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要約要約要約要約    

本報告書は農業における農業従事者数の減少に問題意識を持ち、その改善に向けた内

容となっている。新規就農者は増えつつある一方で、既存の農家に従事する人々が減っ

ていっており、また、農業従事者も高齢化の一途をたどっている。その中で、新しく農

業を始めようとする人、農家での仕事に勤めたい人、あらゆる人々がそういった人々が

従事しやすい環境を創るにはどのような仕組があればよいのか。そう考え私たちは本報

告書の作成に取り組んだ。 
第 1 章と称する問題意識では、日本の農業における農業就業人口と高齢者の割合、工

作放棄地、食料自給率等の問題についてまとめている。 
第 2 章では、農業における従事者数の推移、労働環境、食料自給率の推移についての

調査を現状分析としてまとめた。それに加え、農地制度の仕組みについて述べた。 
第 3 章の先行研究及び本稿の位置づけとしては、主に先進国である海外諸国の政府補

助金について調べた。日本より食料自給率の高いアメリカや欧州政府の取り組みはどの

ようなものであるか把握することがこの章での目的である。そこから、日本に当てはま

る取り組みや改善策を見出していきたい。 
 第 4 章の分析では、分析手法として、現在までにとられた政府による農業補助金政策

を考察した上で、昨今の農業に対する関心度をそのまま反映できるような前向きな思考

で現状を分析していく。また、ハローワークでのヒアリングに基づき、農業での仕事を

希望する求人・求職のバランスについて述べた。 
 第 5 章の政策提言では、現状と分析を踏まえ、現在求職中の人々に対する雇用対策と

アグリビジネスを通じた就農支援政策を提言する。 
  
以上の内容を経て、食料自給率向上に向けた農業の労働環境改善を政策提言として提案

していきたい。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

今日の日本農業はグローバル化や市場の経済化進展により、産業自体が弱体化してい

ると言われている。農業の現場では実際、担い手不足や既存農家の高齢化、農業生産力

の低下が深刻な問題となってきている。農村部では農業収入の減少や過疎化によって、

農業自体の存続すら危ぶまれている。農業の危機は食料の自給自足や地域社会の存続と

いう点でも大変な問題である。 

また、日本は小麦をはじめ、様々な食物を海外から輸入して賄っている。世界人口は

増加の一途を辿り、輸入に依存し続けている日本は、やがて食料が途絶えてしまうこと

が危惧される。それゆえ日本は食糧自給率を向上させ、自国での生産力を高めることが

喫緊の課題であるだろう。 
 以降で述べることにするが、日本の食料自給率は先進国各国の食料自給率の中でとて

も低い。食料自給率が低いということは外国から多くの農産物等を輸入することにな

る。日本は圧倒的にその数値が高くなっている。 
しかし、日本に食料を輸出している国で自国の農産物収穫量が減少したり、日本との

関係が粗悪な間になるなどといったことが起こると、その農産物等の輸出を拒む可能性

があるだろう。そのような状況に備えるためにも、安定した食料が得られるように、食

料自給率を高める必要があるといえる。 
そこで我々は年々進む農家従事者の減少、それに伴う食糧自給率の低下に着目した。

安心、安全な食物の生産、供給が可能なのが機械ではなく人間であり、その大切な人手

の減少に歯止めをかけるために本報告書の作成にあたった。 
対応策として、政府は補助金等を用い農家への経済的な補助を行っているが、我々は違っ

た方法で改善を図りたいと考えている。 
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第第第第1111章章章章    問題意識問題意識問題意識問題意識    

第第第第1111節節節節    就農人口就農人口就農人口就農人口の減少の減少の減少の減少    
 

今日、我が国の農林水産業を取り巻く環境はこれまで以上に厳しさを増している。 

本報告書は農業に主な焦点をおいているため、農業について述べていく。 

まず、農業就業者数の減少、高齢化の進展は従来から危惧されてきたが、下図１に示

すとおり、ここ10 年においても急速に進んでおり、減少傾向に歯止めがかかっていな

い状況にある。政府は担い手対策等を講じ、農業への新規就業者を増加させるべく取り

組んでいるものの、その効果はいまだ不十分であり、我が国の農業は危機的状況である

と言っても過言ではない。 

 

図１農業就業人口と高齢者の割合図１農業就業人口と高齢者の割合図１農業就業人口と高齢者の割合図１農業就業人口と高齢者の割合    

 

 

 

 

 

 

（出典：農業センサス、農業構造動態調査よ（出典：農業センサス、農業構造動態調査よ（出典：農業センサス、農業構造動態調査よ（出典：農業センサス、農業構造動態調査より）り）り）り）    

また、耕作放棄地の増加や農地利用に対する新規参入者への規制により、農地の有効

利用ができず農村の荒廃につながっていること、さらに、我が国では従来から食料の安

定供給や多面的機能の発揮を理由に、農業分野に対して、財政支援を含めて国が積極的

に関与する政策が講じられている。 

第第第第2222節節節節    食料自給率の低下食料自給率の低下食料自給率の低下食料自給率の低下    
食料自給率は、食料・農業・農村基本法（平成11 年法律第106 号）において、「国

内の農業生産及び食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者（地方公共団体、

農業者・農業団体、食品産業の事業者、消費者・消費者団体等）が取り組むべき課題を

明らかにして定めるもの」とされ、その向上を図ることを旨としている。昭和40 年度

には73％であった食料自給率は、現在では、40％（平成19 年度）にまで低下しており、

国民の不安感の高まりを受けて、その向上が重要政策課題になっている。 
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第第第第2222章章章章    現状分析現状分析現状分析現状分析    

第第第第1111節節節節    農家の労働環境と従事者数の推移農家の労働環境と従事者数の推移農家の労働環境と従事者数の推移農家の労働環境と従事者数の推移    
 

農業における労働環境は逼迫しており、後継者への引き継ぎが困難な状況にあると言

える。ここで農業従事者数の減少の現状について述べたい。 

 

図１基幹的農業従事者の推移図１基幹的農業従事者の推移図１基幹的農業従事者の推移図１基幹的農業従事者の推移                            図２図２図２図２    新規就農者数の推移新規就農者数の推移新規就農者数の推移新規就農者数の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３図３図３図３    農業従事者数の推移農業従事者数の推移農業従事者数の推移農業従事者数の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （出典：農林水産通省農林業センサス（出典：農林水産通省農林業センサス（出典：農林水産通省農林業センサス（出典：農林水産通省農林業センサス HPHPHPHP）））） 

 

図１は基幹的農業従事者（主に専業農家を指す）の推移である。年々減少傾向にある

ことが分かる。図２の新規就農者数は増加傾向にあり、回復の兆しが見えたように思え

るが、図３の農業従事者数では、やはり減少傾向にある。まとめると、新しく農業を始

めてもその従事に定着せず、耕作を放棄したり等、農業を続けることができていない、

ということである。更に、このグラフを見て一括して言えることは、農家の急激な高齢
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化である。高齢化や就農者の減少による担い手の不足は深刻さを増すばかりで新規就農

者、雇用者が定着しやすくなるような環境づくり、補助金対策等が早急に必要になるだ

ろう。 

第第第第2222節節節節    耕作放棄地の推移耕作放棄地の推移耕作放棄地の推移耕作放棄地の推移    
 

本節では、年々増加傾向にある耕作放棄地の推移と現状を述べていく。 

 

図４図４図４図４    耕作放棄地面積の推移耕作放棄地面積の推移耕作放棄地面積の推移耕作放棄地面積の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：農林水産省ＨＰ）（出典：農林水産省ＨＰ）（出典：農林水産省ＨＰ）（出典：農林水産省ＨＰ）    

 

 

図４は耕作放棄地面積の推移である。高齢化や就農者の減少による担い手の不足によ

り、年々耕作地の放棄が多くなってきている。農林業センサスでは、1975 年以降、耕

作放棄地の面積を５年おきに把握しており、その推移をみると、85 年までは約13 万ヘ

クタールで横這いであったものの、これ以降増加し、05 年には38.6 万ヘクタールとな

っている。所有者の側面からみると、土地持ち非農家の耕作放棄地は、85 年から05 年

の20 年間で4.2 万ヘクタールから16.2 万ヘクタールへと約４倍に増加し、全体の42%

を占めている。 

耕作放棄地については、農業経営基盤強化促進法（昭和55 年法律第65 号）に基づき、

その所有者に対して、市町村長の勧告等の法的規制を発動し、適正利用を求めることと

なっており、それに従わない場合は、市町村長が必要な措置（草刈り、土石の排除等）

の代執行を行うほか、都道府県知事が他の者に特定利用権を認める裁定等を行うことと

なっているが、法的規制の発動は低調に止まっている。したがって、耕作放棄地の解消

のための法的規制について、より実効性の高い仕組みとなるようにすべきである。  

また、農業地域類型別でみると、面積は中間農業地域に多く（それぞれのシェアは山

間農業地域16%、中間38％、平地26%、都市的地域20％）、耕作放棄地率２２２２（＝耕作放棄地

面積÷（経営耕地面積＋耕作放棄地面積））は山間農業地域が最大（山間14.7%、中間12.6%、

平地5.6%、都市的地域12.7%）となっている。 

 耕作放棄地の発生要因としては、「高齢化等により労働力不足」とするものが最も多

く、この他、「生産性が低い（鳥獣被害が多い）」、「土地条件が悪い」、「農地の受け手が

いない」等の理由があげられている。 

 上記に対する政府の対応策としては耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が

特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を通じて、多面的機能を確

                                                      
２２２２ 耕作放棄地面積÷（経営耕地面積＋耕作放棄地面積） 
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保する観点から、2000 年に「中山間地域等直接支払制度」が開始された。05 年からの

２期対策では、07 年時点で28,253 集落協定により取り組まれている。この２期対策の

中間年評価における集落協定代表者へのアンケート調査結果では、97%が「耕作放棄の

防止効果あり」としており、同制度により耕作放棄地の発生防止が図られている。    

第第第第3333節節節節    農家労働力の高齢化と農家就業構造に農家労働力の高齢化と農家就業構造に農家労働力の高齢化と農家就業構造に農家労働力の高齢化と農家就業構造に

及ぼす影響及ぼす影響及ぼす影響及ぼす影響    
 

2005 年農林業センサスは、農家労働力の高齢化が一段と深刻になっていることを示

した。基幹的農業従事者では、65歳以上の高齢者が 57％を占め、早期にリタイアが予

測される 75 歳以上の後期高齢者割合は 21％を占める。農作業従事が限界に近い後期高

齢者割合は、労働力の確保が課題であることを示している。 

若年層が他産業に流出し、農家世帯主までが兼業へ傾斜する中で、農業労働力の高齢

化は、農政の主要な問題のひとつになった。しかし、高齢化問題の論議については、1971

年の農業者年金発足前後と、1980 年代の二つのピークがあったが、高齢化が一層進展

する 1990 年代以降は、「食料・農業・農村基本法」の制定などを通じて、高齢化問題が、

積極的に取り上げられることはなかった。その一方で、高度経済成長以降の農業問題の

一つであった兼業農家の滞留は、兼業従事者の高齢化と定年等に伴う他産業からの離職

により、高齢専業農業が多数を占める状況に変化した。2005 年農林業センサスをみる

と、専業農家が 2000 年から 4％増加し、また、全農家に占める世帯が「農業が主」の

農家の割合は、1980 年には 32％であったが、2005 年には 50％を超えた。零細な経営規

模の農業が多数を占める農業構造は、多くの高齢農業専従者によって担われる構造へと

変化している。 

第第第第4444節節節節    政府の対応策政府の対応策政府の対応策政府の対応策    
 

ここで、上記に掲げた自給率問題、雇用対策問題、この二点への政府の対応策を述べ

たい。まず、自給率低下の対応策として消費者に対する「食育」を行っている。農業体

験の場の提供をはじめ、国民運動の一環としての「FOOD ACTION NIPPON」を立ち上げる

など、消費者へ農業への関心を促している。これは世界の食料事情の変化や近年の食料

自給率が低い水準にあることを踏まえ、国民の皆様が問題意識を共有し、食料自給率向

上に資する具体的な行動を起こしていくため、食料自給率向上に向けた国民運動であ

る。現在、東京都港区に推進本部が設置されている。 

農業の担い手づくりに挙げられる雇用対策は、集落営農の推進、中山間地域への直接

支払制度がある。集落営農とは担い手不足、高齢化に伴う農地の荒廃や農村の活気が失

われないように従来の個別経営を集落全体で経営しようというものだ。狙いとしては、

効果的な生産体制の確立、自主的かつ継続的な生産活動の確保が考えられる。中山間地

域直接支払制度は地域の構造上、不利な状況にある農業生産の維持を確保するものであ

る。耕作放棄の防止、将来に向けた農業生産活動の継続的に実施が狙いである。中山間

地域の農地では、高齢化の進行に加え、担い手不足により耕作放棄が深刻化しているた

めこのような対応策が採られている。 
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しかし、農家への新規参入を考えている人々への明確な補助制度などが採られていな

いようだ。 

そこで我々の提言を通し、中年層や若者に農業への関心を抱かせ、今後の農業を担う

新しい力が必要だと考えた。 

自給率の低迷、並びに農家の労働環境、本章ではこの二点を主な問題意識として取り

上げ、改善策を模索し、日本農業の明るい未来を創造したい。 

第第第第5555節節節節    農地制度農地制度農地制度農地制度    
 

農地の集約化・大規模化が進まない原因は、兼業農家の転用期待にあるということが

明らかになった。続いて、本節では、それらの転用に関わる農地制度として、 農地税

制、農地規制（農地法、農振法）について検討を加えていく。 
（１）農地税制が転用に与える影響  

農家は、農業経営の維持・生産基盤である農地の保全を目的として、税制上の様々な

優遇措置を受けている。土地は生産不可能、移動不可能といった特色を持つとともに、

農地 はほかの用途へ転用されてしまうと、再び農地に戻すには多くの時間を費やすこ

とになる。これが農家による農地保有に対する優遇措置の根拠となっている。こうした

優遇措置 は、現在ではどのような問題を起こしているのだろうか。ここでは、とくに

金額の大きな 固定資産税・相続税・譲渡所得税に注目して考察していく。   
① 固定資産税 

固定資産税が課される農地は、将来の用途区分により一般農地３３３３と市街化区域農地４４４４

に分けられる。それぞれの課税額は異なり、一般農地には農地課税が行われるのに対し

て、市街化区域農地には宅地並み課税が行われる。農地課税は転用価格などを一切考慮

しないために、両者の差は極めて大きい。一般農地の税額５５５５は特定市農地６６６６の100分の1

程度となっている。 

②  譲渡所得税  
譲渡所得税は不動産の譲渡益に課税され、この譲渡所得税の特別控除には上限枠が定

められている。農家が農地を売却する場合、譲渡所得を特別控除の範囲内に収めること

より、課税を免れようとするインセンティブを持つ。このことが意味するところは、農

地の切り売り、つまり農地の分散が促進されるということである。 

③  相続税・相続税猶予制度  
相続税の課税にあたって、農地は課税評価上、市街地農地・市街地周辺農地・中間農

地・純農地に分類される。このなかで、農用地区域内農地のほぼ全てに適用されている

純農地の評価額はきわめて小さく、課税対象額は相続税の基礎控除の範囲内に収まって

いる。また、農家が農地相続をする際に、農業継続を条件に相続税の支払いを猶予し、

一定期間継続後にこれを免除する相続税猶予制度は、農家の世襲化を促すように機能し

ている。だが、現実に農業の後継者が不足する一方で、脱サラをして農業の世界に踏み

込む人もいるように農業の担い手が多様化する現在では、このような農家の世襲化を促

す制度はミスマッチを起こしているといえる。  

                                                      
３３３３ 市街化区域外の農地。 
４４４４ 都市計画法で定められた都市計画区域内の内、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的、

計画的に市街化を図るべき地域を指す。 
５５５５ 評価額×1.4％で求める。 
６６６６  三大都市圏の特定市にある市街化区域農地。 
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以上のように、農地に対する優遇税制により農地保有コストはきわめて低く維持され

ていることがわかる。たしかに、この優遇税制は、農家の経営安定、農業生産基盤の保

全という本来の目的に対しては、一定の合理性を持つといえるだろう。しかし、それと

同時に、農地の保有コストが低いということは、零細（兼業）農家が具体的な転用事案

がもちあがるまで待つこと、つまり農地を保有し続けることを可能にしているのである。 

大多数の農家が零細農家という現状では、特にこの優遇税制の弊害が目立つことになる。  

 
c. 相続税，相続税猶予制度 

（２）農地法と農振法の問題点  
① 農地法 

農地法は、農地の耕作者所有が最も適当であると認めた上で、耕作者の農地取得の促

進、及びその権利の保護、並びに効率的な土地利用を図るために利用関係を調整するこ

とにより、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進という目的を達成しようとするもの

である７７７７。その具体的手段として、農地を人為的に農地以外のものにする事実行為であ

る農地の転用に関して制限を加えている。また、農振法（正式名称「農業振興地域の整

備に関する法律」）は、経済成長が進むにつれて農地の転用に対する需要が高まる中で、

農業以外の分野との調整を図りつつ農業に用いる土地を一体的に保全し，開発を進めて

いく必要があるということを背景にして、今後、農業の振興を図るべき地域を明らかに

し、土地の有効利用と農業の近代化を計画的に推進しようとすることを目的に作られた
８８８８。これは、実質的に転用規制を骨抜きにしていると考えられる。農地法４条、５条以

外の転用は、転用面積全体の約25％とかなりの部分を占めているのである。  

  
② 農振法  

農振法における問題点としては、農振法の運用に際して、農家と農振法の農用地指定

を判断する市町村との癒着がおきる可能性があるということがあげられる。例えば、転

用期 待を持つ農家が、転用事案のあがる前には農業補助金を受け取り、具体的な転用

事案が持ち上がると市町村に指定解除を働きかけるということが実際に行われている。

こういった癒着により、農振法による農地の転用規制が正しく機能していないのである。       

 以上のように、農地税制は農地の保有コストを低め、農家による農地転用期待を維持

するように働いている。また、農地の転用規制は実質的には骨抜きにされており、多く

の転用が行われているという現状がある。これらが可能なために零細（兼業）農家は長

期にわたって転用期待を持ち続け、農地を保有している。この結果、土地の流動化は進

まず、農地の集約化・大規模化が達成されないままとなっている。ここに、日本の農業

において規模の経済性が働かず、農業部門の低生産性を引き起こす制度的要因が存在す

るのである。 

また、農地政策の見直しについては、「規制改革推進のための３か年計画（改定)」

（平成20 年3 月25 日閣議決定）において、「農地は農業資源として有効に利用されな

ければならないという理念に基づき、農地関連法制の整理を行った上で、新たな農地政

策を確立する。（平成20年ないしは平成21年度措置）」とされたほか、農地情報の提供、

面的集積の促進、耕作放棄地の解消など、効率的な農地利用に資する規制改革を進める

ことが措置された。 

現在、国内農業においては、肥料・飼料・燃油価格の高騰などにより、経営環境が悪

化し、離農や経営破綻などが続いているが、世界的には食料価格の高騰や食料不足に陥

っており、国内農業のコスト削減を図ることで、国際市場の需要を取り込める可能性が

                                                      
７７７７ 農地法第 1 条参照。 
８８８８ 農業振興地域制度研究会『農業振興地域の整備に関する法律の解説』参照。 
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高まっている。 

農業経営者にとって、現在の経営環境などのピンチを、国際市場に向けて生産を拡大

できるチャンスに変えるためには、規模拡大によるコスト削減が不可欠であることから、

農地改革の必要性や重要性は高まるばかりであり、農地改革を早期に具体化し実現しな

ければならない。 

農林水産省では、平成20 年12 月３日に「農地改革プラン」を公表し、農地を利用す

る者の確保・拡大や農地転用規制の厳正化などの改革を進めることとしているが、これ

を実現するためには、当会議が従来から主張しているとおり、例えば、農業生産法人要

件について、構成員要件のみならず事業要件や業務執行役員要件を含めて更に緩和する

ことや、農業委員会の権能についても、それが最も適切に行使されるよう仕組みを見直

すなどの改革も必要であると考えており、当会議としても調査・審議を深めるとともに、

引き続き状況を注視していく所存である。 

第第第第6666節節節節    食糧自給率の推移食糧自給率の推移食糧自給率の推移食糧自給率の推移    
本節では日本農業の食糧自給率及び、日本を加えた先進各国の食糧自給率の推移、日

本における食料輸入の依存率について述べることにする。 
これまでは農業従事者数の推移、労働問題といった側面から本報告書を作成してき

た。食糧自給率に触れることで、日本の農業がいかに逼迫した状況にあるか示すために

も、一度労働問題から離れ、食糧自給率の推移を見ていくことにする。 
 

図５図５図５図５    日本の食料自給率の推移日本の食料自給率の推移日本の食料自給率の推移日本の食料自給率の推移    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：農林水産省ホームページ「食料需給表」より）（出典：農林水産省ホームページ「食料需給表」より）（出典：農林水産省ホームページ「食料需給表」より）（出典：農林水産省ホームページ「食料需給表」より） 
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図６図６図６図６    先進各国の食糧自給率の推移先進各国の食糧自給率の推移先進各国の食糧自給率の推移先進各国の食糧自給率の推移 

              （出典：農林水産省ホームページ（出典：農林水産省ホームページ（出典：農林水産省ホームページ（出典：農林水産省ホームページ「食料需給表」より）「食料需給表」より）「食料需給表」より）「食料需給表」より） 

    

図７図７図７図７    各国の食料輸入依存率各国の食料輸入依存率各国の食料輸入依存率各国の食料輸入依存率    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（出典：農林水産省ホームページ）（出典：農林水産省ホームページ）（出典：農林水産省ホームページ）（出典：農林水産省ホームページ） 

 
図５は日本の食糧自給率、図６は各国の食料自給率である。一瞥しても先進国の中で

とても低いことがわかる。食料自給率が低いということは図７からもわかるように外国

からたくさんの農産物を輸入することになる。日本は圧倒的にその数値が高くなってい

る。しかし、日本に食料を輸出している国で農産物のとれる量が少なくなったり、日本

との関係が悪くなったりすると、輸出してくれない。そのため、安定した食料が得られ

るように、食料自給率を高める必要がある。 

食料自給率は、食料・農業・農村基本法（平成11 年法律第106 号）において、「国

内の農業生産及び食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者（地方公共団体、

農業者・農業団体、食品産業の事業者、消費者・消費者団体等）が取り組むべき課題を

明らかにして定めるもの」とされ、その向上を図ることを旨としている。昭和40 年度

には73％であった食料自給率は、現在では、40％（平成19 年度）にまで低下しており、

国民の不安感の高まりを受けて、その向上が重要政策課題になっている。 

しかしながら、現在注目を集めている食料自給率が、輸入を含めた総供給熱量を分母

とし、国産供給熱量を分子とするカロリーベースで算出されていることは、あまり知ら

れていない。また、輸入を含めた総供給熱量を分母としているため、輸入を減少させれ

ば自給率は自動的に向上することとなるが、我が国が食料純輸入国であり、輸入なしに

我が国の食料の安定確保が図れないことを忘れてはいけない。 
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食料自給率への関心が高まったことにより、国民が国産農産物に目を向けるきっかけ

にもなっており、我が国農業への期待が高まっていることは事実である。ただし、海外

においては、食料自給率は低くとも、農業が国際競争力を有し、輸出産業として自立し

ている国もある。 

農林水産省は、食料自給率の低さが国内農業の弱体化を招く等との理由から、自給率

の向上に向けた施策を講じているが、自給率の向上のみを至上命題とすることは、国内

農業の保護が正当化され、逆に弱体化を招くことにもなりかねない。 

食料自給率は、一つの指標としての意義はあっても、食料自給率の指標のみで、我が

国の農業の状況を国民に説明することはできない。食料価格の高騰や食料不足が世界的

な問題となる中、国民に対して、担い手不足や農地問題など我が国農業の現状と課題を

正しく伝え、国内生産、輸入、備蓄を適切に組み合わせつつ、食料の安定供給を確保し

ていく必要がある。 

さらに、輸入に依存する日本は、世界第１位の農産物純輸入国である。世界の農産物

輸入に占めるシェアは金額ベースで11.5％を占め、世界第3位となっている。小麦、と

うもろこし、肉類においては第１位である。また農産物輸入額から輸出額を引いた農産

物純輸入額でも、2位のイギリスの2倍以上の396億ドル（2004年）と第１位になってい

る。 

日本の農産物輸入は70年代後半から急増した。90年ころまでは食生活の多様化を反映

して、畜産物の飼料となるとうもろこしが第１位の輸入農産物だった。それ以降は牛肉、

豚肉などの畜産物輸入が拡大している。ただ、世界的に見ると、人口比わずか2％の日

本が、肉類の貿易量の４分の１以上である28％も消費するなど、やみくもな輸入を問題

とする声もある。  

 また、農産物輸入の多くを特定国に依存している。2002年の日本の農産物輸入の相手

国を見ると、アメリカの35.7％を筆頭に、中国、オーストラリア、カナダ、タイの順と

なっている。この上位５カ国で農産物輸入額の７割近くを占めており、特定の国への依

存が高いことがわかる。特に中国は1992年の7.8％から2002年には12.0％とおよそ1.5

倍に伸びている。伸びた品目としては鶏肉や生鮮野菜が目立っている。  

 一方、主要農産物では、アメリカのシェアが高く、いずれも過半数を占めているのが

特徴である。このように危機的になった農業を我々は、労働という側面から見てみるこ

ととする。すると農業との関わり方の多様化が指摘できると考えられた。兼業農家のよ

うに農業とともに出稼ぎや日雇い労働をする農業との関わり方や、パートやアルバイト

で短期間、農家のもとで農作業をする人々もいる。さらにパートやアルバイトをする人

たちの中には農業に収入を頼らない人たちもいる。 

農業と関わる働き方の多様化は農業の担い手の多様化でもあり、多様化する農業と関

わる働き方を論じることは農業の明るい未来に対する具体策を提示する上でも重要な

課題である。 
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第第第第3333章章章章    先行研究先行研究先行研究先行研究    

先行研究として、ここでは先進国の農業補助金政策の特徴を示していきたい。特徴と

しては、直接支払制度が挙げられる。直接支払制度とは、公的機関の予算から個々の農

業者に対して直接に給付され、農業者の所得を増やすようなあらゆる支払い（ＯＥＣＤ）

とされている。一般には税を財源とし、直接的には生産価格に影響を与えない支払いで

あることが条件となっている。 

ＷＴＯ農業協定においても、このような政策を「緑の政策」と位置付けている。貿易

歪曲効果や生産に対する影響がない、または最小限であること、生産者に対する価格支

持効果がないことに加え、公的な資金により行われるものと定めている。 

直接支払いには、具体的に、①所得変動に対する所得支持、②条件の不利是正、③自

然環境維持・保全に対する支払い、の３つの適応範囲があるとされる。①は自然的、社

会・経済的状況の変化によって価格が変化し、農家の収入の下落の補償として直接支払

いを規定したものである。②は構造的に競争条件が不利な環境に置かれている者に対し

て支払われるもの、③は自然環境の維持・保全のために支払いが行われるものである。 

ＯＥＣＤやＷＴＯでの協定が成立し、直接支払制度が導入される以前、先進諸国は主

に、政府が市場に介入することで農産物価格を一定に支持し、農家の所得を維持する価

格支持型の政策を行っていた。これら価格支持型の政策は、政府により価格が一定に保

持されるため、市場価格の形成に歪みをもたらし、歪んだ市場価格に基づく過剰生産を

産み出してきた。さらに、これら国内の余剰農産物が国際市場に行き場を求めたことで、

後進食料輸出国に対して不当な競争を強い、主要先進諸国が掲げる「自由貿易」の理想

とはおよそかけ離れた現状を産み出してきたのである。以下では、このような直接支払

い制度が導入されるにいたった経緯について、米国、欧州の歴史的背景に基づき紹介し

ていく。 

    

第１節第１節第１節第１節    アメリカの農業補助金政策アメリカの農業補助金政策アメリカの農業補助金政策アメリカの農業補助金政策    
戦後米国の農業政策は、アイゼンハワー大統領のもとで制定された農産物貿易促進法

に基づき補助金つきの農産物の商業的輸出を拡大してきた。しかしながら、ヨーロッパ

で食料自給達成のため行われた欧州共通農業政策の影響もあり、米国の農産物輸出は後

退し、国際競争力を減退させ、国内農産物の過剰生産状態が生じることとなった。そこ

で米国は1985年農業法を制定し、国家の積極的な農業への介入を図った。同法は、農産

物の最低価格保証をねらった①価格支持融資政策、農家の所得支持をはかる②不足払い

政策、土壌保全も兼ねた③生産調整政策、そして④農産物輸出拡大政策の４つのポリシ

ー・パッケージである。つまり、更なる輸出補助金と価格調整、減反によって国際競争

力回復を図ったのである。 

しかし、米国が競争力を回復させる一方で、国際的な生産過剰状態は継続した。こう

し国際的課題に対して、80 年代後半からのＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドを経て、国

境関税措置や国内支持政策、輸出補助金等に見直しが加えられ、1996 年世界貿易機関
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（ＷＴＯ）の農業体制にも対応する形で生産調整と不足払い政策を廃止し、新たに直接

固定支払いを導入することとなったのである。 

    

第２節第２節第２節第２節    欧州の農業補助金政策欧州の農業補助金政策欧州の農業補助金政策欧州の農業補助金政策    
第二次世界大戦後、欧州共同体（ＥＣ）は1959 年、欧州共通農業政策（ＣＡＰ）を

定めると同時に、各国別の農業政策を再編して「欧州農業共同体」を形成した。ＣＡＰ

は、農業における価格政策、貿易政策、構造政策、社会政策の４分野を包括的に進めた

ことにより、国境を越えた自給率を達成することとなった。穀物全体の自給率は1988

～89年で１１３％を記録し、野菜は１０６％、食肉は１０２％へと向上した。欧州は一

躍農産物輸出地帯となったのである。 

しかし、域内自給を上回る農産物は過剰生産を意味し、農産物過剰は財政問題をも引き

起こすこととなった。ＥＣ予算の約70％が農業に、その95％が価格支持政策へと投入さ

れたのである。また、欧州からの域外輸出は米国との貿易摩擦を引き起こしていた。 

そこで、米国同様、ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド農業交渉を経て1992 年、ＥＣは

ＣＡＰ改革を断行した。この改革では域内農産物価格引き下げと直接支払い制度を導入

することとなった。高水準の価格支持による生産刺激と、輸出補助金による輸出拡大と

いうＣＡＰの基本構図が変革を遂げることとなったのである。    

    

第３節第３節第３節第３節    日本の農業補助金政策日本の農業補助金政策日本の農業補助金政策日本の農業補助金政策    
戦後日本では独立した小作農による農業経営を目指すべく、新農地法９９９９の下で、農地

所有を細分化する農地改革が行われた。しかしこれは同時に、日本農家の小規模化もた

らすことになり、高度成長期を迎えた鉱工業との所得格差という問題を生みだし、政府

は小規模農家の所得を維持するため、農産物への保証価格を決め、既存の農家への保証

価格と市場価格の差の額を交付する価格支持型の補助金政策を導入したのである。 

前節でみたように、欧米諸国での生産過剰、さらには農産物国際市場への歪みをもた

らした価格支持政策は、日本においても、過剰な生産をもたらし、特に米の過剰生産は

生産調整を必要とするほどの社会問題となった。こうした戦後の農地政策と価格支持に

よる保護政策は、日本の農業を弱体化させ、食生活の欧米化とも相まって日本の自給率

は著しく低下させることになる。特に主要農産物の輸入状況をみると、米国、中国への

依存度が高く、世界各国からの品目別輸入率では小麦が約８６％、トウモロコシが１０

０％、大豆が９５％と、それぞれを輸入に依存している状態である。さらに、輸入依存

型の食料供給構造は、自然災害や異常気象などに起因する食糧危機、周囲の国際環境の

変化のような不測の事態に対して不安要素を抱えている。途上国の人口増加により、世

界レベルで食料需要が増加することも考えられ、食料安全保障は日本農政の最も重要な

課題のひとつとなっている。 

しかし、このような状況下の日本に対しても、ＷＴＯ協定の画定後、国際市場は農産

物に関する関税および国内農業補助金の引き下げが求められ、貿易、生産に直接影響を

及ぼすものは、規律上支援を行うことが不可能となった。そこで米の生産調整など多く

の弊害を生みだしたこれまでの補助金制度に代わり導入されたのが、経営要件を満たし

た農家に直接支払いによる補助金支給を行う「品目横断的経営安定対策」（現「水田・

稲作経営所得安定対策」）である。外国との①生産条件格差を是正するための対策(格

差是正対策)と②収入変動の影響を緩和するための対策(変動緩和対策)によって、国際

                                                      
９９９９ 従来の所有と利用の一体化を担保する農地法から「農地を経営資源として利用する」ことに軸を置いた「農地の所有

と利用を完全に分離する」仕組みを提案している。 
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競争力を持つ農業の担い手を育成しようとする制度である。 
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第第第第4444章章章章    実地調査実地調査実地調査実地調査((((ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング調査調査調査調査))))    

 

本報告書の分析手法としては、現在までにとられた政府による農業補助金政策を考察

した上で、昨今の農業に対する関心度をそのまま反映できるような前向きな思考で現状

を分析していきたいと考えている。 
食料自給率に関しては自由貿易の進んでいる世界情勢を踏まえれば、日本人の飲食ス

タイルを見直さなければ劇的な変革は難しいと考える。しかし農業環境の向上に伴って

日本の農業スタイルに変化を加える事で、政府の考える「食育」と同等の効果が期待で

きると考えている。そこで農業従事者の所得格差是正と農家に還元される流通システム

の確立によって農業を取り巻く環境の改善が必要だという結論に至った。 
先進国で行われている直接支払い制度を利用し、①所得変動に対する所得支持、②条

件の不利是正、③自然環境維持・保全に対する支払い、の３つの範囲を包括しつつ、現

在盛んに叫ばれているエコと農業をリンクさせていける事を軸として持ち、農家に対し

ての補助を行う事が農業環境に対して有効な措置だと考えている。 
 
また、労働力不足が生産能力の低下につながり、ひいては自給率の減少を引き起こすと考

え、まずは生産を安定させる労働市場安定の仕組みを構築することに着眼した。 
 そこで農業における労働市場の需要と供給について調査、分析した。 
 昨今の世界不況の影響は日本にもおよび、日本の労働市場は悪化している。それに伴い雇

用失業情勢がどのように変化しているのかを具体的に把握するため我々は職業安定所への

ヒアリングを行った。 
 以下のグラフは全国の雇用失業情勢に関するものである。ここでは特に職種は限らず、全

職種を対象とし、雇用全体の情勢を把握するものとする。これを見るとサブプライムローン

問題が起きた昨年末から著しく有効求人数が減少しているのが分かる。また逆に有効求職者

数が激増している。これにより、有効求人倍率は２１年８月付で0.36％まで落ち込んでいる。  
 有効求人倍率とは有効求人数（前々月からの求人数）を有効求職者数（前々月からの求職

者数とそれ以前からの雇用保険受給者数の合計）で割ったものであり、全国の職業安定所に

申し込まれている求職者数に対する求人数の割合を意味する。 
有効求人倍率0.36％という数字は、１０人の求職者に対しておよそ３人しか安定した職に

就けないという現状を表している。 
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図８図８図８図８    有効求人・求職・倍率状況有効求人・求職・倍率状況有効求人・求職・倍率状況有効求人・求職・倍率状況 

    

 
    

（出典：厚生労働省（出典：厚生労働省（出典：厚生労働省（出典：厚生労働省HPHPHPHP）））） 

    
図図図図９９９９    職業別求人求職バランスシート職業別求人求職バランスシート職業別求人求職バランスシート職業別求人求職バランスシート((((フルタイムフルタイムフルタイムフルタイム))))  （雇用失業情勢 ２１全国） 

（出典：公共職業安定所）（出典：公共職業安定所）（出典：公共職業安定所）（出典：公共職業安定所）    

次に求人と求職のバランスがどのようになっているのかということを図の８で述べたい。

ここから全体の平均の有効求人倍率に比べ農林漁業の有効倍率は低くなっていることがよ

みとれる。25 歳以上からの有効倍率は 24 歳以下の有効倍率に比べ、大きく減少している。

農業を希望する人が 10 人にいるとして 3人しか働き口は見つからないのが現状であること

がわかる。問題意識の第 2 節で述べたように、農業従事者の減少が問題となっている。し

かし農家は極少人数でかつ短期間での求人しか出していない。公共職業安定所では希望の職

種や勤務地などの条件で職業を自動検索できる仕組みがあるが、我々が実際にそのシステム

を使って首都圏で働ける農家の求人を探したところ検索にかかったのはほんの数件であっ

た。しかも雇用の期間が半年から１年と、収穫の時期だけに限られているところもある。求

職中の人が求める条件として、土日休み、９時〜１７時勤務などがあるため、この条件を農

業が満たすのは難しいと考えられる。 
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しかし、下の表では全体の平均求人賃金の下限平均は農林漁業の下限平均よりもわずかで

はあるが高く、上限平均は農林漁業のほうがわずかに高いことから、農林漁業の賃金は他の

職業に比べほぼ平均的であることがわかる。そのため、２０万円程度の収入を条件とする人

にとって農業は条件を満たしていると言える。一方で、求職者希望賃金は全体の平均希望賃

金に比べ農林漁業の平均希望賃金は三万円ほど低い。このことから農林漁業は他の職業に比

べ、決して賃金が低いわけではないが労働者が求める賃金の低さから農業には収入を期待し

ていない姿勢がうかがえる。 

 

図１０図１０図１０図１０    職業別求人・求職賃金状況職業別求人・求職賃金状況職業別求人・求職賃金状況職業別求人・求職賃金状況    

 フルタイム 

求人賃金 求職者 

希望賃金 下限平均～上限平均 

職業計 209,546～291,864 257,594 

農林漁業の職業 197,795～311,752 228,125 

（出典：公共職業安定所）（出典：公共職業安定所）（出典：公共職業安定所）（出典：公共職業安定所）    

 

ただ、いくら給料が一定条件を満たしているとしても求人が農家１軒につき１人といった

状況では、問題としていた農業従事者の減少を食い止める手段として農家への就職の斡旋が

適当であるとは考えられない。 
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第第第第5555章章章章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

 
前章までの現状と分析を踏まえ、我々は現在求職中の人々に対する雇用対策とアグリ

ビジネスを通じた就農支援政策を提言する。 
分析の中で公共職業安定所のヒアリングを行ったことにより現在の有効求人倍率が

極端に低いという現状を確認することができた。つまり就職を希望しても働き口がない

という人が溢れているということである。その人たちの雇用問題と従事者が減少してい

る農業とのつながりを考えることで雇用問題と農業の基盤である労働力の確保という

問題を解決できるのではないだろうか。 
現状 
・農業従事者が年々減少傾向にある。         ハローワークに就農者を 
・高齢化、就農者の減少、後継者不足         集めてもらう。   

       ↓ 
・耕作放棄地→多面的機能の低下 
 
以上のことを踏まえ就農が必要とされている。 
          ↓ 
・ただ個人農家に今以上の求人は見込めない     企業を受け口として農業の 
ハローワークへのヒアリングで明らか        発展をはかる。 
 
個人ではなく企業に就農することのメリット 
・長期で雇用してもらえる、各種社会保険の完備、安定した収入。 
デメリット 
・個人農家が出荷先を失い、収入が減る。 
 
 
現状から農業従事者が年々減少傾向にあることが分かった。1975 年に約 1400 万人

いた農業従事者は 2005 年には 500 万人まで減っており、30 年間で約 3 分の 1 の人数

になってしまっている。また高齢化、後継者不足も問題として挙げられている。70 歳

以上の高齢者が支えている農家も少なくはない。 
その現状がもたらすのは耕作放棄地の増加、さらには水源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観の保護など中山間地域の多面的機能１０１０１０１０の低下が懸念される。以上のことを

踏まえ、就農が必要とされている。そこでハローワークに就農者を集めてもらい、企業

を受け口として農業の発展を図ること我々の考える政策提言である。しかし、問題点と

しては、個人農家に今以上の求人は見込めず、それはハローワークへのヒアリングで明

らかであった。 

                                                      
１０１０１０１０ 国土の保全機能、自然環境の保全等のこと。農業・農村は、洪水の防止や水資源のかん養、大気の浄化、さらには、

人々の心のふるさととも言える美しい景観の形成など、様々な公益的な機能を発揮することにより、国民の生命と財

産、豊かな暮らしを守る重要な役割を総称していう。 
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 また、個人農家でなく、企業に就農することへのメリットは希望者を長期で雇用して

もらえる点、各種社会保険の完備、そして安定した収入が見込める点である。逆にデメ

リットは個人農家が出荷先を失い、収入が減る点である。 
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おわりにおわりにおわりにおわりに    

消費者意識の改革消費者意識の改革消費者意識の改革消費者意識の改革    
最後に、消費者自身の意識の改革をうったえたい。いくら農業の生産力が向上したとして

も、それを消費者が受け入れなければ農産物は無駄になるだけだからである。 

したがって消費者は食料品の価格ばかりを優先する思考、また過剰な潔癖意識から脱却す

る必要性がある。確かに安い食料品というのは魅力的であるが、国内農産物における生産者

の再生産の可能性を考えると、それが保証できる程度の価格を設定する必要があるのではな

いだろうか。また曲ったキュウリやナスを見て買い控えする極度の潔癖もなくしていくべき

だ。農産物の形は単なる表面的な良さを表わしているだけで、それ自体の味とは関係のない

ものである。さらに無農薬、無化学肥料にこだわりすぎることも避けたほうがよい。産直活

動や生産・加工現場の見学等をすれば、そこにおける様々な苦労や工夫を知ることができる

し、それを知れば添加物の必要性があることも理解できるだろう。 

このように「生産者と消費者との顔のみえる関係」を拡大していくことが消費者意識の拡

大にとって重要であるとともに今後の課題である。 

    
流通経路の確保流通経路の確保流通経路の確保流通経路の確保 

農業という産業の生産力の拡大をはかるうえで、もう１つ重要なことは農産物を流通させ

ていくための経路を確保することである。 

農産物の生産量が増えたとしても産地とその農産物を売る店舗との距離が遠ければ効率

よく農産物を市場に回すことはできない。従来の農産物の流通経路は産地から店舗までの間

に集荷、荷捌きをする卸売市場と在庫保管、仕分け、配送を行う仲卸、そこからさらに農産

物を納品し消費者の手に届くまで在庫を管理する物流センターという各段階が存在する。 

農産物は工業製品と違い在庫をもてない商品ゆえに需給バランスが崩れると大量のロス

が発生してしまう。したがって、それを防ぎ改善するために効率の良い流通経路の確保が必

要である。 

たとえば、産地から店舗までの間に受発注、低温による在庫保管、仕分け、配送、そして

さらには売り場での作業の簡易化を図るような工夫でもある商品のカット、小分けをも担う

中間卸売業者のようなものも必要であり、これがさらなる農業の発展の手助けになるのでは

ないだろうか。 

巨額の廃棄ロスは業者だけでなく最終的には消費者にも跳ね返る。流通から変える姿勢を

持たなければ日本の農業に光は射さない。 
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