
「目指せ！東北農林水産業の成長産業化」

基調講演

宮城大学 副学長 大泉 一貫
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日本農業の課題

担い手の高齢化・減少、耕作放棄地の増加、儲からない産業、産出額の減少、生産性
の低下、食料自給力の低下等々などがよく言われる

◆農業が衰退するのはなぜなのか？

◆農業が衰退してもったいないと思わないのだろうか？

◆衰退がなぜおきてるのかを探り、どのような方向へ行けばいいのか、を考える。

また、次のようなことも言われる
①１次産業衰退説、②家族経営限界説、③規模の零細性、
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日本農業の課題

◆産出額の動向は？ 農業の現状把握

◆農産物輸出額は？ 農業の国際競争力は？

農業所得の向上といった視点に立った場合、次の三点が課題として浮き上がるの
ではないか？

◆農産物輸出額は？ 農業の国際競争力は？

◆目指す農業の型は？ 儲かるための農業の仕組みは？

農産物産出額の減少、生産性の低下について
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1994年

11兆円
1995年

1990年

1980年

農産物産出額の変化

12兆円

産出額の減少は、稲作の産出額の減少による

１５年間で

億 減

9兆円

8兆円

2000年

2005年

1980年

2009年

日本の産出額の減少は、米の減少による（11兆3,103億円から8兆1,902億円
米は3兆8,249億円から1兆7,950円

３兆１千億円の減少

内 米の減少額
２兆１千億円

日本農業の世界の市場開拓力・輸出力について

農産物輸出高
１アメリカ、２オランダ、 ３ドイツ

日本は世界51位
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日本農業はいつから世界の動きと違ってしまったのか？

日本は1970年前後から世界の潮流から離れていった

★余ったら輸出か？ 余ったら生産調整か？

★日本は米の生産調整・価格支持政策をとった。

⇒そのスタンスが日本農業政策の常識となっていった。（農産物過
剰対策としての生産調整） ＝日本の常識

世界の常識と異なった日本の農政の常識

★その後（‘70年以降）の推移
世界は、農産物過剰対策として輸出（市場開拓）を推進＝世界の常識
この間、世界農産物市場は毎年10兆円づつ増加（ｃｆ 日本の年間農産物産出額

8兆円）

２０００年以降の世界市場は過剰処理という性格を脱し、各国は意識的に市場開
発、商品開発戦略を構築しはじめた。
（ところが、日本は農産物の市場開拓、商品開発に後れを取っているため輸出

が伸びず輸入だけの片務的国家になってしまった。）
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農業産出額（億ドル）

農水省統計

国民1人当

たり産出額
ＵＳ万ドル

1 中国 4873 1 AUST 1087 

2 インド 2219 2 オランダ 835 

3 USA 1534 3 フランス 827 

4 ブラジル 911 4 イタリア 700 

5 ロシア 715 5 デンマーク 586 

6 日本 713 6 カナダ 568

目標とすべき農業の型も不透明
世界から見えてくる農業の型

6 日本 713 6 カナダ 568 

7 フランス 513 7 日本 560 

8 イタリア 417 8 韓国 542 

9 ドイツ 287 9 ロシア 506 

10 韓国 261 10 USA 492 

11 タイ 251 11 ブラジル 475 

12 AUST 229 12 タイ 372 

13 英国 216 13 中国 362 

14 カナダ 189 14 英国 351 

15 オランダ 138 15 ドイツ 349 

農業といっても中身は全く異なる。

世界には三つの農業の型がある。

１，開発途上国型農業 ＢＲＩＣ‘ｓ

（自国の国民を養うことが第一の課題 食料自給率が大事
原料としての農産物 食料問題が発生）

世界には三つの農業の型があり、日本が目指すべき農業は？

２，輸出目的の先進国型農業 新大陸（ケアンズ諸国）

（過剰から輸出へ転換、労働生産性の高い農業が大事
原料としての農産物 構造問題が登場）
注）ブラジルが近年新大陸型に移りつつある

３，成熟国型農業 旧大陸（ヨーロッパの国々）

（生産性が高く、かつ付加価値特化型の農業
新たな価値創造が大事、 市場開拓・商品開拓が課題）
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我が国の水田関係予算は米に手厚い(２０１２年度予算）

Ⅰ農業者戸別所得補償制度（特会・一般） 690,070百万円

１ 畑作物の所得補償交付金 212,302

２ 水田活用の所得補償交付金 228,431

３ 米の所得補償交付金 192,900

４ 米価変動補 交付金[新規] 29,400

５ 加算措置 15,000

我が国の農業政策は
★食料自給率向上を目指す開発途上国型農業を目指しているようでもある？
★「低コスト競争」の先進国型農業を目指してるようでもある？

どこを目指してるか、農林予算を見ると方向がわかる。

６ 農業者戸別所得補償制度推進事業等 11,037

Ⅱ関連支払 111,877百万円

１ 中山間地域等直接支払交付金 25,917

２ 農地・水保全管理支払交付金 24,695

３ 環境保全型農業直接支援対策 2,644

４ 甘味資源作物・国内産糖交付金等 51,418

５ 戸別所得補償経営安定推進事業 7,203

およそ２兆１千億円の農水省予算の内、8千億円が土地利用型農業対策
（うち2千億円強が畑作対策）。

稲作が中心。稲作を守るために成熟国型農業をイメージしにくくなっている。稲作偏重の
理由＝①日本の文化と深く結びつき、②主食だからという側面もあるが、

基本的には③兼業農家維持。

いずれも稲作・コメを
中心とした発想、兼業
農家維持政策が底辺
にはある

産業としての農業の課題を考えるとすれば

１，農産物産出額の減少

２，輸出額の小ささ

３，目指す農業の型の不明確

→ほとんど稲作の産出額の低下

→稲作生産調整で市場アクセスに消極的
→農政のエネルギーの大半が稲作、新展開

には消極的

先人は稲作が将来の農業の足を引っ張るであろうことを知っていた。
70年代の東北各県の農政課題は「稲単作からの脱却」だった。
それに、園芸・水田･畜産・野菜・畑作の振興があった。

これらは、「稲作プラスアルファー農業」とも言われた。

 それが、UR反対運動や、関税化阻止、米価維持要求等によって、まともに

取り上げられず、失敗に終わった。その結果、我が国の農業は、「低生産性の
下での高価格」という課題を抱えてしまった。
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稲作

果物

その他
産出額 ¥15,517

¥7,497
農家戸数160～190

１戸当販売額 ¥969～816

農業産出額 ¥81 214

日本の生産部門別農業産出額

野菜作畜産
¥22,485¥25,525

4496

¥5,087¥2,647

農業産出額 ¥81,214

Output   (100 million yen)

The number of farmhouse

(10,000farmhouse)

Output per farmhouse

(1000yen) 

日本は 稲作19％で第三位
宮城県は稲作42％で第一位
仙台市は稲作46％で第一位

成熟国型農業を目指すとすれば

何が付加価値を生むかに関して明確であること。
 ということは、自らの顧客、ターゲットが明確で、商品開発、市場開

発（市場創造）ができていること。

顧客と市場があれば農業は成長する。ニーズに沿った農業が行われるこ
と。国内外の市場を求めること＝マーケット・オリエンティッド農業が必要。

世界の成熟小国は、政策的にこの点を明確にしている。

日本農業の課題は、本質的には、
①市場対応への消極さ、②目指す農業の形の不明確さ、③経営者の不在

農業を成長産業に転換するには、「農業は世界を目指す」が基本。
農業振興政策の基本は、世界の市場開拓を助長する政策。
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世界の小国でありながら、しかも伝統的な国で、1次産業を
発展させている国々がある。
オランダ･デンマーク・スイスやフィンランド、ノルウエーなど

「世界各国の農林漁業従事者の経営ノウハウ、技術、農林水産政策から学ぶ」
(我が国の食と農林漁業の再生の基本方向)

だが、多くの人々は、「成長する農業の型がイメージできない」

余談になるが、
「世界の知を復興へプロジェクト」は大泉研究室が中心となっている
一次産業で復興しようというプロジェクトだが、世界の先進一次産業国を見て、
復興の方向をイメージしようというもの

○オランダ 園芸による産出額の拡大
（アールスメーア、ウエストランド、ワーゲニンゲン、フードバレー）

情報産業化する農業、ナレッジイノベーション（集知の構造）
輸出する農業技術、世界の農業技術 DLV,GreenQ

金大中政権の頃の韓国農業（98-03）、01年からパプリカ輸入急増

○デンマーク 畜産による産出額の拡大
（MDフース、アーラフーズ、ダーニッシュクラウン）

六次産業化する農業 食品産業との融合

穀作壊滅、消費者目線、顧客目線の農業へ、農協の仕組み

ヨーロッパの小国、しかし一次産業大国の特徴

食品企業のグローバル戦略

○スイス 観光農業による拡大
安全保障への対応、

観光と融合する農業

○フィンランド 重機協業による林業拡大

林業 生産性の向上

○ノルウエー 資源管理による水産業拡大

水産業、生産性の向上

農業の競争力強化とは

農業が競争力のある産業になるには、①生
産性の向上や、②顧客ニーズに沿った付加価値
の高い商品作りをめざし、③他産業のノウハウを
積極的に取り入れた、新しいビジネスモデル作り
に前向きであること。
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それは外国のこと、我が国は別だと主張する方もいます。

日本はアジアモンスーン地帯で特殊な農業地帯という農業特殊論もある。

はたして、ヨーロッパの成熟小国の経験は我が国には当てはまらないのか？

国内で検証してみましょう。

ヨーロッパの経験は日本には適用できないか？
農業県とは？

通常、農業県と言われたらどの県をイメージしますか？
農業県とは農業が盛んで強い農業を展開している県です。

（多くの人は日本海側の県、秋田県や新潟県をあげる人が多いようです）

農業県と言う限りは、少なくとも
①農業産出額、②土地生産性、③労働生産性

が全て全国のトップ10に入っているような県があがるのではないでしょうか？
そこで３つの指標ともトップ10に入っている県を農業県と定義してみましょう。

産出額 土地生産性 万円／ha 労働生産性 万円／人

億円 産出額／耕地面積 産出額／就業人口
1 北　　海　　道 10 251 宮　　　　　崎 467.05 北　　海　　道 779.60

2 茨　　　　　城 4 284 愛　　　　　知 398.76 宮　　　　　崎 490.00

3 千　　　　　葉 4 216 神  　奈  　川 365.22 鹿　　児　　島 456.34

4 鹿　　児　　島 4 151 高　　　　　知 356.25 千　　　　　葉 355.44

5 宮　　　　　崎 3 246 東　　　　　京 341.34 沖　　　　　縄 325.96

6 愛 知 3 210 鹿 児 島 335 30 愛 知 320 16

我が国の農業県とその特徴

6 愛　　　　　知 3 210 鹿  児 　島 335.30 愛 　　　　知 320.16

7 熊　　　　　本 3 053 徳　　　　　島 335.03 群　　　　　馬 312.99

8 青　　　　　森 2 828 千　　　　　葉 324.56 茨　　　　　城 301.88

9 新　　　　　潟 2 777 静　 　　　岡 314.19 青　　　　　森 294.07

10 栃　　　　　木 2 693 山　　 　　梨 311.46 熊　　　　　本 287.09

３指標　千葉、鹿児島、宮崎、愛知

２指標　北海道、茨城、熊本、青森

１指標　新潟、静岡、栃木、群馬、(神奈川、東京、高知、徳島、山梨、沖縄)
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農業が競争力のある産業になるには、

①（千葉県、茨城県、愛知県）は顧客志向で成長

②（鹿児島県、宮崎県、北海道）は畜産を中心として労働生産性で優位に

③（愛知県、静岡県）は他産業のノウハウを取り入れ融合化、

農業を成長産業に変えるには

①②③を備えたビジネスの仕組みを構築することが肝要。

成熟社会になればなるほど、市場が豊かになるので、付加価値生産が優位になり、さ
らには国際競争力のある輸出産業になる力を持っている。

我が国にも成熟国型農業を展開できる素地はある。

• 御料畑を扱っていた豊室の藤野実さんは、「財貨を得るまでを農業と
いう」と主張

• 戦後の農業は、耕作者・生産者と規定、加工や販売は農業の事業範
囲外とし、農業の事業領域を狭めた

⇒事業展開困難に

農業の活性化、これまでとこれから
事業展開が困難な状況に

⇒事業展開困難に

そうした中で、ある種の農業の仕方・「仕組み」を作り農
業を牽引したのが農協
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• 特に昭和３０年代：志和農協、下郷農協、玉川農協

⇒その後、農協の関与後退
• それでも、住田農協、奥中山農協、角田農協（大量生産大量流通モデ
ル）、大山農協、上勝農協、甘楽富岡農協（顧客志向の成熟社会型モデ
ル）が存在

• それも８０－９０年代には、農協は財務に難点を抱え地域農業振興への
関与から後退＝食料自給率の低下はじまる

産地という農業の仕組み

仕組みを作るものの不在

ここでいう農業の「仕組み」とは：

その土地・土地にあって、農業の生産性を上げ付加価値を高めるのに必要と
されるある種のビジネスモデルのこと 通常「産地形成」といわれた

今、農業振興の「仕組み」を作るのは誰か？

• 規模が問題なのか？（どんなに規模拡大しても、アメリカやヨーロッパには
勝てない）

• 家族経営が問題なのか？（農業は老齢化して跡継ぎがいない）

１次産業は衰退産業ではない

⇒ヨーロッパの１次産業はグローバルビジネスとして展開。

家族経営で仕組みが作れるか？

経営学やMBAで学ぶビジネスの仕組み

資本力のない家族経営はビジネスに向かない？

家族経営で行われる商店、製造業、農家、漁家、林家など、地域経済を支
えるあらゆる業種に共通している 中心市街地のシャッターどおり、中小製
造業の衰退、水産業・林業の衰退

国内の場合、「仕組み」を創出する主体の欠落は農業に限ったことではない

商業・流通という仕組み（ＩＴ、チェーンストア理論、ＳＣＭ）

勝ち負けの仕組み（ＣＳ，ＧＭＳ、ＳＣ等の進出と家族経営の崩壊）

-17-



しかしどの国にも、またどの産業にも家族経営が層厚く残っているところが
ある

浅草と京都は観光という仕組み

浅草にはなぜ家族経営が多いのか？

「観光」という産業の考え方 ⇒日本産業分類表にはない：

地域再生に重要なビジネスの仕組み＝「融合産業化」

• ウインウインの（みんなが良くなる）ビジネスの仕組み

• 例えば、商店街も、商業流通やアミューズメント、公共施設、居住空
間の融合

• 産業集積の一種

「観光」という産業の考え方 ⇒日本産業分類表にはない：
宿泊業・運輸業・外食・出版・サービス・農業等々産業が融合して地域として一
つの業態を作り上げている ＝「融合産業化」

• 漁港周辺には水産加工業が存在している

⇒豊富な地域資源を使った加工・料理、流通業が成立
• フランス料理のシェフは早くから素材と料理との関係を模索していた（瓜
の会）

• （ヤマカノ醸造株式会社）と（（有）ＮＯＡ）と（ネット・藤崎デパート）との関係

業界でまとまるのではなく 何かの紐帯を契機とし 異業種が共同する仕

食品産業も融合産業になりうる

農業や漁業に最も必要とされる融合産業化

• 業界でまとまるのではなく、何かの紐帯を契機とし、異業種が共同する仕
組み

• 別々の産業に属していた企業同士が相互に他を必要とする形で連携し、
新たな付加価値生産を目指して一つの産業に融合化する状況

⇒分業に基づく協業
• 食品産業の場合には、最終商品を供給する為に異業種との連携により付
加価値を高める手法として機能している
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融合産業の具体化としての二法

農商工連携
法

2008年

六次産業化
法

2010年農地法改正
2009年

農商工連携法（2008）と六次産業化法（2010）

①「農商工連携法」（2008 経産･農水共管）

• 新たな付加価値を創出し、関係者にプラスの成果を与え、それぞれが新たな
知識を創造していく契機を作り出すこと＝効果

• ネーミングのわかりやすさ（食産業クラスター、１．５次産業、立体農業、食農連
携等々 様々ないわれ方をしてきた）

①「農商工連携法」（2008 経産･農水共管）
 製造業者・流通業者の経営手法を農林漁業に移転し、新商品開発･事業化などを推進
 先端的であり機動力がある。商工業者へ農業への関心が浸透
 農林漁業者の取り組みがごくわずかにとどまり（全体の５％）、面的広がりが必要。

②「六次産業化法」（2010 農水省専管）
 農業者に着目した法の制定によりより面的な展開を目指す。

・四全総「1.5次産業」指摘1987

・国土審議会「新しい山村振興対策について」（山村振興対策特別委員会）

森巌夫ら「六次産業化」を提唱1987年

・今村奈良臣氏ら様々な媒体で「六次産業」を主張 1990年代後半

・東北農政局「産業としての食と農の復権」02年 東北農政局「地域に生きる」03年

大泉一貫等「地域としての業態」概念を提示、 後日報告書

九州経済産業局「地域の自立期発展に向けた農商工連携促進研究会」（06年10月）

農商工連携法（2008）と六次産業化法（2010）

六次産業化法までの概念の進展経緯

・九州経済産業局「地域の自立期発展に向けた農商工連携促進研究会」（06年10月）
「農商工連携」を提唱

・青森県「農工ベストミックス新産業創出可能性調査」
「農工ベストミックス」を提唱（財電源地域振興センター 06年3月）

・大泉一貫「地域経済の活性化と食品産業の振興課題」（日本フードシステム学会）07年

「融合産業化、知識の地域集積モデル」提言

・東北活性化センター「農商工連携のビジネスモデル」2009年
大泉一貫「融合産業特に農商工連携の歴史的経緯と意義」を指摘

・大泉一貫『日本の農業は成長産業に変えられる』2009年

「農業のビジネスモデル」の必要性を指摘
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六次産業化総合化事業計画の内訳 対象農林水産物

＜参考＞東 北全 国

2011年度認定数 698件 東北80件

加工・直売 68.4％

加工 10.1％

加工・直売・レストラ
ン

13.9％

加工・直売 53.7％

加工 33.0％

加工・直売・レストラン 7.1％

＜参考＞ 東 北全 国

六次産業化総合化事業計画の内訳 事業内容の割合

ン

直売 6.3％

加工・直売・輸出 1.3％

直売 4.3％

加工・直売・輸出 1.4％

輸出 0.4％
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○平成２３年度中に認定審査、累計８０件の総合化事業計画を認定
・事業規模 ：個別農家の小さな取組から従業員100名超の株式会社の大

規模な取組まで様々。
・農林水産物 ：米の割合が高いことが東北の特徴。
・事業領域 ：作った農産物の加工といったパターン。

加工部門中心は 全国でも同じ動きだが

六次産業化進展の特徴（2011年度）
認定に見る東北の六次産業化の特徴

加工部門中心は、全国でも同じ動きだが、
東北は、販路は自前というのが多い。
（＝プロダクトアウトがほとんど、マーケットインはみられない）

・販路確保 ：具体性に欠ける。販売方式の妥当性など疑問も多い。
・財務状況 ：設備投資が過大、事業範囲が広がりすぎもある。

売上高の目標設定が高すぎるケースがある

○建設業等の異業種からの農業参入事業者の取組もみられる。

2012年
（対象農産物）
トマト、米、こんにゃく、ニンニク、牛乳、桑、リンゴ、サクランボ
、ブドウ、ニラ、

六次産業化法認定申請に見る、商品開発と市場開発

（商品開発技術）

米粉、乾燥、粉末、機能性食品、新乳酸菌、酸素除去、
氷感技術 有機農法

商品開発

市場開発・市場創造

氷感技術、有機農法、

（商品）

サプリメント、餃子、カレーそば、ジュース、ジャム、ケーキ、
そば、漬け物、せんべい、ドリンク、ヨーグルト、ワイン

（販売先）
直売所、ネット、卸、百貨店、スーパー、ホームセンター、
コンビニ、ホテル、レストラン、すしや、居酒屋、海外、アンテ

ナショップ、公共施設、温泉、養老院、贈答、来園者、等
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六次産業化のパースペクティブ①

①大事なのは、六次産業化によって、販売額を産業界全体として増やしていくこと。
外食、流通、生産全体の市場規模は80兆円、関連産業含みで97，5兆円
外食、流通の取り分を生産が取り戻すというのではない。
新規顧客創造、市場開発により、パイを増やしていくことが重要。
8年後119兆円が目標 需要サイドにたった新たな付加価値の創造が重要

食品産業の将来ビジョン」農水省 2012年３月30日

六次産業化のパースペクティブ②

②「世界の農業から学ぶ３つのことに帰着する」（ⅰ市場開拓･商品開発等の顧客志
向、ⅱ生産性の向上、ⅲ他産業との連携によるノウハウの取得＝融合産業化）

だがもう少し課題を語ると、，

○顧客志向の徹底
（エンドユーザーに近い人々との絶えざるコンタクト及び市場調査等の日常的遂行）

○農村資源への関心と商品開発への好奇心の保持○農村資源への関心と商品開発への好奇心の保持
（アイデアは足下にある）

○他の業種との日常的交流・アドバイスの確保
（アドバイス機能・コンサル機能の充実）プランナーの存在、SC

○財務・資金調達への関心
（会計士、税理士、公庫等、農業経営アドバイザーは必須）
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１， 明治の地租を支払って政府を支えた階層
①在村耕作地主（生産的地主）、精農家、老農、地方産業家、名望家、農村自営業者

1870年代後半全国各地で種子交換会、農談会、農事会など農業技術の交流を行なう組織

81年（明治14年）全国農談会開催。「大日本農会」設立、老農、地主、豪農、農政家中心

農業技術の普及努める。農家数550万戸弱、在村地主120万戸
②系統農会 94年「大日本農会」が、第1回「全国農事大会」を開催し「系統農会」の結成決議
技術員

２， （江戸から明治）農家は多様な業の事業者・農村自営業者としての百姓。

こういう形態は、一見新しいようだが、実は江戸時代から続く我が国の地域経済のありよう
に戻すことです。 我が国の伝統・土着の姿に戻すこと。

六次産業化や農商工連携は昔の日本の姿

農村にいた百姓とは、農村自営業者のこと。自営業者の業の一環として田畑作
網野善彦、能登の時国家、回船問屋の百姓、綿を耕作しながら木綿工業、半農半漁の網元

年貢を納める義務を負うものはすべて百姓で、造り酒屋や藍染め屋などを営みながらも、

それらの基盤として農業・稲作を行っていた。

３，明治壬申戸籍に見る百姓＝農人への読み替え、７８％が農家

①『百姓』は全人口の８割弱を占める。＝農人と読み替え＝農家が全人口の７８％

②しかし網野善彦によると、全人口の2割強が都市居住者、8割が農村居住者
8割の内半分強（52％）が、農村自営業者＋農村副業

百姓の残り半分（４８％）が田畑における穀物の生産を生業とするもの

③農村自営業者が農業以外の多様な業を担いながら地域経済を支えていた。

それが明治になっても比較的自由に農業を行うことができ、技術指導を担うなど
イノベーターとして機能した。

大正時代に米騒動があったり、小作争議が起きたりと、いろんな大変なことが起きて、国
家統制の下に農業をおいた。
この国家統制的なシステムを「40年体制」と呼んでいますが、

国家統制であるが故に政府が企業者になり、東畑先生が言ったように、「農業に経営な
し、農家は単なる業主、企業者は政府」となりました。
その構造がいまだに続いています。

現在の農業体系が作られた背景

農村自営業者の世界がなぜ今日のような形に変わってしまったか？

ば が例えば陸前高田のYAGISAWA商店は有名な醤油醸造商店ですが、大豆を作りたいと言う。
登米市のYAMAKANOも江戸時代から続く醸造業者ですが、やはり大豆やスダチを栽培し

たいと言う。仙台水産は漁家が作る漁業生産法人に参加して養殖に進出。農業生産法人
に地元企業が参加するケースが増えています。

地域の農村自営業者が商業もやれば、流通業もやる、さらには農業もやる。そうしたこと
を考えるべき時期になっていると思っています。

経営者を増やすには、農業者をはじめとする地域にいるすべての人々に農業参入の道を
開いてくれと私は言っています。
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積算農業経営体数

1経営当たり販売額 05年 10年 増減率

総販売経営 1,977,166 1,679,031 -0.16

（販売なし経営） 228,156 172,515 -0.28

（５０万円未満） 558,668 528,631 -0.06

(786824) (701146) -0.12

50万円以上 1,190,342 977,885 -0.20

百万円以上 848,924 689,836 -0.21

２百万円以上 556,550 463,926 -0.18

３百万円以上 422,166 350,003 -0.19

５百万円以上 289,670 247,291 -0.16

７百万円以上 217 009 190 050 -0 13

我が国の農業経営数

７百万円以上 217,009 190,050 0.13

1千万円以上 151,834 132,963 -0.13

1.5千万円以上 91,544 83,115 -0.10

2千万円以上 63,493 57,975 -0.09

3千万円以上 35,388 33,068 -0.07

5千万円以上 14,762 14,861 0.01

1億円以上 5,086 5,575 0.09

3億円以上 1,180 1,382 0.16

5億円以上 629 713 0.13

経営耕地面積30a以上または農産物販売金額が年間50万円以上の経営

農業経営体＝販売農家＋農家以外の事業体＋農業サービス事業体

上記の数値には農業サービス事業体と集落営農は入っていない

どの層を経営者と見なすかは難しいところだが、この数が圧倒的に少ないことは間違いない

１，30haを30戸が自分で対応する場合：零細農家 赤字の累積
2000万円弱の販売額と200万円の赤字

1戸6.4万円（192万）の赤字

２，30haの集落営農の場合: ±０に補助金で黒字
3000万円程度の販売額、3000万円程度の経費で±0（労賃・地代が経費入り）

補助金650万円で黒字

（ 20ha稲、10ha転作で計算、戸別所得補償、300万＋水田利活用350万円）

集落内の兼業農家が対応するケースが多く、

30haの農地の有効利用を考える 経営者がいる場合といない場合

農業が成長産業になるに必要な経営者の存在

集落内 兼業農家 対応するケ 多く、

コスト管理や作業効率、農産物の品質等に難点を抱える。

３，30haを経営者に任せる大規模水田米麦作経営：1200万円の所得に補助金
3500万円弱の販売額と2300万円の経費、

（作業受託等で、稲、麦、大豆等で100ha経営もあり、設備投資に工夫必要）

４，30haを大規模水田複合経営に任せた場合: 4千から5千万円の所得に補助金
（販売額は8千万円から1億円程度）

例えば、レタス7.5ha＋スイートコーン7.5ha＋水稲15ha経営

雇用、農作業の工程管理、販売、流通等で、マネージメント能力必要
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