農政の歩み①
昭和20年

戦後農政の大きな流れ

昭和36年

基本的課題

戦後農政

平成４年

基本法農政

平成11年

新農政

新基本法農政

Ｓ36 農業基本法制定
農村の貧困追放と
都市への食料供給

広範な自作農を創設・定
着するための農地改革

農地

・農地法の制定（S27）

①生産性、所得の農工
間格差の是正
②米麦中心の生産から、
畜産、野菜、果樹等需要
が拡大する作物へ生産
転換（選択的拡大）

①「農業」に加え「食料」「農村」
という視点から施策を構築
②効率的、安定的経営体育成
③市場原理の一層の導入

農地流動化推進

担い手の育成・確保

・農地法の改正（S45）
（借地による農地流動化）

・農協法の制定（S22）

担い手・経営

・農業災害補償法の制定
（S22）

Ｈ11 食料・農業・農村基本法制定

・農用地利用増進事業

・農業経営基盤強化促進法（H５）
・経営支援策の体系化
・認定農業者制度の創設

（S50、単独法化（Ｓ55））

①食料の安定供給の確保
②多面的機能の十分な発揮
③農業の持続的な発展
④農村の振興
⇒食料自給率目標の導入

効率的・安定的農業経営が担う農業構造の確立
・農地法の改正（H21）

リース方式による一般企業参入の全面自由化

・農地中間管理機構関連２法の

農地中間管理機構を都道府県段階に創設

制定(H25)
・農協法改正(H27)
・中山間地域等直接支払制度

・自立経営農家の育成

・スーパーＬ資金の創設(H６)

（農業基本法(S36))

品目横断的経営安定対策（Ｈ.19）と農地・水・環境
（H12)
・経営所得安定対策等大綱（H17） 保全向上対策（Ｈ.19）が車の両輪
・戸別所得補償制度（Ｈ22～Ｈ25）
※「経営所得安定対策」に名称変更
（Ｈ.25）

・農業災害補償法の改正
（果樹共済の開始(S47)）

・｢制度設計の全体像｣の決定

(H25)

食料が絶対的に不足し
食糧増産が大命題

米

食管法 ・食糧増産5ヵ年計画（S27）
制定
（S17）
・恒常的な米輸入

地域農協が農業所得の向上に全力投球で
きる環境の整備

米の生産調整開始
・米価算定に生産費所得

補償方式導入（S35）

国の全量管理から
民間主導の流通へ
・食糧法制定（H６）
・備蓄のための政府買入れに限定
・計画流通制度への移行等

米政策改革
・米政策改革大綱決定（H14）
・食糧法改正（H16）

・米の生産調整本格開始

（S46）

・新たな米政策大綱決定（H９）
・稲作経営安定対策創設（H９）
・備蓄運営ルールの導入

販売農家を対象に、恒常的なコスト割れに
着目した全国一律の交付単価での直接支払
いを実施
米価下落時の補填
経営所得安定対策の見直し、日本型直接
支払（多面的機能支払）の創設、水田のフル
活用及び米の生産調整の見直しを含む米政
策の実施

生産数量目標の配分を需要実績に基づく
数量配分とする（売れる米づくり）、地域の創
意工夫による助成（産地づくり対策）
計画流通制度の廃止等

・米の需給調整の見直し（H22～） 米の直接支払交付金の交付対象を需給調
整参加者とする
・ ｢制度設計の全体像｣の決定
(再掲)
・行政による生産数量目標の配分廃止（H30）
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農政の歩み②

食料・農業・農村基本法の制定

○ 高度経済成長を経て、食料自給率の低下、農業者の高齢化・農地面積の減少、農村の
活力低下など、食料・農業・農村をめぐる状況が大きく変化。
○ このため、UR合意を契機に農業基本法の見直しを求める声が高まり、平成11年７月、①
食料の安定供給の確保、②農業の有する多面的な機能の発揮、③農業の持続的な発展
と④その基盤としての農村の振興、を理念として掲げた食料・農業・農村基本法が制定。

食料の安定供給の確保
農業の発展と
農業従事者の
地位向上

農業

農業と他産業との間の
生産性と生活水準（所
得）の格差の是正

農村
ポイント
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食料・農業・農村基本法
多面的機能の十分な発揮

農業の持続的な発展

農村の振興

○農業の生産性の向上
○農業の総生産の増大と選択的拡大
○農産物の価格の安定
○家族農業経営の発展と自立経営 等

国民生活及び国民経済の健全な発展

食料／
多面的機能

農業基本法

○基本計画の策定（R2に現行計画策定（食料自給率目標:45％））
○消費者重視の食料政策の展開
○効率的かつ安定的な農業経営による生産性の高い農業の展開
○市場評価を適切に反映した価格形成と経営安定対策
○自然循環機能の維持増進
○中山間地域等の生産条件の不利補正 等

農政の歩み③

農地政策の変遷

○ 農業基本法の下で、所有権移転による自作農の規模拡大を目指したものの、①機械化
による稲作の労働時間の短縮に伴う兼業化の進展、②農地の資産的保有意識の高まり
などで農地の流動化は進まなかった。
○ このため、貸借による規模拡大に転換するとともに、意欲と能力のある経営体を明確化
し、それらの者（担い手）に対する農地集積が進められることとなった。
昭和36年
農業基本法制定

昭和47年日本列島改造論
（地価上昇）

制度
主な内容

昭和27年
農地法制定

昭和45年
農地法改正

○ 農地改革の
成果の維持を
目的に制定

○ 権利取得の上限
面積制限の廃止

・自作農維持
・寄生地主制の
復活阻止

○ 賃貸借に関する
統制の緩和

制度

平成21年
農地法改正

（都府県：3ha）
（北海道：12ha）

昭和50年
農業振興地域の整備
に関する法律改正

昭和55年
農用地利用
増進法制定

○ 貸借（リース）を中
心とした仕組みとし
て農用地利用増進
事業を創設

○ 農用地利用増
進事業を中心と
した新法を制定

（小作料の最高額統制の
廃止等）

平成25年
農地中間管理機構
関連法制定

平成27年
農地法改正

平成5年
農業経営基盤
強化促進法制定

平成17年
農業経営基盤
強化促進法改正

○ 認定農業者制度 ○ 遊休農地が相当程度
存する地域において一
の創設
般企業が農地をリース
（農用地利用増進
することができるよう措
法を農業経営基
置（平成15年構造改革
盤強化促進法に
特区法制定により、構
衣替え）
造特区で認められてい
たものを全国展開）

平成30年
農業経営基盤強化促進法
農地法改正

主な内容

○ 所有と利用を分離し、 ○ 担い手への農地集積を ○ 農業生産法人の名称 ○ 共有者不明農地を農地中間
進める画期的な手法とし を「農地所有適格法人」
管理機構に簡易な手続で貸付
「農地の有効利用」を軸
として制度を再構築
て、県段階に農地中間管 に変更し、議決権要件
けが可能となる制度の創設
等を緩和
理機構を設立
〇 農業用ハウスの底地をコンク
○ 農地集積の円滑化・遊
休農地解消策の強化
○ 遊休農地解消策の強化 （農業生産法人制度は、
リート張りしても農地転用に該
昭和37年農地法改正に
当しないものとして取り扱う制
○ リース方式による一般 ○ 農地台帳の法定化
より創設）
度の創設
企業の農業参入を完全
自由化

令和元年
農地中間管理機構
関連法改正
○ 人・農地プランを中心と
した農地集積の体制を
構築
〇 農地中間管理機構の
仕組みの改善
〇 認定農業者の国・県認
定の創設
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農政の歩み④

経営所得安定対策の変遷

○ 平成19年から、担い手に対象を限定した水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経
営安定対策）を導入。（畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）、米・畑作物の収入減少影響
緩和交付金（ナラシ対策））
○ 平成22年から、全ての販売農家を対象とする米の直接支払交付金を新たに措置したが、
平成26年から、米の直接支払交付金を削減し、30年産から廃止。
平成19年

平成22年

平成26年

平成27年

法律の制定

戸別所得補償制度の導入
-新たな交付金の創設-

農政改革プラン

新たな経営所得安定
対策の実施

-水田・畑作経営所得安定対
策の導入-

（22年は米のモデル事業として実施）

‐経営所得安定対策の見直し‐

・ゲタ対策（平成19年～）
・認定農業者：４ha
（北海道10ha）
・集落営農：20ha

・ナラシ対策（平成19年～）
・認定農業者：４ha
（北海道10ha）
・集落営農：20ha

※全ての販売農家を対象
（平成23～26年）

下記の米価変動補填交付金で主に対応（平成22～25年）

・米の直接支払交付金
生産数量目標に従って、
生産する農家に15,000円/10ａ

・米価変動補填交付金
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対象：生産数量目標に従って、
生産する農家
負担：国10割
補填：全額

26年産から単価を
7,500円/10aに削減

・廃止（平成26年）

認定農業者、集落営農
認定新規就農者（追加）
[規模要件の廃止]

平成30年～

継続

継続
認定農業者、集落営農
認定新規就農者（追加）
[規模要件の廃止]

・廃止（平成30年）

農政の歩み⑤
昭和40年代
食糧管理法
-政府米価による下支え（昭和17年～）

米政策の変遷
平成７年

食糧管理法廃止
食糧法制定
-国の役割を備蓄に限定-

平成16年
食糧法改正
-行政による米の生産数
量目標の配分の開始-

・民間の米が流通の主体
・国による米の全量管理 （価格は、民間の相対取引により形成）
（昭和44年から自主流通 ・ＵＲ合意とＭＡ米の輸入
米制度を導入）
・回転備蓄（市場で売買）

平成22年

平成26年

戸別所得補償制度

農政改革プラン①

農政改革プラン②

‐水田フル活用と米政
策の見直し‐

‐行政による生産数量目
標の配分の廃止‐

-新たな交付金の創設-

平成30年～

・棚上備蓄の導入（平成23年～：事前契約したもののみ）

米の生産調整の本格開始（昭和46年～）
・行政が農家に転作面積を配分
（昭和46年～平成15年）
・転作作物への助成開始（昭和46年）
対象：生産調整達成者

・行政が農家に生産数量目標（作る米の量）を配分
（平成16年～平成29年）
・生産調整の達成い
・飼料用米、米粉用米
かんに関わらず、自
について数量払いを
給率向上のため、
導入
主食用米以外の作
・産地交付金の充実
物に助成
（平成26年～）
（平成22年～）

・ナラシ対策（平成19年～）
・認定農業者：４ha
（北海道10ha）
・集落営農：20ha

下記の米価変動補填交付金で主に対応
（平成22～25年）
・米の直接支払交付金
26年産から単価を
（平成22年～）
7,500円/10a
生産調整達成者に
15,000円/10ａ
・米価変動補填交付金
（平成22～25年）
対象：生産調整達成者
負担：国10割
補填：全額

・行政による生産数量
目標の配分廃止
（平成30年）

・ナラシ対策
27年産から規模要件廃止

・廃止
（平成30年）

26年産から廃止
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類似用語の関係整理
生産額・所得

農家（世帯）

目的

用語

国内で生産された農産物の売上げ
相当額の総額を知りたいとき
国内で生産された農産物の売上げ
相当額の総額から物的経費を引い
た付加価値額を知りたいとき
GDP（国内総生産）のうち、農業が
生み出した付加価値額を、他産業
や外国と比較するとき

・農業総産出額 9.1兆円

農業総産出額

生産農業所得

9.1兆円（平成30年）
<生産農業所得統計>

自家消費用も含めて農業を行って
いる全ての世帯数を知りたいとき

3.5兆円（平成30年）

販売用の農産物を主に生産する
世帯数を知りたいとき

5.7兆円（平成30年）

農業総生産

<国民経済計算>

最終生産物の生産量×価格

経常
補助金

減価
資材費等
償却
（肥料、農薬、光熱費等）
費
物的経費

・農業総生産

（肥料、農薬、光熱費等）

農業総産出額＋中間生産物（種子、飼料作物等）＋農業サービス（選果場等）

農業経営体
農業生産や農作業受託の事業を
営む者の数を知りたいとき
農業を営む世帯数を知りたいとき
家族経営体のうち、販売用の農産物
を主に生産する世帯数を知りたいとき
農業を営む会社や集落営農等の数
を知りたいとき
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用語
農家
販売農家

用語
農業経営体
家族経営体
販売農家
組織経営体

農業による所得が主である65歳
未満の世帯員がいる世帯数を知
りたいとき

主業農家

農業以外の兼業者がいない（年
齢制限なし）世帯数を知りたいとき

専業農家

農業以外の兼業者がいる世帯数
（年齢制限なし）を知りたいとき

兼業農家

自家消費用の農産物を主に生産
する世帯数を知りたいとき

自給的農家

統計値＜出典＞
216万戸（平成27年）
<2015年農林業センサス>

113万戸（平成31年）
<農業構造動態調査>

統計値＜出典＞
119万経営体（平成31年）
<農業構造動態調査>

115万経営体（平成31年）
<農業構造動態調査>

113万戸（平成31年）
<農業構造動態調査>

４万経営体（平成31年）
<農業構造動態調査>

24万戸（平成31年）
<農業構造動態調査>

37万戸（平成31年）
<農業構造動態調査>

76万戸（平成31年）
<農業構造動態調査>

83万戸（平成27年）
<2015年農林業センサス>

販売農家の世帯員
目的

資材費等

5.7兆円

目的

目的

<生産農業所得統計>

間接税

・生産農業所得 3.5兆円

統計値＜出典＞

用語

統計値＜出典＞
276万人（平成31年）

年間１日以上自営農業に従事した
世帯員数を知りたいとき

農業従事者

主に自営農業に従事した世帯員数
を知りたいとき（家事や育児が主体
の主婦や学生等も含む）

農業就業人口

ふだん仕事として、主に自営農業
に従事した世帯員数を知りたいとき
（家事や育児が主体の主婦や学生
等は含まない）

基幹的農業従事者 <農業構造動態調査>

<農業構造動態調査>

168万人（平成31年）
<農業構造動態調査>

140万人（平成31年）

農業における被雇用者
目的

用語

長期（７か月以上）で雇われた
人数を知りたいとき

常雇い

短期（臨時）で雇われた人数を
知りたいとき

臨時雇い

統計値＜出典＞
24万人（平成31年）
<農業構造動態調査>

235万人（平成31年）
<農業構造動態調査>

