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2 米の生産に関する動向

（1） 水田利用に関する動向

水田面積は耕作放棄や転用によるかい廃により、近年緩やかに

（ ） （ ）。減少 直近10年間で年率0.7％減少 してきています 図Ⅰ-2-1

この減少率は前述の消費量の減少率（直近10年間で年率1.1％

減少）をやや下回るものとなっています。

他方、平年収量はその間着実に増加（直近10年間で年率0.5％

増加）してきています。このようなことから、水田においては、

米以外の作物への作付転換による生産調整の拡大が必要になって

きており、産地における米以外の作物戦略を構築するなど、我が

国の貴重な資源である水田を有効利用していくことが課題となっ

ています（図Ⅰ-2-2 。）

○ 水田面積が緩やかに減少する中で、他作物への作付転換

による生産調整を拡大せざるを得ない状況

○ 産地における作物戦略の構築等、水田の有効利用が課題

図Ⅰ-2-1 平年収量、田の耕地面積、年間消費量の動向（指数）

資料：農林水産省「作物統計 「耕地及び作付面積統計 「食料需給表」」、 」、

注：1) 数値は、各々の平成5年度値を100とする指数である。

2) 「10a当たり平年収量」とは、作物の栽培を開始する以前に、その年の気象の推移や

被害の発生状況などを平年並みとみなし、最近の栽培技術の進歩の度合いや作付変動

等を考慮し、実収量のすう勢を基にして作成されたその年に予想される10a当たり収

量をいう。なお、昭和47年産以降は、沖縄県を含む値である。

3) 年間消費量は、1人1年当たりの供給純食料であり、14年度は速報値である。

図Ⅰ-2-2 田本地の利用状況の推移

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
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（2） 水稲作付けに関する動向

近年の傾向として、作付面積が最も多い「コシヒカリ」の作付

けは安定的に推移しており 「ひとめぼれ 「ヒノヒカリ 「あ、 」、 」、

」 、 、きたこまち は 平成10年産頃までは大幅に増加していましたが

その後は横ばい傾向にあります。

また、16年産の作付面積としては、これら4品種とも若干の増

加が見込まれます。

なお、上位４品種銘柄の作付割合は、10年産においては58.5％

でしたが、16年産では65.9％まで増加する見込みであり、特定品

種への集中が進行しています。

図Ⅰ-2-4 水稲うるち米の主要品種銘柄の作付割合の推移

資料：農林水産省「米穀の品種別作付状況 「米穀の作付見込調査」」

注：上位4品種の推移を示す。

○ 作付面積が最も多い「コシヒカリ」は安定的に推移、「ひ

とめぼれ」､「ヒノヒカリ」､「あきたこまち」も大幅増加か

ら横ばい傾向へ

○ 特定品種への集中が進行する一方、新たな品種の開発も進

展
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図Ⅰ-2-3 水稲うるち米主要品種銘柄別の作付面積の推移

資料：農林水産省「米穀の品種別作付状況 「米穀の作付見込調査」」

注：1) 平成15年産の上位10品種と 16年産作付見込において新たに上位 10品種に入った な、 「

なつぼし」の推移を示す。

2) 16年産米は見込み値である。
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また、作付面積はそれほど大きくはないものの、今後作付面積

が大きく増加することが見込まれる品種も出てきています（表Ⅰ

-2-1 。）

中でも、北海道の「ななつぼし」は、平成15年産の作付面積は

9,900ヘクタールでしたが、16年産には17,500ヘクタールへと大

きく作付面積が増加しており、上位10品種に入ることが見込まれ

ています。

このほか、15年産から16年産にかけて 「こしいぶき」が、5,1、

12ヘクタールから7,300ヘクタールへと 「いわてっこ」が2,264、

ヘクタールから3,200ヘクタールへとそれぞれ作付けが拡大して

おり、今後も増加が見込まれています。

表Ⅰ-2-1 近年作付けが増加傾向にある品種

（単位：ha、％）

資料：農林水産省「米穀の品種別作付状況」

品　　種
平成

12年産
13年産 14年産 15年産

16年産
（見込み）

作付面積 － 79 3,700 9,900 17,500

作付比率 － 0.0 0.2 0.7 －

品種別順位 － 159 33 18 －

作付面積 18 1,042 3,062 5,112 7,300

作付比率 0.0 0.1 0.2 0.3 －

品種別順位 199 66 35 28 －

作付面積 － 26 820 2,264 3,200

作付比率 － 0.0 0.1 0.2 －

品種別順位 － 196 69 45 －

作付面積 － 7 415 1,410 2,230

作付比率 － 0.0 0.0 0.1 －

品種別順位 － 233 97 58 －

作付面積 － 1 5 143 2,500

作付比率 － 0.0 0.0 0.0 －

品種別順位 － 267 241 131 －

てんたかく

ふくみらい

ななつぼし

こしいぶき

いわてっこ

（コラム）次代を担う北海道産米として期待「ななつぼし」

「ななつぼし」は「コシヒカリ」を親に持つ「ひとめぼれ」

「 」 、と道内系統との雑種第1代に あきほ をかけ合わせた品種で

「きらら397」より耐冷性が優れ、食味も「ほしのゆめ」並み

となっており、平成13年1月の北海道種苗審議会において、北

海道の奨励品種に決定されました。

北海道庁では、耐冷性が弱く、特に冷害年における減収や品

質・食味の低下が懸念される「きらら397」が過作傾向にある

ことに加えて 「ななつぼし」が収量においても「きらら397」、

を超える品種特性を持っていることから 「きらら397」の一部、

を置き換えて、北海道における基幹品種のひとつとして位置付

け、水稲作付け面積全体の15％程度の作付けを目標に生産を奨

励することとしています。

また、ホクレンでも 「ななつぼし」が米穀業界関係者から、

は評価を受けているものの、消費者の知名度が低いことから、

16年産からの本格流通に向けて、ＰＲ活動を充実することによ

り、知名度の向上とブランド化を進めることとしています。
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特定人気銘柄へ生産が集中する一方で、近年、これまでにない

特性を有し 米加工品に適するなどの新たな形質を持つ米品種 新、 （

形質米）の育成も進められおり、様々な品種が開発されています

（表Ⅰ-2-2 。）

消費者ニーズが多様化する中で、大口需要のみならず、小口需

要にも個別に対応することが求められていますが、このような需

要開拓につながる様々な新品種の導入が 「需要に応じた売れる、

米づくり」に向けた生産・販売戦略の多角化に寄与することが期

待されます。

また、近年では、品質・食味は元の品種と全く同じで、特定の

病気に強い性質だけを取り入れた品種が育成されています（表Ⅰ

-2-3 。これらの品種は、耐病性の向上だけではなく、特定の産）

地のブランド米の確立を目的として栽培されている例もありま

す。以前は産地の異なる米でも、同じ銘柄であればＤＮＡ鑑定で

は区別がつかなかったのですが、これらは元の品種と特定のＤＮ

Ａが異なるため産地の偽装表示を防ぐことができます。

このような耐病性に優れた品種が普及することにより、農薬の

散布が抑えられ、消費者の安全・安心志向の高まりに応えるとと

もに、良食味を維持しつつ、生産コストの一層の低減が図られる

ことが期待されます。

表Ⅰ-2-2 近年開発された主要な新形質米

資料：農林水産省調べ

表Ⅰ-2-3 既存品種の耐病性を高めた品種

資料：農林水産省調べ

種類 品種の特徴 品種名 育成年度 主な栽培地域 利用例

低アミロース米
飯米は粘りが強く、モチモチしてい
る。冷めても硬くなりにくい。

柔小町 平成12年 九州
加工米飯（お弁当、おにぎり、チ
ルド寿司）、アルファ化米

たきたて 平成13年 東北中南部

あやひめ 平成13年 北海道

ミルキープリンセス 平成15年 東北南部以南

巨大胚米 はいみのり 平成11年 関東以西 発芽玄米

めばえもち 平成14年
北陸・東北中南
部・関東以西

低グルテリン米
消化されやすいたんぱく質のグル
テリンやグロブリンが少ない。

エルジーシー１
 （ＬＧＣ１）

平成13年 関東以西
たんぱく質摂取量低減のための
利用（検討中）、酒

春陽 平成13年
東北中南部・
北陸

ＬＧＣソフト 平成14年 関東以西

エルジーシー活 平成15年
東北南部、
北陸、関東

エルジーシー潤 平成15年 関東以西

色素米
有色で、ポリフェノールや鉄分、カ
ルシウム、ビタミンの含量が多い。

おくのむらさき 平成12年 東北中南部 おこわ、和菓子、五穀米、赤酒

紅衣 平成14年 東北以南

紅染めもち 平成15年 九州

胚芽が大きく、血圧上昇抑制効果
があるといわれているγ－アミノ
酪酸（ギャバ）を多く含む（一般品
種の約３倍）。

品種名 育成年度 特徴

ササニシキＢＬ
（ささろまん）

平成6年

コシヒカリ新潟ＢＬ 平成12～15年

コシヒカリ富山ＢＬ 平成13～14年

あいちのかおりSＢＬ 平成12年 縞
しま

葉枯病、いもち病に強く、他の形質は原品種と全く同じ系統

いもち病に強く、他の形質は原品種と全く同じ系統
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（3） 米の生産構造に関する動向

（ア）水田作農家の経営構造

水田作農家の平均経営田面積の推移を見ると、少しずつ面積が

拡大していますが、依然、1ヘクタール程度にとどまっており、

規模の小さい農家が生産の多くを担う生産構造が続いていること

がうかがわれます（表Ⅰ-2-4 。）

経営田面積規模別農家戸数の推移を見ると、3ヘクタール未満

のいずれの階層でも戸数が大きく減少している一方で、5ヘクタ

ール以上層では増加しています（表Ⅰ-2-5 。）

こうした中で、3～5ヘクタール層は、平成7年まで増加してい

たが、12年には減少に転じており、農家戸数の増減の分岐点が、

3ヘクタールから5ヘクタールへと上がっています。

このように、5ヘクタール以上の農家戸数は着実に増加し4万戸

程度となっていますが、農林水産省が12年に策定した「農業構造

の展望」で描いた「作業受託も含めた経営規模14ヘクタール程度

の水田作経営が22年に8万戸」という姿を踏まえれば、まだまだ

不十分なものとなっています。

○ 水田作農家の規模拡大が遅れている

○ 主業農家が全体の米生産額に占めるシェアは37％

○ 水田作農家(稲作1位農家）は農業所得への依存度が低い

○ 水田作農家(稲作1位農家）の約4割が65歳以上

○ 水田作農家(稲作1位農家）の4割強が同居農業後継者を確

保できていない

○ 近年は引受け手がいないことから耕作放棄が拡大

表Ⅰ-2-4 水田作農家の1戸当たり経営田面積の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」

注：販売農家（経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家）に係るもの

である。

表Ⅰ-2-5 経営田面積規模別農家戸数の推移

(単位：千戸、％）

資料：農林水産省「農林業センサス」

注：1) 昭和60年は総農家、他は販売農家に係るものである。

2) ( )内の数値は、各年における各規模階層の占める割合である。

3) ラウンドの関係で合計と内訳は一致しない場合がある。

昭和60年 平成2年 7年 12年
増減率（％）
（平成12年/
昭和60年）

田面積（万ha) 255 243 229 216 ▲ 15.2

農家数(万戸） 297 266 237 208 ▲ 30.0

1戸当たり田面積（ha） 0.86 0.91 0.97 1.04 21.1

増減率

（12年/7年）

1,993 1,067 934 789
(54) (40) (39) (38)
948 853 751 659
(26) (32) (32) (32)
680 641 580 523
(18) (24) (24) (25)

63 66 67 66
(2) (2) (3) (3)
25 27 30 31
(1) (1) (1) (1)
4 6 9 12

(0) (0) (0) (1)
3,713 2,661 2,371 2,080
(100) (100) (100) (100)

▲ 15.6

▲ 12.2

▲ 9.8

▲ 1.6

5.1

28.0

▲ 12.3

3.0～5.0

5.0～10.0

10.0ha以上

合計

12年

0.5ha未満

0.5～1.0

1.0～3.0

田面積規模別 昭和60年 平成2年 7年
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主業農家（65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家で農業

所得が農外所得より多い農家）の産出額に占めるシェアを品目別

にみると、米では37％となっており、その他の品目では7～9割と

なっているのに比べて著しく低い状況となっています（図Ⅰ-2-

5 。）

図Ⅰ-2-5 品目別にみた農業総産出額の農家類型別シェア

(平成14年)

農業総産出額 89,000億円(100%)

資料:農林水産省｢生産農業所得統計｣､｢2000年世界農林業センサス｣､｢農業経営動向統計｣ 「平成、

14年農業総産出額（概算 」）

注：1) 主副業別シェアは、｢2000年世界農林業センサス｣､｢農業経営動向統計｣より推計。

2) 産出額は概算額である。

3) 主業農家とは、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家で、農業所得が農外所得

より多い農家。

準主業農家とは、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家で、農業所得が農外所

得よりも少ない農家。

副業的農家とは、65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家。

単位：千億円（構成比）

米　22 (24%)

麦類　2 (2%)
豆類　1 (1%)

いも類　2 (2%)

工芸農作物　3 (3%)

野菜　22 (25%)

果樹　7 (8%)

花き　4 (5%)

生乳　7 (8%)

肉用牛　5 (5%)

豚　5 (6%) 4%

4% 3

2 296%

93%

92% 4%

主業農家　37% 準主業農家　27% 副業的農家　36%

74% 10% 16%
70% 11% 18%

83% 10% 8%

82% 8% 10%

7%

20%

83%

68%

86%

9%

8%

12%

8%
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水田作農家(稲作1位農家）の1戸当たりの農家総所得を主副業

別に見ると、平成14年においては、主業農家が664万円となって

いるのに対して、準主業農家が793万円、副業的農家が792万円と

なっており、主業農家を上回っています(図Ⅰ-2-6 。）

しかしながら、農業所得については、主業農家で312万円とな

っているのに対して、準主業農家では49万円、副業的農家では12

万円に留まっています。また、水田作農家全体においては、農業

所得への依存度が低い農家が大部分を占めていることから、農業

所得が29万円に留まっています。

図Ⅰ-2-6 農家類型別にみた水田作農家（稲作1位農家）の農家

総所得（平成14年、1戸当たり）

） （ ） 、 （ ）（参考 農家類型別にみた水田作農家 稲作1位農家 の平均経営田面積 農家戸数 平成14年

資料：農林水産省「農業経営動向統計 （組替集計 「農業構造動態調査 （組替集計）」 ）、 」

主業農家 準主業農家 副業的農家

農家戸数(万戸） 129 11 38 80

　平均田面積規模（ha） 1.2 4.0 1.2 0.8

稲作１位農家計

49

312

29 12

544
517
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253

235 236
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（イ） 水田作農家(稲作1位農家）の高齢化と後継者確保の状況

水田作農家(稲作1位農家）の経営者の年齢構成をみると、高齢

化が著しく進んでおり、平成15年では、約4割が65歳以上となっ

ています(図Ⅰ-2-7 。）

以上のような高齢化の進展の一因として、水田作農家では従来

から農業就業人口に占める昭和一桁世代の割合が高く、これらの

人々が、依然として農業を続けていることが挙げられます。

現在、この昭和一桁世代は70～78歳になり、リタイアの時期が

近づいていると考えられます。

、 ） 、一方 水田作農家(稲作1位農家 の農業後継者の状況を見ると

同居農業後継者を確保できていない農家割合が急増しており、平

成15年には4割を超える状況となっています(図Ⅰ-2-8 。）

このうち、主業農家は、主に農業に従事する後継者がいる農家

の割合（12％）が水田作農家全体（4％）よりも高くなっている

ものの、過半が同居農業後継者を確保できていないという深刻な

状況にあります。

図Ⅰ-2-7 水田作農家（稲作1位農家）の年齢構成の推移

資料：農林水産省「農林業センサス 「農業構造動態調査 （組替集計）」、 」

注：1） 平成7年は農家の世帯主、12、15年は農業経営の責任者の数値である。

2) 稲作1位農家とは、稲作単一経営農家と稲作中心の複合経営農家の計である。

図Ⅰ-2-8 水田作農家（稲作1位農家）の農業後継者の状況

（平成15年）

資料：農林水産省「農林業センサス 「農業構造動態調査 （組替集計）」、 」

注：ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。
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このように、高齢化が進む一方で農業後継者が十分に確保でき

ない状況のため、従来は 「農地の出し手がいないことから農地、

の利用集積が進まない」と言われてきましたが、近年は、引き受

け手がいないことから、耕作放棄地が拡大する例が増えてきてお

り、農地の引受け手である担い手の確保が課題となっている地域

が増加しています(図Ⅰ-2-9 。）

このため、近年は高齢化が著しい中山間地域だけでなく、平地

農業地域においても耕作放棄地が拡大しています。

、 、水田農業の生産構造を概観すると 担い手への農地集積の遅れ

農業労働力の高齢化と農業後継者の不足、耕作放棄地の増加が進

行しており、このような動きが今後も続けば、水田農業の活力が

全体的にそがれていくことが懸念されます。

図Ⅰ-2-9 耕作放棄地の発生要因

資料：全国農業会議所「地域における担い手・農地利用・遊休農地の実態と農地の利用集積等に

ついての農業委員調査結果 （平成14年6月調査）」

注：調査時点で在職している全農業委員59,254人（回答率は78.1％）を対象とするアンケート

調査である。

（参考）地域類型別耕作放棄地の割合

資料：農林水産省「農林業センサス」

「 」 、 、 、注：1) 耕作放棄地 とは 以前農地であったもので 調査日以前1年間以上作付けをせず

今後数年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地をいう。

2) 耕作放棄率＝耕作放棄地面積／（経営耕地面積＋耕作放棄地面積）×100
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こうした状況の中で、今後、水田農業を活力あるものにしてい

、 、くためには 多様化する消費者の需要に対応した売れる米づくり

水田を有効に利用するための産地における作物戦略の構築、担い

手の育成・確保と農地の利用集積の加速化に取り組んでいく必要

があります。

このため平成16年度から開始された米政策改革においては、立

ち遅れている水田農業の構造改革を進めるため、地域の話し合い

の中で、地域における水田農業の担い手を明確化し、その育成・

確保を行っていこうとする取組が進められつつあります。

○ 地域水田農業ビジョンにおける担い手の育成に向けた特徴

的な取組事例

３ｈａ以上の意欲ある農業者を担い手に位置付け（青森県）○

認定農業者、特定農業団体に加え、水田経営面積が３ｈａ以

上の者であって将来的に認定農業者を志向する者、８戸以上で

組織する営農組合であって20ｈａ以上の水田を集積し一元的に

経理を行う組織等を担い手として位置付け。

担い手として位置付けられた組織については、市独自に、集

積面積に応じた助成と担い手育成助成を実施。

○ 受託組織を中心とした新たな地域営農システムの確立を推進

（三重県）

担い手11名で設立した農作業受託組織を唯一の担い手として

位置付け。

育苗を行っている水田耕作機利用組合をこの農作業受託組織

に一本化し、農作業の受託による農地の利用集積を図るととも

に、法人化を推進

○ 複数集落からなる集落営農組織（兵庫県）

意欲のある農業者１戸と既存の19集落営農組織を再編し、複

数集落で構成される50～70ヘクタール規模の集落型経営体３つ

を担い手と位置付け

担い手として明確化された集落型経営体に対し、オペレータ

ーの要請や合意形成活動費用として町単独補助を実施（１地区

40万円を限度）


