
ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009 

 1 

ＩＳＦＪ２００９               政策フォーラム発表論文  

日本農政への提言１

                                                   
１本稿は、２００９年１２月１２日、１３日に開催される、ＩＳＦＪ日本政策学生会議「政策フォーラム２００９」の

ために作成したものである。本稿の作成にあたっては、佐藤主光教授（一橋大学）をはじめ、多くの方々から有益且

つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切

の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 

 

減反政策の廃止による日本農業の活性化 

一橋大学 佐藤主光研究会 農業分科会 

大垣 秀介 鈴木 章弘 高橋 洋平 
平山 智子 SAMDAN ENKHBAYAR 

２００９年１２月 
 
  



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009 

 2 

要約 

現在、日本の農業は非常に大きな岐路に立たされているといえる。特に日本農業の零細性

というのは農産物の高価格につながり、日本の農産物の国際競争力というのは海外の国と比

べて大変低いものとなっている。その一方、世界では貿易の自由化が促進されており、農産

物も例外ではなく将来的には開放の必要性に迫られるだろう。そういった現状を踏まえた時

に、日本の農業はもはや持続可能な産業ではなく、国として現状を打破する施策が求められ

ているが、高度成長期以降の農政は、消費者目線・国際的な視点とはほど遠い内容であった。 
この農業基本法では、今後需要が増加するであろうと思われる農産物に生産をシフトさせ

ようとした。農業所得増加のためにコメ以外の農産物で売上額を増やそうとしたのだ。その

一方で、消費は減っても、米は依然として基幹作物であると考えられていた。そのため、米

の売上額増加が期待できない以上、米作農家の所得の向上はコストダウンによるしかないと

考えたために、農業経営の規模拡大による「規模の利益」によって農家の所得を向上させよ

うとしていた。 
 しかしながら、実際に行われた政策は、農業基本法が示した指針とは全く逆の「高米価維

持政策」であった。米の価格が高いままで維持されたために、確かに農家の所得は向上した

ものの、農業技術の進歩などもありこれまで以上に労力をかけず農業収入を得ることができ

るために、日本農家の大半を占める零細農家の兼業化がさらに進んだ上、転作や離農が進ま

ず農業の大規模化は進まなかった。それだけの政策にとどまらずさらに実施されたのが、

我々が問題視している「減反政策」であり、それによりさまざまな問題が顕在化している。 
そんな現状の中、消費者と生産者が現在よりもよりよくなる政策があるのではないかと考

え始めたのが我々の問題意識であった。減反政策は農家を保護するものであるが、日本の農

業を持続可能にするものでは決してない。米の価格を下げ消費者利益を増加させるととも

に、意欲のある生産者のもとに農地を集積しコストダウンを実現、また土地を有効活用する

ことも可能なのではないか。そしてそれを実行していくことが農業を産業として自立させる

方法であり、過度に補助金に依存している農業の体質・構造を変えることは日本の財政問題

の改善にもつながるのではないかと考えた。 
この考えの下、非効率な土地利用の根源をなしている減反政策を廃止した場合の米価の変

動、それに伴う農家の所得変化を分析し、その値に基づいて農家に対する直接所得補償を行

った場合財政負担がどの程度になるのかを分析した。詳しくは 3 章の『分析』の所で述べ

られているが、直接所得補償も①一定規模以上の農家に対してのみ直接所得補償する場合

と、②すべての農家に対して直接所得補償をする場合、2 パターンで分析を行った。どちら

の場合も財政負担が倍増するようなことはなさそうではあったが、①の場合、急激な構造変

化の発生や、耕作放棄地の急増が懸念材料であった。②は、①の問題点をある程度解決しう

るが、大規模化のスピードは弱まるかもしれない。しかし、総合的に考えて、②の補償方法

が妥当ではないだろか。この補償制度によって、大規模化の進行と、消費者余剰の増加等の

大きな便益が得られるであろうという結論に至った。 
また、減反政策の廃止に伴い、土地を有効活用するためには農地の流動性を高める必要が

あるが、現状ではそれを阻害する要因が多い。よって減反政策廃止・直接所得補償と同時に、
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農地に関する固定資産税や相続税、その他関連する事柄についても見直しが必要であると考

えた。これらを踏まえた上で、我々としての政策提言を行う。 
 
政策提言 

 
1. 減反政策の廃止 

減反政策を廃止することによって米の価格が下落し、消費者余剰は大幅に増加する。現状

の政策は市場をゆがめるとともに、競争力のある農家の育成、ひいては日本農業の活性化を

阻害する大きな要因である。零細農家を徐々に離農させ、農地を徐々に集積することによっ

て大規模化を推進する。 
 
2. 農家に対する直接所得補償制度を導入 

分析より、現状のままで減反政策を廃止した場合、ほとんどの農家は赤字となり存続でき

なくなる。確かに消費者余剰は大幅に増加するものの、これは社会的に見ても望ましいこと

ではない。よって減反政策の廃止と同時に、農家に対する直接所得補償を実施する。詳しく

は 3 章の『分析』を見ていただきたいが、すべての農家を補償対象とし、単位面積当たり

で効率化が進んでいると思われる 3.0ha~5.0ha の農家の 10a あたりの粗利益の赤字分を相

殺する額にする。1 年目に関して言うと 10a あたり 40,908 円だけ補償することにする。こ

れによって急激な構造変化を避けることができ、徐々に農地の集積が進むと考えられる。 
 
3. 大規模化・農地の流動化を促進するための法改正・諸政策 

減反政策廃止という政策のインパクトをさらに高めるために、大規模化・農地の流動化を

妨げる要因についても見直す必要があり、我々としては以下の 3 つを提言する。 
 

（1） 固定資産税の見直し 
現状の低すぎる農地に対する固定資産税は農地保有のコストを下げ、農地の流動化を妨げ

ている。よって、農地に対する固定資産税を逆進的に設定する。さらに、零細農家の土地貸

し出しが促進されるよう、固定資産税の課税対象を「保有者の農地面積」を基準とするので

はなく、「土地利用者の農地面積」とする。これにより大規模農家に土地を貸し出すほど節

税になるので、農地の流動性が高まるであろう。 
（2） 相続税の見直し 
家族内での相続を促す相続税制は現状の中では非生産的であろう。相続人等が２０年耕作

することを条件に猶予される農地の相続税及び贈与税の特例の仕組みは、家族以外の者への

農地の継承を促す観点から見直されるべきである。「家族内で相続されれば猶予」となって

いる相続税の現状を、改正後は「保有者が誰であろうと、農地が活用されていれば猶予」と

する。 
（3） 農地の賃貸借取引に対する行政による調整機能を強化 
農地を探したり、賃貸借の条件を交渉したりするためのコストを低下させる観点から、農

地の賃貸借取引に対する行政による調整機能を強化するべきである。潜在的に貸し出すこと

ができる農地の所有者を特定し、賃貸借の合意を得ることは農地市場を通じた農地の統合、

さらには規模拡大に貢献するだろう。現状では、農地保有合理化法人という機関が農地の買

い入れや借り受けを行い、その農地を担い手に貸し付けたり売ったりすることによって規模

拡大を行っているが、取引は活発に行われているとは言えない。農地のマッチングをするた

めにも、権限の強化、活動の活性化が必要であると考える。 
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はじめに 

 我々は今回日本農業に焦点を当てた。日本農業におけるコメ農家は 1.0ha 以下の零細農

家がほとんどであり、世界でも珍しい農業構造となっている。その一方で国は農家の所得を

確保するために、生産調整である「減反政策」を行い、耕作放棄地は 39 万 ha にも及んで

いる。一般に稲作は規模の経済によって、大規模化することによってコストを低下させるこ

とができるとされているが、土地が余っているのにそれを活用せず、大規模化しないのは社

会的にみて非効率なのではないか、というのが我々の問題意識である。減反政策は農家を保

護するものであるが、日本の農業を持続可能にするものでは決してない。さらに、現在は高

い関税で保護されている米に関しても、将来的には市場を開放していかなければならないた

めに、競争力を持った農家の育成は日本農業にとっても急務であると考えている。米の価格

を下げ消費者利益を増加させるとともに、意欲のある生産者のもとに農地を集積しコストダ

ウンを実現、また土地の流動性高め、有効活用することも可能なのではないか。そしてそれ

を実行していくことが農業を産業として自立させる方法であり、過度に補助金に依存してい

る農業の体質・構造を変えることは日本の財政問題の改善にもつながるのではないか。 
 本稿では稲作に焦点を当てた提言をしていくが、本来ならば農業政策というのは包括的で

なければならない。今回の提言が日本農業の中心である稲作の活性化につながり、ひいては

日本農業界全体の発展に寄与することを信じている。 
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第1章  現状・問題意識 

第1節  日本農業の現状と政策の失敗 
現在、日本の農業は非常に大きな岐路に立たされているといえる。特に日本農業の零細性

というのは農産物の高価格につながり、日本の農産物の国際競争力というのは海外の国と比

べて大変低いものとなっている。その一方、世界では貿易の自由化が促進されており、農産

物も例外ではなく将来的には開放の必要性に迫られるだろう。そういった現状を踏まえた時

に、日本の農業はもはや持続可能な産業ではなく、国として現状を打破する施策が求められ

ているが、高度成長期以降の農政は、消費者目線・国際的な視点とはほど遠い内容であった。

そうした中で我々が注目したのが、日本農業の中心である「稲作」である。米は長らく日本

の食の中心であり続けてきたが、戦後高度成長期を経て、食生活の洋風化もあいまって、近

年ではその需要が減少しつづけている。実際、国民 1 人の 1 年当たり米消費量はピーク時

の 62 年で 118 キログラムから、2006 年には 61 キログラムへと減少し、総消費量は 63 年

の 1341 万トンから、2005 年には 874 万トンへと減少した。米の需要が減り続ける中、政

府としては本来ならば米価を下げて米の生産を抑制しながら需要を拡大することで、今後需

要が伸びるであろう小麦など他の農産物の価格を上げ、その生産を増加させて需要を抑制さ

せるという政策を実施するべきであった。そういった考えから制定されたのが 1961 年の農

業基本法であった。 
 

   米の作付面積別生産者数の割合 

           
出所）農林水産省『米穀の作付規模別生産者数及び世帯員数』（平成 17 年） 

 
 

0.5ha未満

0.5ha-1ha
1ha-2ha
2ha-3ha
3ha-5ha
5ha-10ha

10ha以上
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出所）農林水産省『米政策に関するシュミレーション』（2009） 

第2節  農業基本法の本旨と政策の結果 
 

日本の GDP が戦争による崩壊から戦前の水準まで回復したのは 1955 年前後である。日

本の農業は戦争中からこのころまで、ひたすらに食料（とりわけ米）の増産という目標に向

かって動いていたが、1 人 1 日当たりの食事エネルギー供給量も 55 年ころには戦前の水準

を回復した。そして、その当時にあっては日本経済の未来に関して 2 つの意見が対立して

いた。それは生活水準を高める手段として GDP の分配の公平性を優先するか、それとも

GDP の成長を優先させるかという対立であった。 
 1961 年に制定された農業基本法は、その前年の国民所得倍増計画とともに、成長優先と

いう政策的立場を宣言したものである。近代的成長と構造変化とは表裏一体をなしている。

成長を優先した農業基本法の中心理念も、農業の構造改善であった。農村と都市（ないし農

家と非農家）の所得格差問題の解決を、分配政策によってではなく構造改善を通じた経済の

成長によって実現するという考え方である。農業の構造改善とは農業経営の規模拡大にほか

ならず、農業基本法の目標とする農業経営は自立経営と名付けられた。自立経営とは「正常

な構成の家族のうち農業従事者が正常な能率を発揮しながらほぼ完全に就業することがで

きる規模の家族農業経営で、当該農業従事者が他産業従事者と均衡する生活を営むことがで

きるような所得を確保することが可能なもの」と定義されている。 
また、この農業基本法では、今後需要が増加するであろうと思われる農産物に生産をシフト

させようとした。農業所得増加のためにコメ以外の農産物で売上額を増やそうとしたのだ。 
農業基本法は農業の構造改善、つまり農業経営の規模拡大によってこれらの問題の最終的な

解決を目標とする政策方針の宣言であった。ここで問題になるのは、経営規模の拡大の結果

として顕在化する農村過剰人口がどうなるのかということである。農業基本法では、それは

発展する非農業部門に吸収され GDP の成長に貢献しつつ生活も向上すると考えられたが、

この法律に反対する立場からは、それは農村から行き所のないままに過剰人口を排出する貧

農切り捨て政策であると非難された。 
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表 1 

                        出所）『食料・農業・農村白書』 
 

さて表 1 は 1960 年代以降現在までの農業の変化を示したものである。この表で最も目立

つのは農業就業人口の急激な減少である。60 年に約 1,200 万人であった農業就業人口は、

2000 年までの間に 900 万人以上減少して 4 分の 1 以下になった。この 900 万人がほぼ想定

どおりに非農業部門に吸収され、貧農切り捨てにならなかったことはその期間の日本経済の

高度成長を見れば明らかである。表 1 で注意しなければならないのは農地面積の動きであ

る。表は農地面積が 1960 年の 607 万 ha から 2000 年の 456 万 ha まで減ったことを表し

ているが、実際にはこの期間にほぼ 100 万 ha の農地が新しく造成されている。それを考慮

に入れると 1960 年にあった 607 万 ha の農地のうち 250 万 ha が消失したということにな

る。この 250 万 ha のうち、ほぼ半分が宅地や工業用地などの都市的用途への農地の転用で

あり、残りの半分は耕作が放棄されて野草地や林地に戻った農地の潰廃である。 
現在の日本にはもはや農地に造成可能な土地はほとんど残されておらず、政策的な農地造

成も中止されている。この状態でさらに農地の潰廃が進行するとすれば、日本の農地面積は

これまでよりも急速に減少することにならざるを得ない。 
表 1 によると農家戸数の減少は農業就業人口の減少よりもかなり緩やかであり、1960 年

から 2000 年までの 40 年間に 294 万戸、50％近い減少であった。農地面積の減少もあった

ので、1 戸当たりの平均経営耕地面積は 1ha から 1.5ha へと増加したにとどまった。経営

耕地面積が拡大しなかったので、農家の大部分が兼業農家となった。農業基本法の目標とし

た専業の自立経営はほとんど実現せずこの点では想定は大きく狂ったことになる。1990 年

の専業農家は全農家のわずか 15.4％に過ぎないだけでなく、その半分近くは農外就業から

リタイアしただけの高齢専業農家であり、実質的な専業農家は 9％しかいない。 
一方の兼業農家の大部分は農外所得が主である第 2 種兼業農家となり、農業所得が主で

ある第 1 種兼業農家の割合はずっと少なくなった。また農外就業の内容が、不安定な臨時

雇いから恒常的勤務を主とする安定兼業になったのも重要な変化である。こうして農業基本

法の想定した農業構造の変化は、一部は実現し一部は実現しなかった。農業部門の相対的縮

小と農業就業者数の減少を経済成長の必然の方向とみた判断は正しかったが、農業経営の規

模拡大はあまり進まず自立経営の代わりに安定兼業農家が増加したのである。 

第3節  食糧管理制度による米の生産過剰 
 

農業経営の規模拡大が進まなかったことは、農地の効率的利用という観点から見ると大き

な課題を現在に残した。それは日本の歴史と風土に農地改革が加わって確立された零細分散

農地面積
(万ha)

農家戸数
（万戸）

農業就業人口
（万人）

農業生産指数
（1960年＝１００％）

1960 607 606 1196 100
1965 600 567 981 112
1970 580 534 811 126
1975 557 495 588 132
1980 546 466 506 130
1985 538 438 444 144
1990 524 384 392 138
1995 504 344 331 132
2000 456 312 290 124
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錯圃の問題である。もちろん、この問題は全く手付かずのまま放置されていたわけではなく、

農業基盤整備には毎年の農業予算の 20％から 50％が投入され、田畑の成型と農道の開設が

政策的に推進された。1960 年には多くの田畑が不定型で小さく、かつ農道や用水路も整備

されていなかったが、現在では主要な農地は 30a の長方形に成形され、大型農業機械がア

クセス可能なように農道が配置されている。 
 ほとんど手つかずで残されたのは分散錯圃である。1 つの農業経営に属する錯圃があちこ

ちに分散し、かつ他の農業経営の錯圃と交錯していては大規模経済の利益は有効に発揮され

ない。それは農業の労働生産性を高める上で大きな障害になっており、世界で最も賃金の高

い国となった日本の農産物価格を世界で最も高いものとしている最大の原因となっている。 
 とは言うものの、農業の労働生産性は全く停滞したままだったわけではない。稲作の 10a
当たり必要労働時間は 1960 年から 2000 年までに 5 分の 1 に減少したし、収量の 39％向上

を加えると、労働生産性は約 7 倍に上昇したことになり、これは驚異的な生産性の向上で

ある。しかしながら、この期間の日本経済の成長速度の下では 40 年間で 7 倍だと不十分で

あった。農業賃金が 23 倍に上昇し、しかも為替レートの変化の結果ドルベースでの賃金は

約 80 倍になったからである。原材料価格の変化を別にすると、日本の米価は約 4 倍に上昇

した。ドルベースでは約 12 倍になったわけである。 
 ところでここで言う米価は、市場の自由な取引によって決まった価格ではなく食糧管理法

に基づいて政府が生産者に支払う政策的な価格である。食糧管理法は戦争中の食糧不足に対

処するために 1942 年に制定された法律であり、米や麦などの主要な食糧の流通はすべて政

府の管理下に置かれていた。政府が政策的に決定される生産者米価（政府買入米価）ですべ

ての米を買い上げ、やはり政策的に決定される消費者米価（政府売渡米価）で販売していた。 
 食料不足が解消するにしたがってこうした供出と配給の食糧管理制度は次第に緩められ

たが、米だけは 1995 年まで価格も流通も政府管理のもとに置かれたままであった。もちろ

ん、戦争中から戦後にかけての厳格な統制がそのままに続いていたわけではない。法律上も

1969 年に政府が直接販売しない自主流通米の制度が導入されたほか、実際には食糧管理法

違反の自由米も大量に取引されるようになり、取り締まりも行われなくなっていた。しかし

ながら、1995 年の食糧管理法廃止まで、日本の米価は政策的に決定される生産者米価を基

準に動いていたことも事実である。食糧管理法によって政府はその決定した価格で農家の売

りたいだけのコメを全量買い入れることを義務付けられていたので、米価は政府の決定する

生産者価格の水準以下にはならなかったのである。 
 1960 年以降 85 年ころまでの期間、政府買い入れ米価は生産費所得補償方式によって米

価審議会の審議を経て決定されていた。生産費所得補償方式とは生産費の上昇する分に見合

って米価を引き上げるという価格決定の方式であり、そして生産費の上昇はだいたいにおい

て賃金の上昇率と労働生産性の上昇率の差になるのである。生産費所得補償方式は一見する

と合理的に思われるかもしれないが、そこには大きな問題が伏在していた。米の価格が高い

ままで維持されたために米の生産が過剰になり、それは 1970 年代以降の米の生産過剰問題

として表面化した。 
 この問題を解決するために実施されたのが、我々が問題視している「減反政策」である。 

第4節  減反政策の結果 
 

70 年から実施された米の減反は年を追うごとに拡大し、現在では 250 万haの水田の 4 割

に相当する 110 万haに及んでいて、これによって損失を受けているのはほかの誰でもない

われわれ国民・消費者なのである。消費者は減反がなければ 60 キログラム当たり 9,500 円
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で買える米に１

第5節  問題意識 

、1 万 5 千円という高い価格を支払っているし、財政面から言えば、政府は

毎年 2,000 億円、累計で 7 兆円の減反補助金を参加した生産者に税金から支出している。 
 さらに、生産者の間で減反政策の影響を最も強く受けたのは主業農家である。本来、米の

低コスト生産を行おうとすれば、規模が大きくコストの低い主業農家がコメ生産を行い、コ

ストの高い零細農家が減反すべきということになる。しかし農協の経営的基盤になっている

零細農家に多くの減反を課すことは困難であり、結局、経営面積に応じた一律の減反面積の

配分が実施された。多くの減反面積を負担させられた主業農家は十分に稲作を拡大できない

ために「規模の利益」を発揮できず、結果として大規模化が進まない要因にもなった。70
年まで一貫して増加してきた水田面積（70 年で 344ha）も、現在では 254ha まで低下する

とともに、麦などの転作ではなく、耕作放棄が進んでいる。（現在で 39 万 ha 以上）現在で

は転作する面積を配分する方法から、生産できる数量（生産目標数量）を配分する方法に変

更したものの、名目を変えただけで、国は決定的な政策を打てないままでいる。 

 
そんな現状の中、消費者と生産者が現在よりもよりよくなる政策があるのではないかと考

え始めたのが我々の問題意識であった。減反政策は農家を保護するものであるが、日本の農

業を持続可能にするものでは決してない。さらに、現在は高い関税で保護されている米に関

しても、将来的には市場を開放していかなければならないために、競争力を持った農家の育

成は日本農業にとっても急務である。米の価格を下げ消費者利益を増加させるとともに、意

欲のある生産者のもとに農地を集積しコストダウンを実現、また土地の流動性を高め、有効

活用することも可能なのではないか。そしてそれを実行していくことが農業を産業として自

立させる方法であり、過度に補助金に依存している農業の体質・構造を変えることは日本の

財政問題の改善にもつながるのではないか。 
これらのことを国も考えてはいるのだろうが、いまだに実現できていないのには理由があ

る。それを是正し、日本農業を活力あるものに変えていく政策を考えていく。 

                                                   
１ 山下一仁（2009）『農協の大罪』 
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第2章  先行研究および本稿の位置づけ 

第1節  先行論文について 
 

先行研究の一つ目として、我々は山下一仁氏の『農業の構造問題と政策の基本原理』を選

んだ。この論文の中で述べられていることとして、まずは現在の農業の構造的問題は行政の

対応の失敗であること指摘している。戦後農政を方向づけた 1961 年の旧農業基本法では前

述のように規模拡大・生産性向上によるコストダウンや需要の伸びが期待される農産物にシ

フトするという農業生産の選択的拡大によって農業構造を拡大し、農業収益を向上させるこ

とを目的としていた。売上を増やすかコストを下げれば所得は増えるので、選択的拡大によ

って売り上げを増やす一方で、米のように需要が伸びない作物でも、農業の規模を拡大し生

産性を向上していけば、コストの低下により、十分に農家の所得は確保できるはずであった。 
 しかし実際に行われた政策は米価を引き上げるものであり、ほかの農産物への転作は進ま

なかった。本来なら消費の減少する米の価格は抑制し、消費の増加している麦等の価格を引

き上げるべきであったのだが、逆の政策がとられ、米の需要低下もあいまって米の生産は過

剰になり、減反政策がとられるようになった。農家の所得は確かに増加したが、それは兼業

化による農外所得の増加であったために、旧農業基本法の本旨は達成されなかった。さらに、

米の値段が不当に釣り上ったことで、普通であれば採算の取れないような零細農家も稲作を

続け、それによって大規模化が進まなかったため、農家の大部分が零細農家であるという構

造問題も解決しないままで、国際競争力の低下を招いた。 
 これらの諸問題を解決するには、米の生産調整を段階的に縮小・廃止することによって米

価を需給均衡価格にまで下げることが必要である。価格を下げると零細農家は農地を手放す

が、農地の受け手の地代支払い能力も低下するために、農地は耕作放棄されてしまう。一定

規模以上の農家に農地面積に応じた直接支払いを交付し地代支払い能力を補強してやれば、

農地はこれらの農家に集積し、農地の流動化の促進、農業経営の零細性の克服も可能となる

と結論付けられていた。 
 
 そしてもうひとつの先行論文としてOECDの『Evaluation of Agricultural Policy 
Reforms in Japan2009(日本における農政改革の評価 2009)』

【１】農業の競争力を高めようとする政策努力は、農業が競争から守られている限り、その

成功は限定的であろう。大規模農家に対する農業支持の集中は、農業の効率性を高める上で

を選んだ。この論文では日本

のこれまでの農業政策によって日本農業がどのように変化してきたかを概観し、透明性、タ

ーゲティング、目的整合性、柔軟性、平等性などの観点から農業政策を分析した上で、日本

農業と農業政策の将来の方向性を示していた。農業改革の方向性として示されている中で

我々の問題意識と重なる部分としては大きく 4 つあり、それぞれにおいて細かな内容につ

いて言及されていた。 
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潜在的に効率的なアプローチであり、農業支持のコストの削減につながるかもしれない。し

かしながら、競争力のある農業構造を構築するとの政策目標を実現するためには、これらの

政策はより国内市場の自由化や国際市場への市場開放をより進めることにより補完されな

ければならない。 
(ⅰ)米の生産調整政策は、生産コストを高め、市場シグナルを遮断することにより、稲作

農業の競争力を低めている。生産調整は、転作面積をスムーズに減少させることを意図しつ

つ、転作補助金を段階的に削減することにより縮小されるべきである。 
(ⅱ)生産調整政策の縮小に伴い、特に今後の農業生産の基盤となるであろう大規模主業農

家に対する移行支援措置の必要性が生じるかもしれない。このような調整措置は時限的でそ

の実施が事前に周知されたものであるべきである。また、政府はそれぞれの農家の調整能力

を考慮に入れ、効率的な農地市場を整備することなど、求められる調整に対するあらゆる障

害を取り除くべきである。 
(ⅲ)2007 年に導入された担い手に対する直接支払いのうちの過去の経営面積に基づく支

払いのような生産からデカップルされた支払いは、市場志向性や競争力の継続的な改善につ

ながるだけでなく、農業支持を農家所得へ移転させる上でより効果的である。 
 

【２】水田に起因する農業の多面的機能の確保という政策目的により、水田を保全すること

を目的とした政策が講じられているが、同時に国内市場を調整するために米の生産が制限さ

れている。この政策目的間での根本的な矛盾を解決することは、いかなる長期的な政策のフ

レームワークを構築する上でも欠かすことができない点である。農産物価格を引き上げるよ

うな農業支持は、より集約的な生産を促し、水質の悪化その他の環境への悪影響につながる。

土地を基本とした支払いに転換することは、より粗放的な生産を促し、農業の多面的機能に

よる便益を高めつつ、コストがかかり環境にも悪影響をもたらす化学投入財を減少させるこ

とができる。 
(ⅰ)価格支持を土地に基づく支払いに転換することは、直接支払いの高い所得移転効率性

により、生産者、消費者共に利益を得ることになる。これに加え農家は投入財を土地で代替

しようとするため、より粗放的な土地利用を促す。このような政策は、より高い割合の農業

支持が農家に転嫁されることになるだけでなく、米の消費減退にもかかわらず水田利用率の

向上にも貢献するだろう。 
 

【３】農地市場はより活発になり、農地取引に対する障害は低められなければならない。農

地の価格は資源配分のための重要なシグナルであり、農地市場を正しく機能させることはよ

り効率的で成功に満ちた農業を確立するために必要不可欠であろう。現時点では、農地の所

有者にとって将来における転用の可能性が定かではなく、農地の売買や賃貸を妨げる規制や

税制上の措置が存在している。農地政策は、一般的に、農地の総量を確保し、農家に対する

農地のコストを下げることを目的としているが、これらの目的が達成しているかどうかには

成功、失敗の両面がある。特に、将来における農地の転用の可能性を完全に排除しない転用

規制を行っていることは、農地市場に対する政策リスクを生み、転用期待を生むだけでなく、

投資を遅らせたり、農地の賃借を阻害したりするといった影響を持ちうる。現行の農地規制

は特定の農地における農業生産が経済的に見合わないといった状況に対処することができ

るようにはなっていない。言い換えれば、転用を規制することが結果的に農地の低利用につ

ながっている。 
(ⅰ)農地の転用規制は、国内の米市場の規模を考慮しつつ、農業の生産性や多面的機能の

観点から特に重要な地域により特化するべきである。一般的に、過度に広範で厳格な転用規

制は、土地利用の一貫性を阻害するような例外的なプロセスを経た農地転用を生む。より特

化したゾーニング政策により、農地政策はより効果的になり、制御可能性で透明性が高まる
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ことから、生産性の高い農地を保全という政策目的をより良く達成することができるだろ

う。 
(ⅱ)農地税制は農地取引に対する予期されない障害を特定し、それを取り除いているかど

うかにより評価されるべきである。重要な政策目的である平均経営規模の拡大は、必然的に

農家数の減少という結果を生む。家族内での相続を促す相続税制はこのような状況の中では

非生産的であろう。相続人等が２０年耕作すること条件に猶予される農地の相続税及び贈与

税の特例の仕組みは、家族以外の者への農地の継承を促す観点から見直されるべきである。 
(ⅲ)農地税制は農地市場における投機と耕作放棄の誘引を減らす観点から見直されるべ

きである。耕作放棄地を保有することに伴う低いコストは、土地の所有者が単純に農地の転

用機会を待つことで、農地市場における投機の要因となっている。農地に対する税制特例は

耕作放棄地の持つ社会的な機会費用を考慮に入れて見直されるべきである。このことは、例

えば耕作放棄地や特化されたゾーンの外にある農地に対してより高い資産税を課すなど、異

なる土地利用間での土地の税率をより調和させることにより達成できるであろう。 
(ⅳ) 農地を探したり、賃貸借の条件を交渉したりするためのコストを低下させる観点か

ら、農地の賃貸借取引に対する行政による調整機能を強化するべきである。これにより農地

市場における高い取引費用の問題に対処できるであろう。農地の細分化の問題は、不透明で

混乱した土地所有の状況により複雑化している。潜在的に貸し出すことができる農地の所有

者を特定し、賃貸借の合意を得ることは農地市場を通じた農地の統合、さらには規模拡大に

貢献するだろう。 
(ⅳ)標準小作料の設定や、農地保有者への小作料の減額勧告といった小作料に対する政府

の介入は見直されるべきである。小作料は農家の間での効率的な農地の配分を達成するため

の重要な市場シグナルである。現状では、地域の農業委員会がその地域の標準小作料を公表

しているが、これは小作料の柔軟な調整を阻害しうるものである。このような農地の賃貸借

に対する制限は、土地所有者の農地の貸し出しを阻害し、耕作放棄のリスクを生んでいる。 
 

【4】市場価格支持や生産に関連した支払いが農業支持額の 9 割を超えていることからもわ

かる通り、多くの農産物が相当の貿易保護を受けている。高い国境保護は国内の生産者を競

争から遮断し、輸出市場における競争力、さらには農業の潜在的な成長性を低めるものであ

る。また貿易保護により農産物価格を高めることは農家所得を向上させる手段としては効果

的ではない。 
 (ⅰ)農産物市場を開放する努力は継続されなければならない。日本は、他国的貿易交渉で

あるドーハラウンドの成功に向けて努力しつつ、追加的な貿易協定の締結を追求しなければ

ならない。国家貿易企業はより競争を促進するために改革されるべきであり、さらには関税

システムも見直し、突出して高い関税率を減らし、貿易を一般的に増やすべきである。 
  
 以上の内容が先行論文の要旨であるが、我々は農地に関する法整備が必要なのではないか

と考えたので、日本の農地法の問題点についても検証した。 

第2節  農地法について 
 
2.1. 農地法の問題点 
 

1952 年に制定された農地法は自作農主義の立場をとっており、かつての地主制の復活を

防ぐために農地保有面積は制限された。また、不在地主は認めず、在村地主の所有耕地面積

は制限された。さらに賃貸借の解除や解約の際に都道府県知事による許可が必要であると定
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められた。農業には農地が必要であり、経営規模を拡大しようとするのなら農地を新規に造

成しない限り、他の農家が所有する農地を買うか借りるかしなければならない。しかし、農

地法は農地の所有形態を守るという視点で作られていたので農地の売買または農地の貸借

による流動化を妨げ、耕地面積の拡大の阻害要因となった。それとともに、高度経済成長の

時期には地価が高騰し、生産手段であった農地が資産として認識されるようになり、兼業農

家の農地保有動機が高まった。一方、農業で生計を立てる専業農家にとっては、地価が収益

還元価格以上になり、耕地拡大のための農地買収が困難となり、結果として売買による規模

拡大も実現しなかった。 
 

2.2. 農地転用と土地税制 
 
 農地の流動化が進まなかった理由として、農地をめぐって一種の投機が起こっていたとも

考えられている。それは農地転用基準のあいまいさと歪んだ税制によって引き起こされた。 
 農地の転用は、法律の文言のみを見ると非常に厳しく制限されていて転用は困難なように

見える。しかし、実際の運用は非常にあいまいであり、公共事業などの開発計画が浮上する

と比較的容易に規制が解除されることが多い。公共事業などの際に支払われる金額は高いの

で、将来の売却期待が地価に反映して地価が上昇した。そして、農地にかかる税金は非常に

低いので、農地を保有し続けることのコストは低い。このため、莫大な土地売却益の期待を

持った農家は来るべき転用の機会を待って農地を保有し続けることになる。農業に真剣に取

り組んでいる専業農家にとっては、転用期待が反映された地価は収益還元価格以上なので農

地の買収が難しくなる。またその他の農家にとっても、売却は勿論、せっかく転用機会が生

じたときに農地の借り手に離作補償をする事態は避けたいので、貸し出しにも慎重になる。

こうして農業生産の効率性が劣っていても既存の零細農家は農地を売却したり貸し出した

りするインセンティブが小さくなる。 
 もう一つに、農地税制にも注目した。簡潔に言うと農地にかかる税金は非常に優遇されて

いる。固定資産税については、その評価は地形、日照、水利などの純粋な営農上の条件に基

づいて算出される。そのために課税評価額は実勢価格に比べて極端に低い。このために農地

保有のコストは非常に低くなり、転用機会を待って手放さない動きを助長する。また相続税

についても、農地にはほとんどかからない。このため世代交代の際にも農地を手放そうとせ

ず、次の子供が相変わらず将来の転用益を期待し続けることとなる。 
 
2.3. これらの現状に対する対策 
 
 農地の流動化を図るために、本来であれば採算の取れない零細農家の離農を促進する必要

がある。よって大規模農家に対する優遇税制や所得補償が政策として考えられる。また、高

米価維持政策・減反政策を維持せず、米価を市場に任せた場合に採算の取れない零細農家が

離農した場合に意欲のある担い手に農地を貸し出したり、売却できたりするような法整備も

急務であろう。農地に対する相続税・贈与税も、農地流動化の観点から改正するのが望まし

いのではないか。 
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第3章  分析 

第1節  現状のデータ 
 

今回の分析では、減反政策の廃止による米価の下落によって農家の所得がどれだけ減少す

るのかを見る。また、農家の所得を補償するための方法として、財政赤字や経済厚生の観点

から分析していく。 
 

まず、減反政策の廃止によって、どれだけ米価が下落するのか。今回は農林水産省による

『米の生産調整に関するシミュレーション結果（第 2 次）』を用いた。このシミュレーショ

ンには複数の選択肢があり、それによって大きく結果も異なるが、今回は我々の提案する政

策に最も近いと思われる選択肢④－1 を選んだ。この選択肢では、生産調整の目標配分、転

作助成及び経営所得安定対策を廃止し、担い手を対象とする米価下落補てん対策を導入する

政策をとった場合を想定している。担い手とは①原則４ha（北海道は 10ha）以上の農地を

有する『認定農業者』になる②原則 20ha 以上の農地を有する『集落営農組織』になる、以

上いずれか一方の条件を満たした農家のことを指す。つまり、この選択肢④－1 は、減反を

開始するとともに、補償先を限定する政策をとった場合のシミュレーションである。 

 下の表は、シミュレーション結果である。このシミュレーションでは米価の市場価格の初

期値は 60 キログラムあたり 15,075 円としている。しかし、減反開始 1 年目で大きく下落

し 60 キログラムあたり 8,931 円にまで下がる。10 年後には多少回復し 60 キログラムあた

り 9,729 円となるが、初期値の 3 分の 2 程度にすぎない。 
 
 次のグラフは、米の市場価格の推移を表したグラフと消費者余剰を表したグラフである。

上述のとおり、1 年目は大きく下落するが、2 年目はその反動である程度回復する。その後

は逓減する傾向がある。 
 消費者余剰は初期値と比べてどれだけ増加しているのかを表している。消費者余剰と市場

価格には反比例の関係があることがわかる。注目すべきは、その値で、1 兆円規模で消費者
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余剰が増えるというのである。これは、減反廃止が消費者余剰の観点から見れば、社会厚生

を改善する効果があることを表している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 そして、次の表が耕作面積別の農家の費用と平均作付面積、10a あたりの収量である。 費

用は、グラフを見ればすぐにわかるが、物財費、労働費、自己資本利子・自作地地代全てに

おいて耕地面積と反比例の関係にあると言え、当然費用合計にもその関係が見られる。特に、

15ha 以上の費用合計は、0.5ha 未満のそれの半分以下である。これは、米作において規模

の経済（スケールメリット）が働いている証拠といえ、耕作面積が大きければ大きいほど効

率化している。 
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 一方、10a あたりの収量には大差がない。しかしながら、小規模農家のほうが若干低く、

0.5ha 未満と 0.5~1ha の境目と、2.0~3.0ha と 3.0ha~5.0ha との境目で少し大きな差があ

る。この原因として、小規模農家のほうが兼業農家の割合が高く、大規模農家のほうが主業

農家の割合が高いのが理由かもしれない。主業農家のほうがより効率化されていると考えら

れるからだ。逆に 5.0~10.0ha をピークに減少する傾向も見受けられる。これは耕地面積の

拡大に伴って、単位面積当たりの労働投下量が減少することに起因しているかもしれない。 
 

 
 

出所）農林水産省 HP 
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                           出所）農林水産省 HP 
 

第2節 推計 
 

そして、次の表とグラフが減反廃止後の経過年数ごとの粗収入と粗利益、10a あたりの粗

利益である。すべての値は長期国債金利約 1.4%をもとに、割引現在価値で示してある。な

ぜなら農家は短期的な収支よりも、長期的な視点に立って経営を進めると考えられるから

だ。よって減反政策が廃止された際も、将来にわたってどのような収益が上がるのかという

ことを考慮する必要があるので、現在割引価値で数値を表すことにした。そうすると粗収入

は、耕作面積と正の相関関係があることがわかる。 
また、粗利益においても、市場価格が初期値の時には耕作面積とある程度比例関係があり、

2~3ha 以上から黒字化している。前述のとおり、10a あたりの収量には大差がないので、

費用の差から黒字・赤字などの利益の差が生まれており、規模の経済が利益にまで繋がって

いることがわかる。この場合は大規模化が農家にとっても有益であるといえる。 
 しかし、減反廃止後の予想米価から算出された粗利益は、全ての農家で赤字となり、耕作

面積との関係も反比例になっている。ところが 10a あたりの粗利益を見てみると、初期値

以外はすべて赤字ではあるものの、耕作面積と比例関係になっており規模の経済が生きてい

る。にもかかわらず、耕作面積と粗利益の間で反比例の関係があるのは、耕作面積が大きい

農家は単位面積当たりの赤字が小さい一方で、保有農地が広大なためにその赤字が拡大して

しまうためといえる。とにもかくにも、減反廃止後何の補償もなければ、全ての農家の経営

が立ち行かなくなるという結果になってしまった。これらの結果から、減反の廃止と並行し

て、農家に対する補償が必要であると考えられる。 
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                             出所）農林水産省 HP 
 
 

          
                           出所）農林水産省 HP 
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                            出所）農林水産省 HP 

 
                            出所）農林水産省 HP 
 
 
 
 

また、減反政策廃止後の直近 3 年間の 10a あたり粗利益・粗収入は以下のようになる。 
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                             出所）農林水産省 HP 

第3節  補償方法と補償額 
3.1. 直接補償額の検討 

前述したとおり、減反廃止後はある一定規模以上の農家に対して補償をするという政策を

要がある。 
 まず、補償の形式についてであるが、現在、民主党が提案しているのは農家戸別所得補償

制度である。この制度は、個々の農家ごとの米価下落による損失を補てんするという制度で

あり、補償制度が一種の保険のような役割を果たすことになるのでモラルハザードの問題も

懸念されるし、なにより損失補てんというのは農家の経営改善インセンティブの阻害要因に

なりかねないという点が大きな問題である。 
 それでは、実際にすべての農家の赤字を補てんした場合どれだけ財政負担になるのだろう

か。その計算には耕作面積別の農家の戸数のデータが必要だが、今回は農林水産省の『H17
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米穀の作付規模別生産者数及び世帯員数』の中にある耕作面積別の生産者数のデータを、『個

別経営の営農類型別経営統計』の中の耕作面積別の月平均農業経営関与者数のデータで除し

たものを農家数とした。次の表がその結果である。財政赤字は現在価値に直して、減反廃止

１年目は約 6,000 億円、10 年目は約 4,300 億円になることが分かった。現在の転作助成等

の財政負担が約 2,000 億円であるので、それと比べて財政負担が約 3 倍に膨れ上がること

になる。確かに、前述の消費者余剰の増加よりも財政負担の増加のほうが小さいが、農家の

効率化、特に大規模化を阻害しモラルハザードも生みかねない補償制度であることを考える

と、好ましい補償制度とは言えない。 
 

 
                                                        出所）農林水産省 HP 
 
 ところで、この結果は、農林水産省のシミュレーション結果と異なったものである。我々

の選んだ選択肢④－1 の場合、減反廃止 1 年目は約 3,600 億円、10 年目は約 3,300 億円と

いう結果になっている。結果が異なってしまった理由として、農家数が正確でないこと、補

てん額が異なること、そして何より選択肢④－1 は担い手のみ対象としていることである。

以上より、農林水産省のシミュレーションのほうが、必然的に財政負担が少なくなるのであ

る。 
 
 
3.2. 直接所得補償 

上記のような補償方法では、大きな財政赤字を生みかねない。また、すべての農家の粗利

益が 0 になるような補償がなされるため、効率化のインセンティブを削ぐことにもつなが

る。そこで今回我々が提案するのが、直接所得補償制度である。この制度では、個々の農家

の損失によらず、一定額を直接補償するのである。この方式では、モラルハザードやディス

インセンティブの問題などが起きにくい。そして、我々が提案する直接所得補償の方法は

10aの耕作面積ごとに定額の補償を行うものであり、EUの農業政策に類似したものである。

すでに述べたとおり、10a あたりの粗利益は耕作面積と比例関係があるので、10a の耕地ご

とに補償がなされれば大規模な農家ほど高い利益が得られる。よって効率化、特に大規模化

のインセンティブが高まるのである。しかし、実際に利用していなくても補償を受けられる

場合があるので、利用している土地に耕作放棄地が存在するときには、その面積分について

は補償しないこととする。 
ところで、その補償はすべての農家に行うべきなのか、もしくはある一定規模以上の農家

にのみ補償をすべきなのかには、議論の余地がある。以下では、どちらが優れているかを主

に財政負担の大きさを評価の基準として分析する。 
 
3.2. ①一定規模以上の農家にのみ直接所得補償 

まず、始めに一定規模以上農家に対してのみ補償を行う場合を考える。補償額は補償を受

けられる農家の 10a あたり粗利益の赤字分を相殺する額とした。たとえば、減反開始 1 年
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目で 1.0ha 以上の農家に補償をする場合は、10a あたり 69,840 円補償する。結果は次の表

のとおりである。 
 表を見てみると、1.0ha 以上の農家に対する補償の場合は 2,300 億円～3,000 億円、2.0ha
以上の農家に対する補償の場合は 850 億円～1,250 億円、3.0ha 以上の農家に対する補償の

場合は 450 億円～700 億円程度という結果になった。どの補償方法でも全額補てん時の財

政負担よりも少なくなることが分かった。また、現在の転作助成等の財政負担が約 2,000
億円であることを考えると、3,000 億円の負担も許容できると考えられる。 

                                                        出所）農林水産省 HP 
 
 しかし、この方法にはいくつか問題点がある。まず、どの規模以上の農家を補償対象にす

るのか明確で理にかなった判断基準がないことがあげられる。しかしながら、参考になる判

断基準がないわけではない。前述のとおり、10a あたりの収量に大きな差が見られるのは、

2.0~3.0ha と 3.0~5.0ha の間であるので、3.0ha 以上の農家に補償をするのは合理性がある

ように思われる。けれども、表にあるとおり、3.0ha 以上の農家に対してのみ補償をする場

合、財政負担が現在の財政負担 2,000 億円と比べて 4 分の 1 近くに下がってしまう。現在

ですら厳しい環境に置かれている農家に対して、国家予算を減らしてさらに追い詰めるとい

うのは、問題ではないだろうか。よって、10a あたりの収量を判断基準にするのは無理があ

るといえる。 
では、なぜ判断基準が恣意的ではいけないのだろうか。それは判断基準が恣意的な場合、

農家の構造変化に直面した時の対応も恣意的なものになってしまうからである。この方法で

は補償受給要件を満たさない小規模農家は、赤字経営に直面するため大規模化が進むと思わ

れる。もし、耕作放棄が一切なされず、補償受給要件を満たさない農家が退出した場合、大

規模化が進んですべての農地が補償受給要件を満たす農家の農地になると考えられる。そう

なると、財政負担は表の結果よりも大きく増える。なぜならば、表の分析では構造変化を考

慮しておらず、小規模農家は赤字経営を続け、大規模化が起こらないと仮定しているからだ。

では、実際にどれだけ財政負担が増えるのか、それぞれの補償額について構造変化が起こっ

た場合の財政負担の分析を次の表にまとめた。 
 

 

                                                 出所）農林水産省 HP 

 
もし、1.0ha 以上の農家を対象として補償をしていた場合、構造変化がおこれば、平均し

て 4,700 億円ほどの財政負担になる。この程度の財政負担なら許容できるとするならば大

きな問題はないが、許容できないとすると途中で補償受給要件をあげる必要がある。では、
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いつ、どの程度引き上げるべきなのか。この判断は難しく、画一的には行えない。以上のこ

とから判断基準の恣意性は問題であろう。 
また、この補償方法には耕作放棄地の急増の可能性も指摘しうる。まず、補償受給要件を

満たさない農家は一切補償が受けられないため、急速に離農が進むと思われる。大規模化に

は農地の貸借や売買等の契約を経る必要があり、その契約手続きには多くの時間を要すると

考えられる。また、貸借や売買契約のマッチングもすんなりといくものとは思えない。以上

のことから、小規模農家の離農は即大規模化につながるとは考えにくい。さらに、離農の増

加速度が速ければ速いほど、大規模化につながらない離農＝耕作放棄が増えることになる。

よって耕作放棄地の急増の可能性があるのである。我々にとって、耕作放棄地は日本の農業

にとって大きな問題であると認識しており、この問題点は看過できるものではない。 
 

3.2. ②すべての農家に直接所得補償 
 そこで、次にすべての農家を補償対象とする方法について考える。まず、いくらの額を補

償するかであるが、単位面積当たりで効率化が進んでいると思われる 3.0ha~5.0ha の農家

の 10a あたりの粗利益の赤字分を相殺する額にする。1 年目に関して言うと 10a あたり

40,908 円だけ補償することになる。 
 この方法では①の方法の問題点をある程度解決できる。まず、補償額の判断基準は明確で

ありある程度合理性がある。そして、日本全体の農地が極端に増えない限り、農家の構造変

化が生じても補償の財政負担には変化がなく、判断基準は変える必要がない。また、小規模

農家も受給できるので、①と比べて粗利益の赤字が少なくなり、急速な離農に対しある程度

ブレーキをかけることができるので、耕作放棄地の急増も抑えることができる。しかしなが

ら小規模農家に対しても補償するからといっても、依然赤字なので大規模化は進むと考えら

れる。 
 では、財政負担はどうなるであろうか。次の表は②の方法で補償した場合の各年の財政負

担を推計したものである。これは、ちょうど構造変化が起きた時の 3.0ha 以上の農家にの

み補償を行った場合の財政負担と同じである。構造変化が起きた場合、すべての農地が補償

対象となるので、②の方法による財政負担の計算と全く同じになるからである。1 年目がも

っとも財政負担が大きいが、3,000 億円程度なので補償可能な額と判断できる。確かに例年

の予算である 2,000 億円より増える結果である。しかし、補償の仕方が非常に明快で、補

償の手続きに要するコストが少額で済む。また、大規模化の進行によって効率的な農業が行

われる便益もあり、前述の市場価格下落による消費者余剰の増加も大きなプラス要因であ

る。以上のことから、この程度の財政負担は妥当といえるものではないだろうか。 

 
                                                    出所）農林水産省 HP   
 
4. 結論 
 今回は、農林水産省のシミュレーション結果を参考にして、我々の提案する直接所得補償

について分析した。直接所得補償も①一定規模以上の農家対してのみ直接所得補償する場合

と、②すべての農家に対して直接所得補償をする場合、2 パターンで分析を行った。どちら

の場合も財政負担が倍増するようなことはなさそうではあったが、①の場合、急激な構造変

化の発生や、耕作放棄地の急増が懸念材料であった。②は、①の問題点をある程度解決しう

るが、大規模化のスピードは弱まるかもしれない。しかし、総合的に考えて、②の補償方法
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が妥当ではないだろうか。この補償制度によって、大規模化の進行と、消費者余剰の増加等

の大きな便益が得られるであろう。 
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第4章  政策提言 

 
 3 章の分析に基づいて、我々が提言する政策は以下のものである。 
 
1. 減反政策の廃止 
2. 農家への直接所得補償 
3. 大規模化・農地の流動化を促進するための法改正・諸政策 
 

この 3 つについて、以下で内容を詳しく述べていく。 
 
1.  減反政策の廃止 

 
これによって農地の有効活用が促進される。現在、減反政策によって米価は高価格に維持

されている。これが先の分析で示したとおり、減反政策の廃止によってかなり低下すると予

測される。米価が下がるために多くの農家は採算が取れず、そういった農家は農地の集積か

離農を選ぶことになる。減反政策の廃止により米価の決定メカニズムが市場に任せられ、農

家はその価格で採算が取れる規模まで農家は大規模化する必要があるが、零細農家の場合現

在と目標規模との差が大きすぎるため多くは離農を選ぶと考えられる。一方中規模や大規模

農家は目標規模との差が相対的に見て小さいので多くは集積化の道を選ぶと予想される。こ

こで離農する農家が意欲のある担い手に農地を貸借したり売却したりすることによって中

規模や大規模農家を中心に農地の集積が進む。それに加えて、市場の価格決定メカニズムに

よって決まった従来よりも安い消費者価格は、これまで高い米価を受容した上に農家に税金

を払っていた消費者でもあり納税者でもある国民にとってプラスであり、分析からも消費者

余剰が大幅に増加することが判明している。しかし減反政策を単独で廃止することは社会的

にも望ましくないため、次の所得補償とセットで実施する。 

 
2.  農家への直接所得補償 
 

分析を基にして、全ての農家に対して所得補償を行う。減反政策を廃止することによって

ほぼ例外なく農家の所得は減少する。所得減少によって離農する農家が増加するのは必至だ

が、零細農家に比べて大規模化の可能性の大きい中規模、大規模農家が離農するのは社会的

に望ましくない。農業による所得が減少した上、「規模の経済」が働くとはいえ大規模化の

ために土地を集積するのは財政面でみて難しい。そこで、全ての農家に対して補助金の直接

所得補償を実施する。 

この補償の目的は二つあり、一つは所得補償、そしてもう一つは土地の集積のための地代

補償である。先の分析から規模別に所得の減少の程度を算出したのでそれを基準に、補償額

は単位面積当たりで効率化が進んでいると思われる3.0~5.0haの農家の10aあたりの粗利益

の赤字分を相殺する額にする。1年目に関して言うと10aあたり40,908円だけ補償すること

になる。全農家対象の所得補償のため、急速な離農に対しある程度ブレーキをかけることが
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できるので、耕作放棄地の急増も抑えることができる。しかし小規模農家に対しても補償す

るからといっても、依然赤字なので大規模化は進むと考えられる。これによる財政負担は毎

年3,000億円程度となるが、大幅に増える消費者余剰の対価としては妥当ではないだろう

か。 

 
3.  大規模化・農地の流動化を促進するための法改正・諸政策 
 
減反政策廃止という政策のインパクトをさらに高めるために、大規模化・農地の流動化を

妨げる要因についても見直す必要がある。農地法や土地税制など農業関連の問題は数多く存

在するが、我々としては以下の 3 つを提言する。 
 
（1） 固定資産税の見直し 

現在の低すぎる農地に対する固定資産税は農地保有のコストを下げ、農地の流動化を妨げ

ている。よって、農地に対する固定資産税を逆進的に設定する。さらに、零細農家の土地貸

し出しが促進されるよう、固定資産税の課税対象を「保有者の農地面積」を基準とするので

はなく、「土地利用者の農地面積」とする。これにより大規模農家に土地を貸し出すほど零

細農家にとっては節税になるので、農地の流動性が高まるであろう。 
 
（2） 相続税の見直し 

家族内での相続を促す相続税制は現状の中では非生産的であろう。相続人等が２０年耕作

すること条件に猶予される農地の相続税及び贈与税の特例の仕組みは、家族以外の者への農

地の継承を促す観点から見直されるべきである。「家族内で相続されれば猶予」となってい

る相続税の現状を、改正後は「保有者が誰であろうと、農地が活用されていれば猶予」とす

る。また、家族内で農地が相続されたとしても、耕作放棄されている農地に関しては納税猶

予を解除する。 
 
（3） 農地の賃貸借取引に対する行政による調整機能を強化 

農地を探したり、賃貸借の条件を交渉したりするためのコストを低下させる観点から、農

地の賃貸借取引に対する行政による調整機能を強化するべきである。潜在的に貸し出すこと

ができる農地の所有者を特定し、賃貸借の合意を得ることは農地市場を通じた農地の統合、

さらには規模拡大に貢献するだろう。現状では、農地保有合理化法人という機関が農地の買

い入れや借り受けを行い、その農地を担い手に貸し付けたり売ったりすることによって規模

拡大を行っているが、取引は活発に行われているとは言えない。農地のマッチングをするた

めにも、権限の強化、活動の活性化が必要であると考える。 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009 

 28 

おわりに 

この論文の執筆に当たっては、佐藤主光教授、そして農林水産省でキャリアとしてご活躍

なさった高橋直浩氏に数多くの助言を頂いた。佐藤教授・高橋氏の助言によって我々の論文

はより充実し、厚みのあるものになった。この場を借りて感謝の意を述べたい。 
 
我々の分析によって減反政策廃止の効果は明らかになった。減反政策は市場をゆがめると

ともに、農業の活性化を阻害するものである。廃止によって消費者余剰は大幅に増加しまた、

それと平行して所得補償をすることによって農業構造を徐々に変化させていくことができ

る。全体を通して、関連した法整備も含む、包括的な政策提言が出来たと思う。 
 日本農業は待ったなしの状況に直面している。国としても適切な政策が求められる中、

我々の提言が少しでもその参考になることを期待している。 
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