
農業構造の
展望

参考

（参考）農業就業者の必要数

望ましい農業構造の姿と農業労働力の見通し

平成37年平成26年

（現状）

担い⼿の農地利⽤⾯積は過去10年間で全農地
⾯積の３割から５割まで増加しています。
今後10年間において全農地⾯積の８割が担い

⼿によって利⽤される農業構造の確⽴を⽬指し
ます。

農業就業者数の試算 平成37年（展望）
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担い手の利用面積の割合

平成22年までの傾向が続いた場合、農業就業者数は、
平成37年には60代以下で90万⼈を下回ると⾒通されます。
若い農業者が定着ベースで倍増することを前提とすれ

ば、年齢構成のアンバランスが改善され、平成37年には
60代以下で90万⼈以上を確保することが可能となります。

図表31‐1 図表31‐2

・ ⾷料・農業・農村基本法に基づき、担い⼿の
育成・確保、担い⼿への農地集積・集約化等を
総合的に推進していく上での将来のビジョンと
して、担い⼿の姿を⽰すとともに、望ましい農
業構造の姿を明らかにします。

・ また、持続可能な⼒強い農業を実現していく
ためには、世代間バランスの取れた農業構造に
していくことが重要であることから、農業労働
⼒の⾒通しについても併せて提⽰します。
（担い⼿の姿については、P18図表18-1参照）

担い⼿が⽣産する⾯積
（全体の８割）
→ 300万ha程度

１⼈が10ha程度を耕作すると
仮定して
→ 基幹的農業従事者及び

雇⽤者の必要数は
約30万⼈

基幹的農業従事者
約50万⼈
主業農家
野菜 27万⼈
果樹等 18万⼈
畜産 ９万⼈

雇⽤者（常雇い）
約10万⼈

野菜 ４万⼈
果樹等 ３万⼈
畜産 ４万⼈

⼟地利⽤型作物 ⼟地利⽤型作物以外
（野菜・果樹・畜産等）

自
給
的
農
家
等

合計
約60万⼈

資料：⾷料・農業・農村政策審議会第50回企画部会（平成27年１⽉28⽇）配付資料
（農林⽔産省「平成22年耕地及び作付⾯積統計」、「平成22年農林業センサス」（組替集計）により作成。）

約30万⼈ 約60万⼈

約90万⼈が必要

農業就業者の必要数図31‐3

（左図備考） 農林水産省経営局調べによる。

（右図備考）１．農林水産省「農林業センサス」（組替集計）、総務省「国勢調査」（調査票情報を農林水産省で独自に集計）により作成。

２．試算の前提は以下のとおり。

展 望：各年齢階層の５年ごとの増減数（及び新たに加わる 若年層（15～19歳層)の人数）が、今後も平成17年から22年と同数で推移するが、40

代以下の増加数等が２倍になるものと仮定

現在の⼟地利⽤型作物以外（野
菜・果樹・畜産等）の基幹的農業従
事者及び雇⽤者は約60万⼈であり、
今後とも同程度の⽣産を維持するに
は、同程度の⼈数が必要です。

⼀⽅で、⼟地利⽤型作物について
は、農地の集積・集約化が進み、１
⼈当たり10ha程度を耕作できると
仮定して、試算すると約30万⼈が
必要です。

両者を合わせると、少なくとも約
90万⼈が必要となります。
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基本計画と併せて策定



農業経営等の
展望
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・ 農業所得の増⼤と農村地域の関連所得の増
⼤に向け、農業所得と農村地域の関連所得に
ついてマクロでの道筋を⽰します。

・ 現場の農業関係者などが地域や作物に応じ
て、どのような取組を進めていけばいいか、
より具体的なイメージを描くことができるよ
う、ミクロでの道筋を併せて⽰します。

参考

農業所得の増⼤と農村地域の関連所得の増⼤に向けた道筋（マクロでの道筋）

農業所得の増⼤と農村地域の関連所得の増⼤に向け、マクロでの道筋として、農業所得
については、各品⽬別に⽣産額の増⼤や⽣産コストの縮減に向けた対応⽅向、農村地域の
関連所得については、今後成⻑が期待できる加⼯・直売、輸出、都市と農⼭漁村の交流等
の７つの分野毎に雇⽤・所得の増⼤に向けた対応⽅向を提⽰しています。

農村地域の関連所得の増大

生産コストの縮減

○農地集積の加速化

○資材費等の縮減

○技術開発

○基盤整備 等

６次産業化等の推進による雇用・所得の増大

○農業者主体の加工・直売の取組の推進
○食品企業等の誘致・起業による就業機会の確保
○介護食品や機能性食品の開発等新たな市場

の開拓
○太陽光、小水力などの再生可能エネルギーの

導入やバイオマスの利活用
○農家民宿の開業などによる都市と農村交流の

促進 等

農業所得の増大

生産額(価格(P)×生産量(Q))－生産コスト(C)

生産額の増大

○需要拡大の推進

○米国・ＥＵなど大きな
市場も重視した輸出拡大

○需要を踏まえた耕作
放棄地や水田の一層の
活用 等

農業所得の増大と農村地域の関連所得の増大図表32‐1

基本計画と併せて策定

資料：農林水産省作成



農業経営モデルの例⽰（ミクロでの道筋）

農業経営モデルの類型と作成例図表33‐1

以下は水田作経営の例。この他の類型については、次のＨＰからご覧頂けます。（http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/pdf/8_keiei.pdf）

主な営農類型・地域について、「効率的かつ安定的な農業経営」の姿のほか、その経営発展や所得増
⼤の道筋を例⽰しています。
都道府県・市町村が作成している農業経営の基本的指標等を作成・⾒直しする際に、各地域の実態に

応じて参考となるよう提⽰しています。

地域戦略の例⽰（ミクロでの道筋）

地域戦略の例示と作成例図表33‐2

以下は畜産クラスターの例。この他の事例については、次のＨＰからご覧頂けます。（http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/pdf/8_keiei.pdf）

地域農業の発展に加え、関連産業との連携等による６次産業化等の事業展開により、雇⽤・所得が創出
され、地域として農業所得と関連所得の合計が増⼤する姿をイメージできるよう、地域戦略を例⽰して
います。
各地域が今後の所得増⼤に向けた取組を検討する上で参考となることを期待しており、例えば、各⾃

治体や産地で農業振興の計画や戦略等を策定する際に参考としていただくこと等を想定しています。

営農類型 営農体系（モデル数）

水田作 土地利用型作物（３）

土地利用型作物・野菜等複合(４)

畑作 北海道畑輪作体系（１）

かんしょ作、野菜複合経営（１）

さとうきび作（１）

茶業（２）

野菜作 露地野菜作経営（４）

施設野菜作経営（２）

果樹作 かんきつ（１）

りんご（１）

なし（１）

果樹複合・ぶどう（１）

花き作 切り花（２）

鉢物（１）

酪農経営（３）

肉用牛経営 繁殖（２）

肥育、一貫（３）

養豚経営（１）

有機農業（１）

地域農業の強みの発揮・創出

①畜産クラスターによる収益性の向上

②次世代施設園芸を中心とした施設園芸産地の展開

③新品種・新技術の「強み」を活かした実需者との連携

④産地の強みを活かした食品企業の誘致

⑤６次産業化事業体等による起業

⑥地場の農林水産物を活用した食品企業との連携

⑦加工・業務用向けの野菜の供給

⑧輸出に向けた産地づくり

⑨知的財産戦略の下での高品質農産物の輸出

⑩薬用作物の産地づくり

⑪有機農業の産地づくり

⑫集落営農法人での加工等の展開

⑬地域の特産物を活用した独自の加工品等による高付加価値化

⑭地域の特性を活かした農産物の展開

⑮直売所を中心とした地産地消の流通システムの確立

埋もれた農村資源の活用

⑯直売所から農作業体験、農村レストラン等への展開

⑰観光農園等を軸にした都市農村交流の展開

⑱農業体験農園を中心とした都市住民のニーズに応えた展開

⑲交流を契機とした地域農業の振興

⑳再生可能エネルギーのメリットの活用による農業の振興

和子牛の供給
414頭

地域の関連所得の試算結果 農業所得＋関連所得 1.9億円（①＋②） → 3.7億円 （1.8億円増）（③＋④＋⑤＋⑥）
雇用 7人増

• 性判別精液により、効率的に優良後継牛を確保するとともに、受精卵
移植技術を活用した和子牛生産を通じ、副産物収入の増加により、
収益性を向上

• 肉用牛肥育農家が、地域の酪農家が生産した和子牛を活用して、育
成から肥育までの一貫した経営を行うことにより、収益性を向上

１ 新たな繁殖技術の活用による酪農家と肉用牛農家の
経営発展

地域の畜産農家が、外部支援組織や食品関連産業と連携し、地域全体で収益性の向上を実現

２ TMRセンターによる酪農家の経営発展支援

３ 他産業と連携した畜産物の付加価値向上

酪農家
・個々に自給飼料生産

取組後

肉用牛肥育農家
・肥育もと牛は地域外から導入

・地域の酪農家から、和子牛を導
入し、育成・肥育一貫経営により
効率的に肉用牛を生産

・自給飼料生産を拡大す
るとともに、ＴＭＲを地域
の酪農家へ供給

酪農家 ＴＭＲセンター

・ＴＭＲの活用により、省力化及び
生乳生産量の増加

・性判別精液と和牛受精卵移植に
より、効率的な乳用後継牛の確保
及び和子牛の生産・販売

・道の駅におけるジェラー
ト等の畜産加工品の製
造・販売

食品関連産業
肉用牛育成・

肥育農家

和子牛の導入

【農業所得】 【雇用】
2.9億円 ③ 8人

【農業所得】 【雇用】

0.33億円 ④ 2人

【関連所得】 【雇用】
790万円 ⑤ 3人

【関連所得】 【雇用】
0.36億円 ⑥ 2人

牛肉原料
の供給
60頭

ＴＭＲ飼料
の供給

産地食肉
センター

①畜産クラスターによる収益性の向上地域戦略

基本的な戦略

取組の概要

• 酪農家が、新たに整備したＴＭＲセンターを活用することにより、
①飼料の生産・調製作業を省力化し、規模拡大するとともに、
②飼養管理作業への集中、高品質なＴＭＲの給与により、
１頭当たり乳量を向上させ、生乳出荷量及び収入を増加

• 併せて、センター運営に係る雇用を創出

• 道の駅内にジェラート工房・販売店を新設し、地域の酪農家が生産し
た生乳を加工し、付加価値を向上させて販売

• また、道の駅内のレストラン等において、地域の肉用牛農家が生産し
た肥育牛の牛肉や加工品を販売

• このことにより、収入の増加や雇用の創出、観光客の増加等に寄与

想定地域例：酪農家と肉用牛農家が存在する畜産地域の市町村（関係農家：畜産25戸）

取組前

地域の取組の姿

＜経営規模＞
酪農家 20戸 773頭
肉用牛肥育農家 5戸 540頭
雇用 8人

（搾乳牛 960頭）

（和牛出荷 540頭）

【農業所得】 1.8億円 ① 【農業所得】 0.18億円 ②

生乳原料
の供給

33資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成



連絡先

農林水産省大臣官房政策課計画グループ

〒１００－８９５０
東京都千代田区霞が関１丁目２番１号
ＴＥＬ：０３－６７４４－０４９４
ＦＡＸ：０３－３５０８－４０８０

⾷料・農業・農村基本計画に関する詳しい情報は、農林⽔産省ＨＰで公開しております。
http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html検索食料・農業・農村基本計画


