ．大区画ほ場の整備、用水管理の自動化等の生産条件の整備  

ウ．水稲直播栽培や不耕起栽培等大規模経営に適した省力・低コスト生産技術体系の普

及  

エ．果樹・野菜等省力化の遅れている部門における機械化の促進や栽培方式の改善  

オ．農業機械・施設等の資本装備の適正化、農業生産資材の物流の合理化及び使用方

法の適正化  

等コスト低減に向けた総合的な施策の推進が求められている。  

○ 農家１戸当たり農用地面積の各国比較  

  日本 イギリス ドイツ フランス ＥＵ 米国 

１戸あたり農用地面積(ha) 1.5 67.3 28.1 35.1 16.4 189.8 

日本を１としたときの倍率 1 45 19 23 11 127 

 資料：EUROSTAT ｢RAPID REPORTS 1995.12｣、米国農務省｢Selected statistics on farm real 

    estate,1950-95｣（1995 年）、農林水産省「耕地及び作付面積統計」（平成７年） 

  注：１．日本の１戸当たりの農用地面積は、「耕地及び作付面積統計」の面積を農家戸数で除したもの。 

    ２．アメリカは 1995 年、EU及び EU諸国は 1993 年の数値。 

○ 主要経営部門についての経営展望  

経営類型 経営規模 コスト水準 前提とする技術等 

稲作 

個別経

営体 

稲作中心 

（単一経営） 
１０～２０ha 

５～６割

• 現行の技術水準  

• 効率的な生産単位の形成  

• 地域条件に即した機械化体系

• 土地基盤整備 等 
稲作＋集約作物等 

（複合経営） 
５～１０ha 

組織経

営体 
稲作が主 

３５～５０ha 

７０ha 程度 ４～５割

• 直播栽培等の新技術の導入・

普及  

• 極めて大区画のほ場の集団

化 



畑作 

てんさい、豆類、小

麦、ばれいしょ 

（北海道） 

４８ha 程度 ８～９割

• 大型トラクター、各種播種機、

ハーベスター等による機械化

一貫体系 

かんしょ 

（南九州） 
３０ha 程度 ６～７割

果樹 

  

  

りんご 

（東北・東山）  
３～４ha 程度 ６割程度

• 優良品種、わい化栽培の導入

による省力・低コスト化  

• 訪花昆虫・摘果剤利用  

• 一括選果  

• 病害虫発生予察の高度化に

よる農薬散布の削減  

• 平坦～緩傾斜の団地 

かんきつ 

（関東以西） 
３～４ha 程度 ８～９割

野菜 

葉茎菜類・根菜類 

（関東以西・露地） 
４ha 程度 ７～８割

• 苗移植機や大根掘取機等に

よる機械化一貫体系 

果菜類 

（関東以西・施設） 
0.6ha 程度 ９割程度

畜産 

酪農 

（北海道） 
経産牛 80 頭程度 ７～８割

• ヘルパー等の活用による休日

確保  

• フリーストール・ミルキングパ

ーラー等省力管理方式 

肉専用種肥育 
肥育牛 100 頭程

度 
７割程度

• 肥育段階の肉質測定による肥

育期間短縮  

• 自動給餌機等省力管理方式 

 資料：農林水産省「新しい食料・農業・農村政策の方向」（平成４年６月）及び農政審議会「稲作以外の 

    主要経営部門についての経営の展望と政策展開の基本方向」（平成５年９月）から抜粋 

  注：コスト水準は、 

     稲作、畑作・・・平成２年生産費調査の平均と比較した場合 

     畜産・・・・・・平成３年生産費調査の平均と比較した場合 

     果樹、野菜・・・昭和 63～平成２年生産費調査の平均と比較した場合の水準。  

 

（参考）米の生産コストの日米比較  

○ 農産物の生産コストについては、農産物の品質・規格の違いや国による調査方法の差異、さ

らには為替の変動等から、厳密な国際比較は困難であるが、米について単純に米国と比較する

と、10ａ当たりの我が国の費用合計は 11 倍（作付面積５ｈａ以上の場合で約８倍）となっている。  

  その格差は主に１戸当たりの作付規模の差（約100倍）に起因するが、各項目ごとの格差とそ

の主な要因は以下のとおりである。  

 



ア．労働費  

• 10ａ当たり労働時間：日本は38時間、米国は１～２時間程度で、日米格差は25倍
程度。  

• 労賃単価：日米格差は 1.8 倍。  

イ．農機具・建物費  

• 10ａ当たり農機具・建物費：日本は 2.9 万円、米国は 0.2 万円で、日米格差は 14
倍。  

• 農機具単価：農用トラクターの小売価格の日米格差は 1.1 倍。  

ウ．肥料費  

• 10ａ当たり施肥量と肥料の種類：日本は27kgで米国（19kg）の1.4倍。また、日本で
は製造段階で三要素を配合した高価な化成肥料が主体であるが、米国は安価な

単肥が主体。  

• 肥料単価：流通形態（日本は20kg袋づめ、米国はバラ流通）及び原料の自給割合
の違い等から、主要肥料価格の日米格差は 1.4～1.8 倍。  

• 土づくり肥料（土壌改良資材、堆きゅう肥など）：日本は施用（肥料費の３割）、米国
はほとんどなし。  

エ．農薬費  

• 施用面積：日本の殺虫殺菌剤の施用面積割合はほぼ 100％、米国は 10～20％。  
• 農薬単価：主要農薬価格の日米格差は 1.3 倍。 

○ 米の生産コストの日米比較  

                                （単位：円／10a）  

 日  本 米 国 日米格差（倍） 

全国平均 

Ａ 

５ha 以上

Ｂ 
Ｃ Ａ／Ｃ Ｂ／Ｃ 

労働費 55,180 32,898 1,475 37.4 22.3 

物財費 76,878 62,080 10,725 7.2 5.8 

 種苗費 3,450 2,112 711 4.9 3.0 

 肥料費 8,602 8,138 1,155 7.4 7.0 

 農薬費 7,216 6,511 1,473 4.9 4.4 

 光熱動力費 3,415 3,346 2,343 1.5 1.4 

 農機具・建物費 29,253 24,492 2,160 13.5 11.3 

 その他（土地利用・ 

 水利費、賃借料等） 
24,942 17,481 2,883 8.7 6.1 

費用合計 132,058 94,978 12,200 10.8 7.8 

１戸当たり作付面積 1.1ha 8.1ha 113.0ha 1/103 1/14.0 



 資料：農林水産省「平成６年産米生産費」、米国農務省「Economic Indicators of the Farm Sector,  

    Costs of Production, 1994」 

  注：１．為替ﾚｰﾄは１ドル＝102.21 円である。 

    ２．米国の米生産費は、調査方法、対象とする生産物（日本は玄米、米国は籾）、費用の概念と 

     その範囲等について、日本の生産費と異なるため、米国の生産費を日本の生産費の概念とその 

     範囲に接近させるよう所要の調整を行った。 

（参考）農業生産資材等の価格の日米比較  

   年 日本 アメリカ 日本／アメリカ 

農地価格(千円/10a) 

製造業労賃(円/時間) 

肥料価格(硫安)(円/トン) 

農薬(NAC剤)(円/kg) 

トラクター(万円) 

ガソリン代(円/リットル) 

電気料金(円/kwh) 

1995 

1995 

1996 

1996 

1996 

1994 

1995 

1,690

2,206

33,150

1,447

170

118

17.1

16

1,233

23,680～18,710

1,099

149

30

4.8

106 倍 

1.8 倍 

1.4～1.8 倍 

1.3 倍 

1.1 倍 

3.9 倍 

3.7 倍 

 資料：農林水産省調べ 

 

② 農産物の高付加価値化等による所得の増大  

○ 近年、食料に対する消費者のニーズは多様化、高度化しており、単に価格面の要請だけで

なく、鮮度、安全性、品質、食味、利便性といった様々な視点が重視されるようになっている。こ

のため、市場の動向を的確に把握し、多様な消費者ニーズに対応した生産を展開することが求

められている。  

○ このような消費者ニーズに的確に対応していくためには、地域の実情等を踏まえ、単に効率

性の追求ばかりでなく、品質の向上や差別化により農産物の付加価値を高める、いわゆる高付

加価値型農業の展開や、多様な経営部門を取り入れたり農産物の加工・販売等も手がける経営

の複合化、多角化も視野に入れ、経営の発展を図っていくことが重要である。  

○ 我が国の農業に期待すること

 

 資料：総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 



○ 高付加価値型農業に取り組む事例  

岐阜県Ｎ村（山間農業地域）Ｎ村蔬菜出荷組合トマト部会 

 昭和 45 年の米の生産調整を契機に夏秋トマトを導入。特に地域の畜産

農家と連携した土づくり、接木苗の導入による連作障害の防止や雨よけハ

ウス、トマト自動選果機、多段式ストレージ予冷庫の導入により果肉のしま

った日持ちの良い高品質トマトの産地を確立。関西市場の夏秋トマトの６割

のシェアをもつ飛騨地方の牽引産地。 

三重県Ａ町（山間農業地域）Ａ町農協無農薬米生産部会 

 土づくり、農薬使用禁止の徹底とペーパーマルチ栽培やアイガモ農法の

導入等により無農薬米を生産。生産物は農協・経済連を通じて、消費者グ

ループに一般米より高価格で販売。 

鹿児島県Ｏ市（中間農業地域）Ｏ氏黒豚牧場 

 鹿児島黒豚の中でも在来型に近い体形の黒豚を放牧方式により肥育。

甘しょと大麦を多く配合した独自飼料を給与し、肉質を重視した豚肉を生

産。また、「鹿児島県黒豚証明書シール」の貼付によりブランドの確立と他

産地との差別化戦略を展開。鹿児島県経済連と農協直販の協力を得て食

肉処理・販売も実施。 

 資料：農林水産省調べ 



(4) 農業生産基盤の整備  

○ 農業生産基盤の整備は、農地の零細・分散性の克服、かんがい排水条件の改善等により、我が

国農業をより効率的、安定的なものとしていくために不可欠な基礎条件である。  

○ 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、用排水施設の

整備や機械化の進展による稲作の労働時間の著しい減少と収量向上とが相まって、生産性の向上

に寄与してきている。また、水田の乾田化、汎用化等は、作物生産の自由度を増大させてきた。  

○ 農業生産基盤の整備は、国民食料の生産基盤の整備を行う公共事業として相当規模の投資が

行われているが、近年、公共事業の効率的実施が要請されている中で、本事業についても的確な対

応が求められている。 

    また、農産物価格の低下がみられる中で、事業実施に伴う農家負担の割高感が生じ、事業の

円滑な実施が困難になってきている面もある。  

○ このような状況を踏まえ、農業生産基盤の整備については、費用対効果の検証を一層推進する

ことが求められており、生産コストの削減、農業構造の改善等の面での事業効果の的確な発現を確

保するため、  

ア．事業効果の適正な評価による事業種目や事業地区の重点化  

イ．整備に係る建設コストの一層の低減  

ウ．担い手に対する農地の利用集積と高度利用等構造政策との一層の連携の強化  

等に加え  

エ．公共投資としての事業効果が維持・確保されるよう、事業の対象となった農地の保全対策

のあり方等  

について見直しが求められている。  

○ 水田の耕作労働時間と水田整備率  

   

      資料：農林水産省「米及び麦類の生産費」、「土地利用基盤整備基本調査」等 

       注：水田整備率は、30a 区画程度以上に整形済みの面積の割合 

  

 

 



○ 農業農村整備事業のコスト縮減計画の具体的取組内容  

項  目 具  体  策 

工事の計画・設

計 

• 共同事業化による効率的な計画の樹立  

• 所要の品質を確保しつつ技術基準類の弾力的な運

用  

• リサイクル材活用・機械化施工等モデル工事の推

進、技術支援体制の充実  

• 官民連携の研究開発、新材料・新工法等モデル工

事の推進  

• コスト縮減の諸施策の達成状況を踏まえ積算内容

の機動的な見直し、省庁間の統一化・公開  

工事発注の効

率化等 

• 計画的な工事発注の一層の推進  

• 技術提案を受ける入札・契約方式の検討  

• 諸手続の書類様式の統一・電子化  

工事構成要素

のコスト縮減 

• 資材調達のための規格等の標準化・統一化、海外

資材活 用促進のための環境整備  

○ 土地改良事業等の対象農地の保全に関する措置の現状  

• 土地基盤整備事業を実施中の地区内の土地及び当該事業が完了し

た年度の翌年から起算して８年を経過していない地区内の土地を農

業振興地域の農用地区域から除外することを禁止。  

• 土地改良事業の工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して

８年を経過しない間に当該事業の受益地が転用される場合（公用、

公共用に供する場合等を除く。）は、その転用受益地に係る補助金

の返還を義務付け。  

（参考１）第４次土地改良長期計画による生産コスト低減の可能性  

○ 第４次土地改良長期計画（目標年：平成14年度）においては、生産基盤の整備が生産コストの低

減により高い効果を発揮できるよう、大区画ほ場の整備、担い手への農地利用集積に重点を置いて

事業を進めている。  

○ この計画においては、30ａ程度以上に整備済みの水田を基準年（平成４年）の 50％から、目標年

（平成 14 年）には 75％に、また、１ｈａ程度以上の大区画水田は３％から 30％にそれぞれ増加させる

ことを目標としている。  

○ 計画に即した水田の整備が進展し、かつ、作付規模の拡大と適切な機械化体系の普及が望まし

い形で実現した場合には、10ａ当たり労働時間は23時間、60ｋｇ当たり生産コストは10,300円と、平成

７年水準（38 時間、14,300 円）の６～７割になるものと試算している。  



○ 第４次土地改良長期計画における水田整備の目標  

   

      注：１．整 備 済：３０ａ程度以上に区画が整形された水田 

          大 区 画：１ｈａ程度以上に区画が整形された水田 

        ２．平成７年度末現在 

          整 備 済    54％ 

          うち大区画   3.9％ 

［計画の達成を前提とした稲作の生産性向上の可能性（試算）］  

   

資料：全国土地改良事業団体連合会試算 

注：試算値は、1ha､ 30ａ等の各区画形状ごとに望ましい機械化体系と作付け規模を想定し、それにより達成され得る労

働時間と生産費を土地改良長期計画において見込まれる各区画形状毎ごとの整備目標面積で加重平均したもの。 

（参考２）千葉県佐倉市角来(かくらい)工区における大規模経営の概要  

（１）概要  

 角来工区は千葉県印旛沼周辺に位置し、従来は小区画の湿田が大部分を占める生産性が

低い水田地帯であったが、昭和 54 年に、農家 58 戸分の農地 24ｈａを集積して、当時としては

先駆的な大区画の生産基盤の整備を行うとともに、事業の実施を契機に担い手への徹底した

農地の利用集積と新しい低コスト技術の導入を図っている。  

 

 

 



（２）生産基盤及び土地利用  

• １区画最大 2.5ｈａ（平均 40～50ａ）の大区画ほ場に整備し、また、用排水管理を地下パイプラ

インで行うことにより本地面積の拡大と管理コストを節減。  

• 農地の所有者等で農事組合法人「角来工区農業組合」を組織。同組合は農地２４ｈａのうち約

１６ｈａについて実質的に１人（Ｓ氏）が作業を行い、大規模稲作を実現（残りの８ｈａは地権者

が個別に耕作）。  

• 農地の所有者等で農事組合法人「角来工区農業組合」を組織。同組合は農地 24ｈａのうち約

16ｈａについて経営を行うが、実際の農作業はＳ氏が中心となって行っており、大規模稲作を

実現（残りの８ｈａは地権者が個別に耕作）。  

（３）生産性  

 千葉県農業試験場が角来工区農業組合の経営について行った調査によると、生産費等は、

水稲と若干の大麦を併せた数字として捉えているため、全国の水稲の生産費等と厳密な比較

は困難であるが、敢えて全国水稲販売農家平均と比較すれば、10ａ当たりで、  

ア．労働時間は７～８時間で全国平均の約２割  

イ．農機具費は 1.6 万円で全国平均の６割強  

ウ．労働費は 2.7 万円で全国平均の５割弱  

の水準であり、結果として、10ａ当たり費用合計は7.0万円で全国平均（約 13.2万円）の約５割、

また、2.5 万円の地代・利子を支払っても全国平均の生産費の約７割となっている。  

  

○ 角来工区農業組合の農業経営  

・平成６年には水稲 13.7ha と大麦 2.5ha の組み合わせ。 

・水稲作付全面積に低コストな乾田直播方式を採用。 

(注)乾田直播方式:田に水を入れない状態で直接種子を播く水稲の栽培方式 

・農作業はＳ氏が中心になって実施。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 角来工区農業組合の経営収支（平成６年）  

                           （単位：円／10a、時間）  

  角来工区

（16.2ha） 

稲作・全国平均 

(販売農家) (10ha 以上) 

販売金額合計（副産物を除く） 123,190 162,554 144,600 

 うち水稲(13.7ha, 476kg/10a) 

   大麦(2.5ha) 

120,750

1,990

(543kg/10a) (540kg/10a) 

生産費（①－②＋③＋④） 

  （60kg 当たり） 

93,330

(11,764)

135,623

(14,986)

100,437 

(12,555) 

①費用合計 

  物財費 

   うち農機具費 

  労働費 

②副産物価額 

69,890

43,120

15,610

26,770

1,480

132,058

76,878

25,295

55,180

2,501

89,517 

60,751 

21,440 

28,766 

1,241 

③支払い地代 

④支払い利子 

24,610

310

5,318

748

10,462 

1,699 

10ａ当たり労働時間 7～8 38 20 

資料：千葉県農試調査、農林水産省「平成６年産米の生産費調査」 

  注：角来工区の数値は、水稲、大麦、大豆を合算して平均値を求めたもの。 

 



(5) 技術の開発・普及  

○ 農業技術は、農業の生産力の増大、生産性の向上、農産物の品質の向上等を図っていく上での

基盤となる重要な要素である。これまで、  

ア．稲作では、品種改良による収量・品質の向上、トラクター、田植機、コンバイン等機械の開

発・普及による省力化  

イ．果樹では、品種転換、わい化等栽培方式の改善、選果技術の向上  

ウ．野菜では、周年栽培技術の確立・普及、消費者ニーズに対応した品種改良  

エ．畜産では、家畜改良による肉質や産肉量、乳量の向上、自動給餌機、ミルカー等機械の

開発・普及による省力化  

等各部門で大きな成果があった。  

○ こうした農業技術の開発・普及に当たっては、これまで、  

ア．試験研究については、基礎的・先導的研究を国、生産現場に普及させる実用化段階の研

究を都道府県が分担する形で公的機関を中心に実施し、  

イ．開発された技術の普及については、国と都道府県とが協同して行う協同農業普及事業と

農業協同組合が行う営農指導事業とが連携をとりつつ、生産現場に適応するよう実施され、  

技術革新による農業の発展に寄与してきた。  

○ 農業技術の開発・普及の推移  

   

 資料：農林水産省調べ 

  注：各技術が本格的に普及し始めた時期をおおまかに示した。 

  

 

 

 



○ 農業分野における技術の開発と普及の概要  

   

  

○ しかしながら、試験研究については、  

ア．国が行う基礎的研究分野は専門化、高度化が進んでいること  

イ．都道府県等においても地域の産業振興等の観点から試験研究の充実を図り一定の成果

を収めてきていること  

ウ．民間企業においても、バイオテクノロジー等の企業化の可能性の高い分野の技術開発や

その成果の商品化・実用化が進んでいること  

エ．市場原理の導入による競争の強まりの中で、生産現場では、新たな経営展開の柱となる

ような革新的な技術の早急な開発・普及が求められていること  

オ．食品の安全性の確保、鮮度保持等消費者の視点からの技術の開発・普及への要請が高

まっていること  

等の状況の変化がみられる。  

○ また、技術の普及についても、  

ア．農業者の数が減少する中で、農業者の技術、経営レベルの格差が拡大していること  

イ．農業者のニーズも、単に技術的なものにとどまらず、経営面も含め、高度なノウハウ、情

報等幅広いものを求めるようになっていること  

等の状況の変化がみられる。  

○ このため、農業分野における技術の開発・普及については、このような状況の変化に対応し、  

ア．試験研究の目標や課題の設定方法や進行管理のあり方  

イ．国、都道府県、民間、大学等の役割分担と相互連携による効果的・効率的な試験研究体

制のあり方  

ウ．生産現場のニーズに直結する技術の開発のあり方  

エ．農業構造の変化や農業者のニーズの変化を踏まえた技術の普及のあり方  

等、その体制や取組内容について的確な見直しを行っていくことが求められている。  

  



○ 農林水産研究の重点化方向  

1. 国内農林水産業の体質強化（日本型直播稲栽培技術、家畜受精卵移
植技術、生物的病害虫防除技術）  

2. 新産業創出を目指した生物機能の開発・利用（新機能性食品の開発、
微生物による環境修復技術）  

3. 農林水産物の加工・流通システムの高度化（非破壊評価技術、食品の
アレルゲンフリー化技術）  

4. 農山漁村の多面的機能の維持・高度化（農業資源、景観等の客観的評
価・保全技術）  

5. 人類の持続的発展のための環境保全と資源の適正管理（温室効果ガ
ス削減、砂漠化防止、生物相保全）  

6. 農林水産研究を支える基盤的研究（ゲノム解析研究、遺伝子操作手法
の高度化、情報処理技術） 

 資料：平成８年７月農林水産技術会議決定「農林水産研究基本目標」から抜粋 

  注：１．「新たな国際環境に対応した農政の展開方向」（平成６年８月農政審議会報告）、 

     「科学技術基本計画」（平成８年７月）等を踏まえ、農林水産業に係る研究の重点化 

     方向等をおおよそ 10 年を見通して示したものである。 

    ２．（ ）内には参考として課題例を具体的に示した。 

 



(6) 環境と調和した持続的な農業生産システムの確立  

  

① 農業生産と環境の関わり  

○ 農業は元来、植物を中心として他の生物や大気、水、土等との間の物質循環を基本システムと

する産業であり、環境と調和することなしには長期間持続できないものである。  

○ しかしながら、我が国の農業においても、化学肥料や農薬の過剰な投入、家畜ふん尿の不適切

な処理等により、環境に悪影響を及ぼしている面があり、環境と調和した持続的な生産様式へ転換し

ていくことが必要となっている。  

  

○ 農業に起因する主な環境問題  

環境の種類 環 境 問 題 

土  壌 ・土壌塩類集積 

・土壌浸食 

・土壌有機物の消耗 

水 ・地表水・地下水の汚染 

・湖沼等の富栄養化 

・水資源の枯渇 

大  気 ・畜産臭気 

・農薬による汚染 

・温室効果ガスの排出 

・オゾン層破壊物質の排出

生物多様性 ・野生生物の生息域の圧迫

  

○ 国際的にも、ＯＥＣＤ等の場において、①農業及び農業政策の環境への影響を的確に分析するこ

と、②農業政策の改革を図っていく中で環境と調和した持続可能な農業生産様式へ転換していくこと、

等が検討課題となっている。  

○ ＯＥＣＤにおける議論  

• 農産物輸出国は、概して農業保護・支持政策は環境への負荷を増大

させると主張  

• 日本、ＥＵ諸国等は、農業は環境に対し正・負両面の影響を有してい

ることから、逆に農業の縮小によって環境負荷が増大する懸念もある

と主張 

○ その際、我が国においては、水田を中心とした農業生産が 2000 年以上にわたって継続されてい

るが、水田は、連作が可能な上に、高温多雨で傾斜地が多い国土条件の下で洪水防止や水資源の



かん養等の機能を併せ有する等、持続的で環境負荷の少ない優れた生産装置であることに留意す

る必要がある。  

○ 水田の特性  

 水  田 畑 

土壌病害 • 湛水状態のため、

連作障害がほとん

ど発生しない。 

• 土壌病害が発生し

やすく、連作障害が

起こりやすい。 

肥料・養分保

持 

• 灌漑水中の養分

保持により、少量

の施肥でも一定の

収量が確保でき

る。  

• 施肥の水質への

影響が小さい。 

• 肥料成分が流出し

やすい。  

• 施肥の水質への影

響が大きい。 

土壌浸食 • 起こりにくい。 • 起こりやすい。 

 

② 環境保全型農業の動向と課題  

○ 近年、我が国においても、環境への負荷の軽減に配慮した持続的な農業（環境保全型農業）へ

の取組が進められている。  

○ 我が国における環境保全型農業とは、肥料や農薬の施用量の節減、有機物のリサイクル、合理

的な輪作といった幅広い取組を包含したものであり、化学肥料や農薬を使わない「有機農業」も環境

保全型農業の一形態とされている。  

○ 環境保全型農業への取組は全国的に広がりつつあるが、旧市区町村数ベースでは全体の２割

程度にとどまっている。  

○ 環境保全型農業の概念図  

   



○ 環境保全型農業の状況（平成７年）  

  環境保全型農業 うち有機農業 

実施している旧市区町村の数 

（全国の旧市区町村に占める割合(%)） 

2,164 

(19.0) 

897 

( 7.9) 

主な取組主体（％） 
農協 45.1 28.7 

生産組合 31.4 33.9 

 資料：農林水産省「農業センサス」 

  注：環境保全型農業：土づくり等により、化学肥料、農薬の削減等を行う農業 

    有機農業：化学肥料や化学合成された農薬を一切使用しない農業 

○ 今後、環境保全型農業の一層の推進を図るためには、  

ア．環境負荷の軽減に配慮した農法への転換は、必ずしも生産コストの低減や農業所得の向

上に結びつくものではないことから、環境保全コストの負担増に農業経営上どのように対処し

ていくべきか  

イ．土地や水等の環境は連鎖していることから、環境負荷の効果的な軽減のためには一定の

面的取組が必要であるが、いかにして広域的な取組として展開していくか  

ウ．環境負荷の軽減に配慮した農業生産は、農産物の安全性重視という消費者の要請にも

沿うものであるが、栽培方法の表示のあり方等生産者の取組の助長と消費者のニーズとを結

びつけるためにどのような工夫をしていくか  

等解決しなければならない課題も多い。  

○ また、近年、資源のリサイクルの視点が重視されるようになっている。農業生産や食品の加工・流

通、消費等の過程では、畜産ふん尿、食品工場排水汚泥、動植物性残さ、生ゴミ・残飯等が排出され

るが、これらの有機性廃棄物は、コンポスト化すること等により農業生産に活用しうるものである。  

  こうした農業の持つ物質循環機能を活かし、有機性廃棄物の資源化を図りつつ、持続的な農業生

産を行う視点も重要となっている。  

 

○ 有機農業等の経営の状況とその背景  



   

 

○ 主要な有機性産業廃棄物の排出量の推移  

                                   （単位：千トン） 

年度 昭和 50 55 60 平成２ ５ 

家畜ふん尿 

動植物性残さ 

41,184 

2,596 

49,629 

4,323 

62,462 

2,207 

77,208 

3,543 

75,567 

3,219 

 資料：厚生省調べ 

  注：１．家畜ふん尿は畜産農業に係る動物のふん尿である。 

    ２．動植物性残さは食料品製造業等において原料として使用した動物又は、 

     植物に係る固形状の不要物である。 

 （参考１）我が国における農業生産による環境負荷等の概要  

○ 化学資材による環境負荷  

• 肥料 

 我が国では、肥料成分に由来する水質汚濁問題は、水田の浄化機能の働きや生活用水の

地下水への依存度が低いこと（日本：約 23%、米国：約 40%、独：約 70％）から広汎には顕在化

していない。しかしながら、閉鎖性水域等での過剰な肥料成分の流出による富栄養化や地下

水における硝酸性窒素等による汚染が指摘されている地域もみられる。  



• 農薬 

 農薬に由来する環境汚染は、低毒性農薬の開発・普及や使用方法の適正化等によって大

きく改善されてきており、 

ア．環境基準対象農薬（４種類）については、公共用水域の水質調査においても基準値以下

となっていること  

イ．その他の農薬についても、散布時期により一部地域で検出されることが事例的に報告さ

れるにとどまっていること 等汚染は限られているとみられる。 

 なお、国際的には、農薬による環境影響の評価に用いられる指標生物の範囲の拡大につい

て検討が行われている。  

  

○ 公共用水域及び地下水における硝酸性窒素等の指針値（10mg/l）超過状況  

 調 査 数 超 過 数 超過率(%) 

 河  川 ２，８７８ ４ ０．１

 湖  沼 ６６０ ０ ０

 海  域 １，１４５ ０ ０

 地 下 水 ３，６６４ １６８ ４．６

 資料：環境庁調べ（平成６年度～８年度） 

  注：全都道府県、全市町村を対象とした調査ではない。 

  

○ 特定時期における農薬検出状況  

   



○ 家畜ふん尿による環境負荷  

 畜産経営に対する苦情のうち環境問題に関係したものの状況をみると、家畜飼養戸数の減

少によって件数は減少傾向にあるものの、家畜飼養戸数に対する苦情発生率は増加してい

る。  

○ 畜産経営に起因する苦情発生の内容（平成８年）  

                              （単位：件、％） 

区分 水質汚濁関連 悪臭関連 害虫発生 その他 計 

豚 

鶏 

乳用牛 

肉用牛 

その他 

448( 45.4)

72( 7.3)

351( 35.6)

107( 10.8)

9( 0.9)

646( 39.4)

282( 17.2)

523( 31.9)

149( 9.1)

40( 2.4)

38( 15.0)

148( 58.3)

36( 14.2)

30( 11.8)

2( 0.8)

19( 17.8)

20( 18.7)

43( 40.2)

12( 11.2)

13( 12.1)

944( 36.6) 

488( 18.9) 

817( 31.7) 

265( 10.3) 

62( 2.4) 

計 987(100.0) 1,640(100.0) 254(100.0) 107(100.0) 2,576(100.0) 

構成比 38.3 63.7 9.9 4.2 － 

 資料：農林水産省調べ（平成７年７月２日～８年７月１日） 

  注：１．苦情内容別発生件数は、苦情内容が相互に重複している場合を含む。 

    ２．その他は、騒音等が主体である。 

○ 温室効果ガス等  

 農業においては、作物等が大量の二酸化炭素を吸収している反面、水田や家畜の腸内等

から発生するメタン、窒素肥料の分解等により発生する亜酸化窒素、エネルギー使用による

二酸化炭素等の温室効果ガスを排出している面がある。また、土壌くん蒸等に用いられる臭

化メチルについては、オゾン層保護の観点から生産量等の規制が行われている。  

 ○ 温室効果ガス排出総量のうち農林水産分野の占める割合（平成７年度）  

  排出総量（万ﾄﾝ） 左のうち農林水産分野の割合(%) 

二酸化炭素 ３３，２００ ３

メ タ ン １５５ ５５

亜酸化窒素 １１ ８

 資料：環境庁調べ 

  注：二酸化炭素の排出量は炭素換算した値である。 

  

 



○ 農地土壌  

• 地力 

 近年の耕種・畜産の分離、農業労働力の高齢化等を背景に、農地への有機物（堆きゅう肥）

の施用量が減少傾向にあること、土壌、作物診断に基づかずに過剰な施肥を行ってきたこと

から、地力の重要な指標である土壌中の有機物含量の減少や養分の過剰等の問題が顕在

化しつつある。  

• 土壌浸食等 

 不作付地、耕作放棄地の拡大によって、土壌浸食や土砂崩壊等のリスクも高まっているも

のとみられ、農業生産に影響が及ばないよう適切な管理が必要となっている。  

  

○ 農地土壌の地力に関係する土壌中の諸成分の推移  

成分項目 地目 
昭和 

34～44 年 

 

50～52 年

 

54～58 年

 

59～63 年

平成 

元～５年 

腐植 

（有機物等） 

水田 １００ ９７ ９５ ９４ ９５ 

普通畑 １００ １０２ ９７ ９４ ９５ 

石灰 水田 １００ ９７ １０６ １０８ １０９ 

普通畑 １００ １１１ １３１ １３７ １３７ 

りん酸 水田 １００ １６０ １４０ １５８ １８０ 

普通畑 １００ ２２２ ３０３ ３６７ ３９５ 

加里 水田 １００ １１６ １４０ １５９ １５９ 

普通畑 １００ １５０ １６８ １７９ １７６ 

 資料：農林水産省「地力保全基本調査」、「地力実態調査」、「土壌環境基礎調査」 

  注：表中の数字は各成分項目の土壌中含有量を昭和 34～44 年を 100 として表したもの。 

  

○ 水田の耕作放棄と土砂災害発生確率との関係（新潟県牧村）  

                            （単位：％） 

耕作放棄以前 耕作放棄率 50％未満 耕作放棄率 50％以上 

０．５６ １．６２ ２．０３ 

 資料：農林水産省「土砂災害抑制機能調査」（平成６年） 

  注：土砂災害の発生確率とは、地滑りが発生しやすい一定面積の地域 

    （５～10ha）で 100 年間に土砂災害が発生する回数。 

 



（参考２）農業と環境の問題に対する国際的な動向  

○ 欧米では畑作農業が中心であることもあり、農業の集約化や有機物の過剰投入によって地下水

汚染、土壌流亡等の問題が深刻化している。このため、環境保全等のための施策として、米国では、

水質保全等の取組への支援を目的とした「環境改善奨励計画」、ＥＵでは、「肥料、農薬の使用量の

削減に対する助成」等の施策が講じられている。  

○ また、一般の環境政策においては、環境負荷によって生じた支障については原因者が原状復帰

のための費用を負担するとの「汚染者負担の原則」が基本的な考え方となっている。ＯＥＣＤ等の場で

は、この原則の農業分野への適用のあり方等についても論議となっている。  

○ 先進諸国の農業政策における環境対策の例  

  米国 ＥＵ 

対策名･目的 環境改善奨励計画 

（96 年農業法） 

（深刻な環境問題を抱える地域での環境負荷軽減

のための技術対策への支援） 

環境保護と田園地帯の維持に配慮した農業生産の規則 

（ＥＣ共通規則 2078/92） 

（環境負荷の軽減のための農法の導入、多面的機能の維持

のための農地の保全管理対策等への支援）  

助成方法 ① 環境保全的技術の採用に対する支援（助成金、

技術的支援等） 

② 畜産ふん尿施設等の構造 物の建設に対する

助成（建 設費の最大 75％まで負担） 

①＋②で１人１万ドル／年以内で総額５万ドルを限

度 

以下の取組を５年以上行う農業者を対象に助成金を支払 

① 有機農業・粗放化農法の 実施（小麦等の作物の場合

150ECU/ha､それ以外の場合 250ECU/ha） 

② 山羊等の家畜の飼養（150 ECU/１家畜単位） 

③ 耕作放棄地の維持・管理 （150ECU/ha）等 

予算総額 1997 会計年度 

２億ドル（円換算 218 億円） 

1997 当初予算 

15 億 ECU（円換算 2,025 億円） 

資料：農林水産省調べ 

 



食料・農業・農村基本問題調査会 

農業部会（第４回）参考資料 

  

主要品目の生産構造、生産性の動向等につい
て 

    １．米 

    ２．小麦 

    ３．大豆 

    ４．野菜 

    ５．果実 

    ６．酪農 

    ７．肉用牛 

    ８．養豚 

    ９．採卵鶏 



水稲 

１．生産構造 

• 全農家の８割強の 286 万戸（平７）が水稲を生産（うち米販売農家数 202 万戸）  
• 作付面積は生産調整開始以降減少傾向で推移（平８ 約 200 万 ha）  
• 現在、水田面積の約３割で生産調整を実施  
• １戸当たり作付規模は徐々に拡大しているが、依然として零細な作付規模の経営の生産シェ

アが大 

 

○ 米の生産構造の変化 

 

 ２．生産性、生産コスト 

 

• 投下労働時間は機械化、ほ場整備の進展等により減少傾向で推移  

• 単収は品種改良、栽培技術の向上等により着実に向上  

• 生産コストは農機具費の増大等から上昇傾向にあったが、近年は横ばい傾向で推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 米の生産性、生産コスト等の推移 

 

水稲 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 7 年

10a 当たり所得(千円) 22 35 43 92 74 80 70 65

収穫規模（ha/戸） 0.55 0.57 0.62 0.60 0.60 0.61 0.72 0.85

指数(昭和 50 年=100) (92) (96) (103) (100) (100) (101) (119) (142)

１戸当たり所得(千円) 121 199 268 550 445 489 501 557

資料：農林水産省「生産費調査」、収穫規模は「農業センサス」の水稲収穫農家（昭和６０年以前は全農家、平成２年以降

は販売農家） 

注：１０ａ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 

３．国際比較 

• 価格、生産コスト面で、国産品と輸入品との間には大きな格差が存在  
• 国内需要は短粒種の良質米が中心であり、現時点では国産品に優位性  

○ 米に関する国際比較 

  国産品 輸入品 

価 格 
千円／トン 

２７３ 

千円／トン 

６９ 

生産コスト 

(費用合計) 

千円／10a 

１３２ 

千円／10a 

１２ 

品 質 
短粒種 

(低アミロース) 

長粒種 

(高アミロース)

注：１．価格は平成８年産。国産品は政府買入価格、輸入品はC.I.F.価格。 

２．生産コストは平成６年産。国産品は農林水産省生産費調査（全国販売農家平均の費用合計）、輸入品は米国農務省

調査。 



小  麦 

１．生産構造 

• 生産農家数は減少傾向（うち小麦販売農家数（平７） 10 万戸）  

• 主産地は北海道、関東、九州  

• 北海道は畑作輪作体系の一環  

• 関東、九州は水田裏作が主体  

• 作付面積は転作により増加したものの、平成元年をピークに減少し、近年再び増加（平８ 約

16 万 ha）  

• １戸当たり作付規模は、北海道では約５ha、都府県では約１ha に徐々に拡大  

  

 ○ 小麦の生産構造の変化 

 

  

２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は機械化の進展等により大幅に減少しているが、近年その減少率はやや鈍化

する傾向  

• 単収は上昇しているものの、収穫期の天候に左右され不安定  

• 生産コストは農機具費の増大等から上昇傾向で推移していたが、近年は作付規模の拡大に

より横ばい傾向で推移  

  

 

 



 ○ 小麦の生産性、生産コスト等の推移 

 

小  麦 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 7 年

10a 当たり所得(千円) － 6.2 5.6 10.0 30.8 40.4 20.2 14.1

収穫規模（ha/戸） － － 0.17 0.20 0.39 0.55 0.82 1.15

指数(昭和 50 年=100) － － (84) (100) (192) (270) (401) (564)

1 戸当たり所得(千円) － － 10 20 121 224 166 163

資料：農林水産省「生産費調査」、収穫規模は「農業センサス」の小麦収穫農家（昭和６０年以前は全農家、平成２年以降

は販売農家） 

注：１０ａ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 

３．国際比較 

• 価格、生産コスト面で、国産品と輸入品との間には大きな格差が存在  

• 主に日本めん向けに用いられる国産小麦は、標準的な豪州産銘柄ＡＳＷと比べて依然として

品質面で格差が存在  

○ 小麦に関する国際比較  

  国産品 輸入品 

価 格 
千円／トン 

１５２ 

千円／トン

２９ 

生産コスト 

(費用合計) 

千円／10a 

４９ 

千円／10a

２ 

品 質 豪州産ＡＳＷに比べ格差 － 

 注：１．価格は平成８年産。国産品は政府買入価格、輸入品は C.I.F.価格。 

２．生産コストは平成６年産。国産品は農林水産省生産費調査（田畑計の全国平均の費用合計）、輸入品は米国農

務省調査。 



大  豆 

１．生産構造 

• 生産農家数は減少傾向（うち大豆販売農家数（平７） 6.7 万戸）  
• 作付面積は転作により増加したものの、昭和 62 年をピークに減少し、近年再び増加（平８約８万
ha）  

• 畑作での生産が減少し、近年は水田転作が主体（生産の６割）  
• １戸当たり作付規模は北海道を除き、依然として零細  

 ○ 大豆の生産構造の変化 

 

 ２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は中耕、除草等の機械化により減少傾向で推移  
• 単収は近年気象災害等により伸び悩み  
• 生産コストは労働費等の増加により上昇傾向で推移していたが、近年は共同利用による収穫機
等が徐々に普及して低下の傾向  

 ○ 大豆の生産性、生産コスト等の推移 

 



大  豆 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 7 年

10a 当たり所得(千円) － 4.8 8.9 16.7 23.6 47.9 21.5 36.1

収穫規模（ａ/戸） － － 3.6 4.1 6.7 7.5 12.3 6.0

指数(昭和 50 年=100) － － (87) (100) (162) (181) (298) (145)

１戸当たり所得(千円) － － 3 7 16 36 26 22

 資料：農林水産省「生産費調査」、収穫規模は「農業センサス」の大豆収穫農家（昭和６０年以前は全農家、平成２年以降は

販売農家） 

  注：１．１０ａ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 

    ２．１０ａ当たり投下労働時間は都府県平均値（昭和５５、６０年は畑作のみ、昭和４５年は岩手県のみ） 

３．国際比較 

• 価格、生産コスト面で、国産品と輸入品との間には大きな格差が存在  

• 煮豆、納豆等の食品向けには、品質面から国産品に一定の需要  

  

 ○ 大豆に関する国際比較 

  国産品 輸入品 

価 格 

千円／トン

１９０ 

千円／トン

３０ 

生産コスト 

(費用合計) 

千円／10a

６２ 

千円／10a

６ 

品 質 

日本食（煮豆、納豆、豆腐）向けに適性

（高タンパク含量、風味） 

主に食用油用

注：１．価格は平成７年産。国産品は実需者向け販売価格、輸入品はC.I.F.価格。 

   ２．生産コストは平成４年産。国産品は農林水産省生産費調査（田畑計の全国平均の費用合計）、輸入品は米国農務省

調査（試算）。 

 



野 菜 

１．生産構造 

• 露地野菜の販売農家数は 48 万戸（平７）、施設野菜の収穫農家数は 18 万戸（平７）  
• 作付面積は昭和 59 年をピークに近年は減少傾向で推移（平７ 約 57 万 ha）  
• 品目ごとに産地化が進展  
• 施設、露地とも大規模層の生産シェアが拡大  

 ○ 野菜の生産構造の変化  

 

２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は露地では耕起、播種・移植等、施設では温度・水管理等の機械化・自動化によ
り減少傾向で推移しているが、収穫の機械化の立ち遅れもあり近年は鈍化する傾向  

• 単収は品種改良、栽培技術の向上、施設化により多くの品目において向上  
• 生産コストは労働費の占める割合が高く上昇傾向であったが、近年は鈍化する傾向  

○ 野菜の生産性、生産コスト等の推移 

 



 

春キャベツ（露地） 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 6 年

10a 当たり所得(千円) － － 50 57 320 261 332 141

収穫規模(ha/戸) － － － 0.14 0.16 0.17 0.22 0.25

指数(昭和 50 年=100) － － － (100) (119) (122) (158) (183)

１戸当たり所得(千円) － － － 79 523 438 720 353

きゅうり(施設） 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 6 年

10a 当たり所得(千円) － － 343 799 1,205 1,437 2,215 1,591

施設経営規模(a/戸) － － 7.0 10.9 13.3 13.4 17.5 18.4 

指数(昭和 50 年=100) － － (64) (100) (122) (123) (161) (169)

 資料：農林水産省「生産費調査」、「農業センサス（昭和６０年以前は全農家、平成２年以降は販売農家）」 

 注：１．１０ａ当たり生産コスト及び１００ｋｇ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 

    ２．春キャベツ（露地）の収穫規模は「農業センサス」のキャベツを販売した農家、きゅうり（施設）の施設経営規模は「農

業センサス」の施設設置農家（昭和５５年以前は１ａ以上）の施設全面積 

    ３．平成６年値のうち収穫規模及び施設経営規模は平成７年値 

 ３．国際比較 

• 多くの生食向け品目では品質・鮮度の面で国産品に優位性  

• 外食・量販店向け、野菜加工品等については、安定調達、価格の面で輸入品に優位性  
• ○ 野菜に関する国際比較 
       （単位：円／kg） 

  
価  格 

国産品 輸入品 

さやえんどう ９８５ ２４６ 

かぼちゃ １９５ １４２ 

ブロッコリー ２７６ ２２８ 

注：価格は平成８年産の東京都中央卸売市場平均値。 



果 実 

１．生産構造 

• 栽培農家数は減少傾向（平７ 49 万戸）  

• 栽培面積は、みかんの需要の頭打ち等により昭和 49 年をピークに減少傾向で推移（平７ 約 31

万 ha）  

• 果実の種類ごとに産地化  

• 大規模栽培農家層の生産シェアは徐々に拡大しているが、依然として小規模層の生産シェアが

大  

 ○ 果実の生産構造の変化  

 

２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は防除や生産物の搬出等の機械化により 50 年代前半まで減少傾向で推移した

が、その後は、園地整備や収穫作業等の機械化の遅れ、品質を重視した栽培管理等により停滞

する傾向  

• 単収は改植、高接による高品質品種への更新により横ばい傾向で推移  

• 生産コストは労働費の占める割合が高く、労賃の上昇により上昇傾向で推移  

  

 

 

 



 ○ 果実の生産性、生産コスト等の推移 

 

温州みかん 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 6 年

10a 当たり所得(千円) － 111 122 57 75 138 275 328

栽培規模（ha/戸） － － 0.37 0.41 0.41 0.38 0.46 0.46

指数(昭和 50 年=100) － － (91) (100) (100) (92) (111) (113)

１戸当たり所得(千円) － － 453 236 309 519 1,255 1,516

資料：農林水産省「生産費調査」、栽培規模は「農業センサス」のみかん栽培農家（昭和６０年以前は全農家、平成２年以降
は販売農家） 
注：１．１０ａ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 
   ２．平成６年値のうち栽培規模は平成７年値 
   ３．１０ａ当たり所得は、昭和６０年以前は普通温州みかんのみ、平成２年以降は早生温州を含めた温州みかん全体 

３．国際比較 

• 生鮮果実は品質面で国産品に優位性。ただし、果実の需要が多様化する中で、国産品の需要

総量は停滞  

• 果汁は原料果実の価格面等で輸入品に優位性  

○ りんごに関する国際比較 

  
平成７年 平成８年 

国産品 輸入品 国産品 輸入品

国内仕向量 

（千トン） 

９６３ 

(９９) 

９ 

(１) 

８９９ 

(１００) 

１ 

(０) 

価 格 

（円／kg） 

２８４ 

米国産 

１９１ 

２８３ 

米国産

１３９

注：価格は東京都中央卸売市場平均値。 



酪農 

１．生産構造 

• 飼養戸数は徐々に減少（平８ 4.2 万戸）  
• 飼養頭数はほぼ横ばい傾向で推移(平８ 190 万頭）。生乳生産量は上昇傾向にあったが、近年
は横ばい傾向で推移（平７ 850 万トン） 
都府県産は全体の６割、その大部分が飲用牛乳等向け。北海道産は全体の４割で、かつそのう
ち７～８割が乳製品向け  

• 大規模飼養農家層の生産シェアが大幅に拡大し、１戸当たり飼養頭数（平８ 46 頭）はＥＵ並の
水準に到達  

 ○ 酪農の生産構造の変化 

 

２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は給餌や搾乳、飼料生産等の機械化等により減少しているが、近年その減少率

は鈍化する傾向  

• １頭当たり乳量は優良種雄牛の選抜による泌乳能力の向上、飼養技術の向上により着実に増

加  

• 生産コストは飼養規模の拡大等により着実に低下  

○ 酪農の生産性、生産コスト等の推移 



 

乳用牛（搾乳牛） 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 7 年

１頭当たり所得(千円) － 50 98 175 241 215 312 262

飼養頭数(頭/戸) － 2.7 5.5 9.6 14.6 18.4 23.1 30.6

指数(昭和 50 年=100) － (28) (57) (100) (152) (192) (241) (319)

１戸当たり所得(千円) － 134 540 1,682 3,515 3,949 7,207 8,006

 資料：農林水産省「生産費調査」 

 注：１．生乳１００ｋｇ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 

    ２．飼養頭数は通年換算搾乳牛飼養頭数 

    ３．１戸当たり所得＝１頭当たり所得×通年換算搾乳牛飼養頭数 

３．国際比較 

• 飲用牛乳等向けでは、輸送コスト、鮮度保持等の面から輸入は困難 

乳製品では、原料生乳が割高なこと、乳製品工場が小規模であること等から国産品がコスト面で

不利   

○ 乳製品に関する国際比較 

  国産品 輸入品 

価 格 

（脱脂粉乳） 

円／kg

５４２ 

円／kg 

１９５ 

価 格 

(バター) 

円／kg

９５０ 

円／kg 

２２３ 

 注：価格は平成７年産。国産品は大口需要者向け販売価格、輸入品は C.I.F.価格。 



肉用牛 

１．生産構造 

• 飼養戸数は徐々に減少（平８ 15.5 万戸）  

• 飼養頭数は近年横ばいで傾向で推移（平８ 290 万頭）  

• 小規模飼養農家の戸数が減少し、肥育経営を中心として大規模層の生産シェアが拡大  

 ○ 肉用牛の生産構造の変化 

 

 ２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は多頭肥育向きの牛舎とふん尿処理施設の導入が進み減少傾向で推移  

• １頭当たり生体重は優良種雄牛の選抜による産肉能力の向上、肥育技術の向上等により増加  

• 生産コストは素畜費、飼料費の増加により上昇傾向であったが、その後、円高による飼料価格の

低下や飼養規模の拡大によりほぼ横ばい傾向で推移  

 ○ 肉用牛の生産性、生産コスト等の推移 

 



肉用牛（去勢若齢肥育牛） 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 7 年

１頭当たり所得(千円) － 10 26 -35 155 121 178 115

販売頭数(頭/戸) － 2.4 4.3 7.9 8.9 9.7 9.9 15.2

指数(昭和 50 年=100) － (30) (54) (100) (113) (123) (125) (192)

１戸当たり所得(千円) － 25 113 -275 1,383 1,176 1,765 1,743

 資料：農林水産省「生産費調査」 

 注：１．生体１００ｋｇ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 

    ２．１戸当たり所得＝１頭当たり所得×去勢若齢肥育牛販売頭数 

  

３．国際比較 

• 価格面では国産は米国産の３倍弱であるが、日本人の嗜好に合った品質の牛肉生産の面では

国産品に優位性  

• 外食・加工食品向けは、価格面で輸入品に優位性  

  

 ○ 肉用牛に関する国際比較 

  国産品 輸入品 

価 格 

円／kg

５８０ 

円／kg

２１４ 

品 質 和牛等で優位性有り － 

注：価格は平成７年の枝肉卸売価格。国産品は乳用種肥育おす牛「Ｂ－２」・「Ｂ－１」平均で東京都中央卸売市場価格、輸

入品は米国産去勢牛、チョイス級でネブラスカ直取引価格。 



養豚 

１．生産構造 

• 飼養戸数は大幅に減少（平８ 1.6 万戸）  
• 飼養頭数は元年をピークに近年は減少傾向で推移（平８ 990 万頭）  
• 小規模飼養農家の戸数が減少し、大規模層の生産シェアが拡大  

 ○ 養豚の生産構造の変化  

 

 ２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は給餌、ふん尿処理の機械化等により大幅に減少したが、近年は鈍化し、横ばい
傾向で推移  

• １頭当たり生体重は遺伝的に斉一な系統豚の育成・普及等によって徐々に増加  
• 生産コストは飼養規模の拡大や円高による飼料価格の低下により減少傾向で推移しているが、
飼料費の変動に影響を受ける  

 ○ 養豚の生産性、生産コスト等の推移 

 



豚(肥育豚) 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 7 年

１頭当たり所得(千円) － 3.1 3.5 6.2 0.5 2.4 2.8 5.8

販売頭数(頭/戸) － 13.6 36.5 122.9 219.8 373.5 629.2 849.5

指数(昭和 50 年=100) － (11) (30) (100) (179) (304) (512) (691)

１戸当たり所得(千円) － 43 127 757 107 907 1,776 4,886

 資料：農林水産省「生産費調査」 

 注：１．生体１００ｋｇ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 

    ２．１戸当たり所得＝１頭当たり所得×肥育豚販売頭数 

３．国際比較 

• 価格面では輸入飼料への依存や高労賃から国産品が米国産より約１割割高  

• 銘柄豚肉を中心に国産品に品質面で優位性  

○ 養豚に関する国際比較 

  国産品 輸入品 

価 格 

（枝 肉） 

円／kg 

４７５ 

円／kg 

４３２ 

注：価格は平成７年。国産品は省令規格（「上」規格以上のもの）の東京都中央卸売市場価格、輸入品は従量税限度を超え

分岐点価格以下の枝肉及び半丸枝肉の C.I.F.価格。 



採卵鶏 

１．生産構造 

• 飼養戸数は大幅に減少（平８ 6,800 戸）  
• 成鶏めす飼養羽数は近年横ばい傾向で推移（平８ 約 1.5 億羽）  
• 全国的に生産されているが、関東のシェアが拡大  
• 小規模飼養農家の戸数が減少し、大規模層の生産シェアが大幅に拡大  

 ○ 採卵鶏の生産構造の変化 

 

 ２．生産性、生産コスト 

• 投下労働時間は高密度飼養、給餌、採卵の自動化等により減少傾向で推移  
• 100 羽当たり鶏卵生産量は交雑品種の導入による産卵能力の向上、飼養技術の向上により増
加  

• 生産コストは飼養規模の拡大や円高による飼料価格の低下により減少傾向で推移しているが、
飼料費の変動に影響を受ける  

 ○ 採卵鶏の生産性、生産コスト等の推移 

 



採卵鶏 昭 35 40 45 50 55 60 平 2 6 年

100 羽当たり所得(千円) － 15.7 45.3 61.8 62.2 14.4 35.9 -7.6

飼養羽数(100 羽/戸) － 2.7 6.3 31.6 41.7 61.2 136.6 169.3

指数(昭和 50 年=100) － (8) (20) (100) (132) (193) (432) (535)

１戸当たり所得(千円) － 42 285 1,955 2,594 878 4,903 -1,283

 資料：農林水産省「生産費調査」 
  注：１．鶏卵１００ｋｇ当たり生産コストは農業生産資材価格指数でデフレート 
    ２．飼養頭数は月平均産卵鶏飼養羽数 
    ３．１戸当たり所得＝１００羽当たり所得×月平均産卵鶏飼養羽数 

 ３．国際比較 

• 価格・輸送面で国産品に優位性  

• 加工原料向けに液粉卵の輸入があるが、為替レートや国産品需給の変動の影響を受ける  

○ 鶏卵に関する国際比較 

  国産品 輸入品 

価 格 

円／kg 

１９７ 

円／kg 

１９７ 

 注：価格は平成７年。国産品は卸売価格、輸入品は鶏卵殻付（生鮮、冷蔵、冷凍）の C.I.F.価格。 

 


