
農政改革の展開方向

平成２１年６月３日
農林水産大臣 石破 茂

（参考資料）
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1970年代前半の穀物等の国際価格の推移

※対71年末比較

資料：米国農務省 注：シカゴ商品取引所の各月第1金曜日の期近価格
穀物には、大豆は含まれない。

穀物生産量（百万t） 1,177 1,141 1,253 1,204 1,237

対前年増減率（％） 9.1 ▲ 3.1 9.8 ▲ 3.9 2.8

需要量（百万ｔ） 1,150 1,174 1,230 1,191 1,212

期末在庫率（％） 18.9 15.4 15.6 16.7 18.1
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2.1倍

（ドル/トン）

1990年代前半の米の国際価格の推移

※対93年6月比較

作況指数 95 101 74 109 102

日本の輸入量(万t） 5.7 9.2 104.9 183.5 49.5

世界の貿易量(万t） 1,450 1,490 1,580 2,110 1,980

資料：農林水産省、米国農務省
注：タイ国貿易取引委員会公表による各月第1水曜日のタイうるち精米100％２等のFOB価格
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穀物等の貿易率の比較
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1974年度
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資料：米国農務省、（社）日本自動車工業会調べ、米国エネルギー省調べを基に農林水産省で作成。

注：貿易率＝輸出量／生産量×100
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初期値 1 2 3 9 10

生産調整強化
シナリオ

現状維持
シナリオ

生産調整緩和
シナリオ①

生産調整緩和
シナリオ②

価格
（円/60kg）

15,075

18,365
（－10万ha）

15,866
（±0万ha）

13,804
（＋10万ha）

10,648
（＋30万ha）

7,506
（＋60万ha）

18,365

14,632

13,506

11,768

9,721

年目初期値
（19年産）

生産調整廃止
シナリオ

※括弧内は、主食用米作付面積160
万ha（20年産）からの増減

米政策シミュレーションによる予測

転作への助成を拡
充し、主食用米並み
の所得を確保。

20年産と同程度の助

成を措置。

生産調整関連施策
をすべて廃止。

生産調整の助成を廃止す
るが､麦､大豆等に対して
は現在と同水準の助成を
措置｡生産調整実施者す
べてを対象とする米価下
落対策を実施。

生産調整の助成を廃止す
るが､麦､大豆等に対しては
現在の１／２程度の助成を
措置。担い手の生産調整
実施者のみを対象とする米
価下落対策を実施。

10年目の

米の需要量

752万トン

809万トン

829万トン

867万トン

921万トン

米の需要量 855万トン ４４



評価する 54.5% 評価しない 43.1%

① 朝日新聞及び東北大学のアンケート調査 ③ 東京大学大学院鈴木教授らの調査

② 河北新報社によるモニター調査

廃止されるべき

16% 49% 23% 9%

大幅な見直しが必要

若干の見直しは必要

継続されるべき

① ② ③ ④

① 米価が下落し、農業経営が行き詰まる 50.0%
② 自己責任で対応するには限界がある 10.9%
③ 休耕田、耕作放棄地が増える 10.0%

62.2％ 37.8%

やめたほうが良い

継続したほうが良い

① ② ③

① 米価の維持に役立っている。
やめたら米価が下がる 60.4%

② 米販売収入が減少する中で、他転作への
奨励金、麦大豆への格差補てん等による
収入が経営に欠かせないから。 18.9%

④ その他 29.1%

③ その他 20.8%

「評価しない」理由

「継続したほうが良い」理由

各種のアンケート調査における生産調整の評価

（問） 減反は・・・

（問）生産調整の緩和に意欲を見せる石破農相の姿勢について

（問） 米の減反政策について

① 平成21年3月21日朝日新聞3面より。アンケートは宮城、秋田、山形、新潟4県の農業者
800人を対象に2月下旬から3月上旬にかけて実施。配布した質問表を郵送で返送してもら
うことにより回収。回収率は74.3%

② 平成21年5月29日河北新報1面より。東北6県の販売農家300人に農業モニターを委嘱。
5月23日、24日、電話で聞き取り調査し、85%にあたる255人から回答を得た。

③ 出典：『農家の経営リスク・家計リスクに関する意識調査報告書』

米販売農家156人に対するアンケート（平成20年）（渡辺靖仁・鈴木宣弘）

【出典、調査概要】
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1

賛成 どちらともいえない

37.3% 28.8% 33.7%

反対

（問） 石破農相が米の生産調整を含む農政見直しを

しようとしています。どう思いますか。

（問） 生産調整が果たしている米の需給と価格

の安定に対する役割をどう思いますか。

1

大いに評価する どちらかといえば評価しない

どちらかといえば評価する 全く評価しない 4.9%

22.5% 53.3% 19.3%

（問） 生産調整の見直しに何を望みますか。

1 ① ② ③

① 水田フル活用の定着
（麦、大豆、飼料作物、米粉・飼料用米などへの
助成を拡大し、米並みの所得水準を目指す。）

51.0% 
② 生産調整の選択制と所得補償の導入

（価格が多少下がっても、米の作付けの自由度を高め
る。 生産調整参加者には一定の所得補償をする。）

42.2%
③ 生産調整の廃止

（自由に米の作付けができるようにし、価格は
市場原理にゆだねる。所得補償はしない。） 6.2%

（問） 所得補償を導入する場合、対象はどうすべき

だと思いますか。

1 ① ② ③ ④

① 生産調整に取り組む担い手（認定農業者や
集落営農組織）に限定する 23.5%

② 生産調整に参加・不参加にかかわらず、
担い手ならだれでもよい 8.2%

③ 担い手に限定せず、生産調整参加者全員
を対象とする 65.4%

④ わからない 1.0%

日本農業新聞によるアンケート調査の概要

出典：平成21年6月3日付け日本農業新聞１、３面。5/23～5/31にかけて稲作を営む農家や

農業生産法人、集落営農の代表計380人を対象に調査を実施（306人から回答）。 ６６



消費者生産者 食品農畜水産物

フードチェーンフードチェーン

最も効率的に安全性が向上するように、有害な微生物（０157等）
・化学物質(カドミウム等）による汚染を防止・低減する必要

生産段階 加工・流通段階

食品の安全性の向上についての基本的考え方食品の安全性の向上についての基本的考え方

後始末 ：問題が発生したときに事後的に対応

食品の安全性の向上と消費者の信頼確保に向けた取組

食品の安全性の向上

・ 食品の加工技術の高度化やサプライチェーンの複雑化によって、一般消費者は食品の加工や流通の過程が

見えづらくなっている。このため、食品の品質管理や消費者への情報提供などに意欲的に取り組む食品事業

者が適正に評価される仕組みを構築する。

・ ①の推進のため、科学的知見を規制等の措置につなぐ調査研究、行政による科学的分析とそれに基づく施策

の企画立案の充実や、行政と研究部門の連携強化を図る。

消費者への食品情

報提供の充実

・ 通販やネット販売など消費者が購入時に商品を手にして表示を確認できない販売方法が増加していることを

踏まえ、開示すべき基本的な商品情報とその開示方法についての指針を策定。

・ ホームページや二次元コード（ＱＲコード等）などによる、加工食品の原料原産地などの情報の開示のあり方を

検討し、指針を策定。

今 後 の 展 開 方 向今 後 の 展 開 方 向

「後始末より未然防止」

未然防止 : 生産段階から消費段階に
わたって安全性を向上

７７

① ホームページ等における情報提供や通販・ネット販売への対応

② 意欲的な食品事業者が適正に評価される仕組みの構築

① 食品の安全に関するリスク管理の的確な実施と行政機関による科学に則った判断。
② レギュラトリーサイエンスの推進



0

1

2

3

4

5

6

7

平成2 平成7 平成12 平成17

我が国の農業・農村が直面する現実

農業集落数の推移農業集落数の推移

農業所得の推移農業所得の推移

我が国の農業、農村は、農業所得の減少や高齢化に直面しており、このままでは持続可能性の維持す
ら危うい状況。若い世代をはじめとする新規参入や元気な農業経営体の育成が急務。
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0.7％減

1.6％減

3.5％減

注：1970年、1980年の斜体は沖縄を除く

こ
の
10
年
間
で
約
５
千
集
落
が

農
業
集
落
機
能
を
喪
失

資料：農林水産省「世界農林業センサスにおける農業集落調査を基に作成」

農業純生産（所得）

（兆円）

年度

6.1

5.1

4.0
3.４

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

昭和45年 昭和55年 平成２年 平成12年

15年間で農業所得は半減
○平均年齢

平成 7年 59.6歳
12年 62.2歳
17年 64.2歳

資料：農林水産省「農林業センサス」

注 ：基幹的農業従事者とは、自営農業に主として従事した15歳以上の世帯員（農業就業人口）

のうち、普段の主な状態が「主に仕事（農業）」である者で、主に家事や育児を行う主婦や学

生等を含まない。また、上記の図は販売農家のもの。
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注：農業純生産とは、「農業総生産－固定資本減耗（減価償却引当額＋災害
額）－間接税＋経常補助金」で算定され、所得として受け取った額に相当。
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戦後農政の歩み

昭和20年

食管法
制定

（S.17）

昭和36年

終戦直後は食料の増産と農村の民主化が課題。その後、我が国の経済成長の過程の中で他産業との
格差是正や、国際規律への対応、担い手の育成などの課題に対応した農政を展開。

農
地
・
担
い
手

農
地
・
担
い
手

主
要
食
糧

主
要
食
糧

農村の貧困追放と
都市への食料供給

平成４年

・生産性、所得の農工間格差の
是正

・米麦中心の生産から、畜産、
野菜、果樹等の需要が拡大す
る作物への生産転換（選択的
拡大）

平成11年

広範な自作農を創設・定
着するための農地改革

・農地法の制定（S.27）

食料が絶対的に不足し
食糧増産が大命題

・食糧増産5ヵ年計画（S.27）

農業生産性向上のための
農地流動化推進

・農地法の改正（S.45）
（借地による農地流動化）

・農用地利用増進事業（S.50）

米の消費減少による
需給ギャップの発生

・自主流通米制度の発足（S.44）

・米の生産調整本格開始（S.46）

担い手の育成・確保

・農業経営基盤強化促進法（H.5）

国の全量管理から
民間主導の流通

・UR合意（H.5）、MA米輸入開始
（H.7）、米の関税化(H.11)

・戦後最悪の不作（H.5）

・食糧法制定（H.６）

新農政等（新しい食料・農業・農村政策の方向）

効率的・安定的農業経営が
担う農業構造の確立

・経営所得安定対策（H.19）

消費者・市場を重視する
米政策改革

・食料の安定供給の確保
・多面的機能の十分な発揮
・農業の持続的な発展
・農村の振興

農業基本法終戦

・「農業」に加え「食料」「農村」
という視点から施策を構築

・効率的、安定的経営体育成
・市場原理の一層の導入

基
本
的
課
題

基
本
的
課
題

新基本法（食料・農業・農村基本法）

・米の完全自給達成（S.42）

・米政策改革大綱決定（H.14）

経営支援策の体系化、
認定農業者制度の創設

・全農家を対象とした品目
別対策から、担い手の経
営に着目した対策に転換

・集落営農組織を位置づけ

戦後農政 基本法農政 新農政 新基本法農政

・米価算定に生産費所得補償
方式導入（S.35）

・恒常的な米輸入

・農用地利用増進法制定（S.55）

・新たな米政策大綱決定（H.9）
・食糧法改正（H.16）

・最初の米価切り下げ（S.62）

・稲作経営安定対策創設（H.9）

備蓄のための政府買入れに限定、
計画流通制度への移行等

備蓄を適正水準にするための備
蓄運営ルールの導入

生産者主体の需給調整、地域の
創意工夫による助成（産地づく
り対策）

生産調整方針の法定化、
流通の原則自由化等 ９９



旧農業基本法制定時の想定と実際の進展

高度成長により農業の過剰就業人口が

他産業に吸収され、農家戸数が減少する。

離農･規模縮小する農家の農地を集積
することにより、農業経営の規模拡大が
進み、生産性も向上する。

消費者所得の増大に伴って、需要の伸
びが期待される農産物の生産が選択的に
拡大する。

この結果、価格政策に大きく頼らなく
とも、農業と他産業との間の生活水準
の格差の解消が図られる。

○ 農地価格上昇・資産的保有傾向により、農地
の流動化による規模拡大は十分進まず。

畜産物、果実、野菜等において選択的拡大が
進んだが、米の消費は想定以上に大きく減少。

○ 高度経済成長の中で、農工間の所得格差へ
の配慮もあり、米価を中心とした価格政策に
大きなウェイトが置かれ、それがコメの過剰
や小規模経営の継続の誘因に。

第２種兼業農家
の割合

32%（S35）
→62%（H19）

比較生産性
（対製造業）
20.7%（S35）
→20.0%（H18）

米の１人当たり
消費量

115kg（S35）
→61㎏（H19）

農家世帯員１人当たり
の所得の対勤労世帯割合

70%（S35）
→113%（H15）

農家総所得に占める
農業所得の割合
49.5%（S35）
→14.3%（H15）

農業基本法制定時の想定農業基本法制定時の想定 実際の進展実際の進展

注：Ｓ35は総農家戸数に占める第２種兼業農家の割合、Ｈ19は販売農家に占める第２種兼業農家の割合。

○ 技術進歩、機械化の進展により、農家の多くは
他産業に従事（兼業）する形で営農を継続。

注：比較生産性＝農業就業者１人当たり純生産／製造業就業者１人当たり純生産

○ 農地価格が上昇し、資産的保有傾向が強まった。

○ 農業の時間当たり、面積当たりの生産性は向
上したものの、規模拡大が進まず他産業と比較
すると依然として大きな格差。

○ 農家平均の所得で見れば他産業との均衡が
達成されたが、それは農業発展によってでは
なく、主として兼業所得の増大によるもの。
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世界の食料需給の動向と見通し世界の食料需給の動向と見通し

穀物及び大豆の国際価格の見通し

実績 見通し

資料：農林水産政策研究所「2018年における世界の食料需給見通し
－世界食料需給モデルによる予測結果－」

ひっ迫基調を続ける世界の食料需給の中での我が国農業の役割

多くの研究機関が今後も世界の食料需給はひっ迫基調で推移すると予測しており、国民への食料の安
定供給を確保する上で我が国農業の食料供給力の強化は重要である。また、世界の栄養不足人口が急増
する中で、我が国が、自国で作ることのできる食料を作らずに国土を荒らすことは、世界の食料需給や
環境問題に照らして許されない状況にある。

【参考】
世界食料サミット（96年）
における削減目標

億人

8.3億人

9.6億人

4.1億人

1995-97 2008 20150

4

5

6

8

9
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世界の栄養不足人口の推移

過去10年余りで

１億人以上増加

年

資料：FAO「The State of Food Insecurity in the World」、FAO及びWFPホームページより農林水産省作成 1111



・１０万haの耕作放棄地で営農を再開した場合

⇒ 新たに約１，０００億円の農業生産が見込まれる

○ エネルギー

・今後、開発可能な水力発電所・・・約２，７００地点

⇒ ４５８億ｋｗｈ／年の発電量 （約１，２５０万世帯分）

○ バイオマス資源

・我が国では年間３億２千万トンのバイオマスが発生
（稲わら、家畜排せつ物、食品廃棄物、林地残材 等）

・ 農地利用が困難な耕作放棄地のうち、仮に４万ｈａ（全耕作

放棄地の１割に相当）に太陽光パネルを設置した場合
約２４０億ｋｗｈ／年の発電量 （約６５０万世帯分）

○ 情報通信インフラ

・ブロードバンドの普及状況

・携帯電話エリア内人口（全国）

○ 食品廃棄物

○ バイオテクノロジー

・我が国のスギ花粉症患者は約３，８００万人と推定

これらの人々が医療費や 医療関連費（マスク・目薬等）として

約２，３００億円を毎年支出

⇒ 発症を抑制する花粉症緩和米には、市場から大きな期待

・ 民間企業の推計では２００９年の世界の医薬品の市場規模

は８，２００億ドル（約８２兆円） （成長率：４．５～５．５％）

○ 耕作放棄地

・この他、農業用水路等に未利用の水力エネルギーが存在

・我が国の食品廃棄物約１，９００万トンのうち、約１，４００
万トンが未利用で焼却又は埋立により処理。これらを全
て焼却したと仮定すると、約３，５００億円の焼却費用

・我が国の耕作放棄地面積 ３９万ｈａ

・我が国農地１ｈａあたりの農業総生産額（Ｈ１８） 1０１万円

（町村） ２４．５％サービスエリアの
世帯カバー率（全国）

９９．８％

・これらを全て発電に利用した場合の電力量 約６００億kwh
⇒ 約１，６００万世帯の年間電力消費量に相当

・さらに、原油に換算すると １，６００万ｋｌ
⇒ 我が国の原油輸入量（２億４千万ｋｌ）の６．５％に相当

⇒ 肥料・飼料利用の拡大による焼却・埋立費用の大幅な
削減が可能

⇔
（都市部）４７．９％

利用率９８．３％

⇒ 農山漁村では条件不利地域の情報通信インフラの整
備と有効な活用の拡大への期待

農業・農山漁村の潜在力
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１ バイオマス新産業創造プロジェクト ～世界最先端の環境技術を活かした新産業の創造～

農林水産物から新素材等を製造する技術や、環境負荷抑制や生物多様性の確保を通じて、

次世代へ豊かな環境を継承するための技術などの開発・実用化を加速し、

・農林水産物や未利用バイオマスを活用する新産業の育成と新たな雇用の確保

・農林漁業の地球環境保全への貢献と排出権取引等の新たなビジネスチャンスの創生 等を目指す。

３ 未利用エネルギー活用プロジェクト ～ 農山漁村を起点としたエネルギー革命の推進 ～

農山漁村に豊富に存在し、現在、利用されていないバイオマス、太陽光、水力、風力などの
自然エネルギーを効果的に活用する社会システムの構築を推進するため、社会資本整備やイ
ンセンティブの拡大が必要。

小水力発電施設

【具体的な対応例】
・バイオ燃料の地産地消に
向けた社会システムの構築
・自然エネルギー由来電力
の導入量拡大、導入支援制
度

このような取組により、農山漁村が新たなエネルギー供給基地になることによる農山漁村
の活性化、低炭素社会の実現や地球環境保全への積極的な貢献を目指す。

○○ 緑と水の環境技術革命緑と水の環境技術革命

２ アグリ・ヘルス産業開拓プロジェクト ～バイオテクノロジーと植物工場等の組合せによる新産業の創造～

近年実用化されつつある遺伝子組換え技術等を活用した農作物・カイコ等の生産技術や、ＬＥＤ等の

人工光を用いた植物工場における高度な生産管理技術を用いながら医薬品、医療用新素材等を生産。

新産業による製品例：スギ花粉症緩和米、機能性米（血圧調整効果）、人工血管、蛍光絹糸
高度な生産管理が可能な植物工場

以下のプログラムについて、経済界とも協力し、国家をあげて実施以下のプログラムについて、経済界とも協力し、国家をあげて実施

【具体的な技術例】
亜臨界水処理技術を応用
した木質バイオマス連続分
解システムによる木材の新
用途の創出

農業・農山漁村の潜在力を活かした新たな挑戦
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４ 耕作放棄地解消プロジェクト ～平成の農地改革の実践を通じた地域の活力の回復～

５ 農山漁村ＩＴ活用総合化プロジェクト ～世界最高の情報通信基盤・技術を活かした農山漁村の活性化～

ほ場で直売所の
売れ行きを確認

世界最高の情報通信基盤・技術を活かして農山漁村の活性化を図る。

・「省力」・・・携帯電話を活用した農作業記録の自動化、センサー・ロボットを活用したほ場・ハウス・ 畜舎

の監視・管理作業の省力化

・「売上」・・・電子地図、衛星を活用した産地ぐるみの栽培管理により作物の収量・品質向上で売上を増加

・「便利」・・・ブロードバンドを活用したネット販売、農作物市況・営農情報提供、電子商取引、行政サービ
スの提供で情報を簡単入手、便利な暮らし

・「元気」・・・携帯電話を活用した観光情報、地域情報、直売所情報の提供で人が集まり地域が元気

・「安心」・・・携帯電話を活用した子どもの見守り、遠隔健康相談、交通情報の提供で安心した暮らし

耕作放棄地の再生・利用を図るためには、「引き受け手をどうするか」「土地条件はどうか」
「作物をどうするか」といったことが課題。

このため、農地制度の基本を「所有」から「利用」に再構築する平成の農地改革を行った上で、
耕作放棄地の再生・利用の取組に対する支援を水田フル活用に向けた施策等と組合せて講じ、
その農業上の利用を推進。

なお、農業上の利用が不可能なものは、立地条件に応じて活用。 荒廃した耕作放棄地 再生・利用

６ 食品産業グリーンプロジェクト ～食の工場で環境と成長を同時に追及～
食品リサイクル・ループのイメージ

食品関連事業者
食品関連事業者

再生利用事業者
再生利用事業者

農林漁業者等
農林漁業者等
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資源・エネルギーの投入・利用の最適化とエミッションの最小化を可能とする食品産業の
グリーン化と企業体質の強化を実現するため、

・資源の効率的利用を進めるため、業種ごとの食品廃棄物発生抑制基準の策定等事業者
による食品ロスの削減
・生産現場を含む関係者の連携による食品リサイクル・ループの構築等効率的な食品リサ
イクルを促進する。




