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要約 

現在農林水産省は、政策として日本の農業の大規模化を促進しており、そのために現行法

の改正等の法整備を活発に行っている．しかし、現状の米農家の約 90%は作付面積が 2.0ha

以下の小規模営農であり、農林水産省が大規模営農の目安としている 4.0ha に達していな

い．本稿の目的は二点あり、第一に営農規模の大規模化を達成することで変化する社会総余

剰を推計し、大規模化の是非を明らかにすること、第二に現状を踏まえ、米農家の大規模化

の障害を解明し、現行の政策の不備を補い改める点を含めて、社会総余剰を拡大させるよう

な大規模化促進政策を提言することである．  

第 1 章では、現状の日本の農業が陥っている非効率性を明らかにし、その非効率性の要

因である小規模な営農規模を大規模化することによる社会総余剰の変化について述べる．本

章の分析では、農林水産省「農業経営統計調査」を参考に、米作における規模の拡大がいか

にメリットを有しているのかということを述べている．また大塚啓次郎（1984）「米需要供

給関数の推定」を参考に米の需要・供給関数をそれぞれ推計し、営農規模の変化によって社

会総余剰が拡大するということを明らかにした．この分析結果から、日本の米作の現状は小

規模農家が多く存在しているために非効率が生じていると推定されるため、我々は米作の営

農規模において大規模化を促進するべきであると考える． 

第 2章では、第１章の実証分析の結果を受けて大規模化促進政策を行う上で考慮すべき 4

つの事柄を明らかにし、それぞれの現状について述べる．ここで述べる 4つの事柄とは、

小規模米農家保護政策、農地制度、法人参入、農業協同組合である．第１節の小規模米農家

保護政策として代表的なものは、減反政策である．これは国の主導によって政策的に米の作

付面積を減らすことで供給量を減尐させる政策である．この政策により米価が上昇し、その

恩恵を大きく受ける小規模米農家を市場滞留させる原因となっている．また現在農家に対し

て数多くの補助金が存在するが、その中には小規模農家を市場滞留させる要因となってしま

っているものがある．本来、農林水産省が日本の農業の大規模化を真に促進しようとするな

らば、これらは廃止されるべきであるが、未だに存在してしまっている．第 2節では、農

地制度について述べる．農地制度としては農地への優遇税制と農地保有合理化法人の 2 点

がある．前者の農地の優遇税制についてだが、農地を宅地等と比較した場合に税率が顕著に

低いため、農地を保有し続けるコストがかからず、農地の流動化を妨げている．後者の農地

保有合理化法人とは、政府が農地の流動化を目的として改正した農業経営基盤強化促進法で

規定された公的団体である．しかし、現状ではその機能を十分に果たしていないことが、我々

のフィールドワークの結果から判明した．第 3節では法人参入について述べる．大規模化

を行う際に、その広大な面積の農地を担うことができる農家が多数存在することが必要不可

欠だが、現状の市場に存在している農家のみでは賄うことができないと考えられる．そのた

めに、我々は現在様々な制度によって参入規制されている法人を、新たな担い手とするべき

だと考えた．そこで、現行の様々な規制とその問題点を明らかにしている．この章の最後で

ある第 4節では、農業協同組合について述べる．なぜなら、農業協同組合は小規模米農家

を保護し大規模化を阻害する恐れがあると考えたからである．阻害する理由として、現行の

農協法の性質、及び兼業農家・准組合員の預金が資金源となっている信用・共済事業を核と
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した収益構造がある．そこで、我々は実証分析を用いてそれらの実状を明らかにし、問題点

を発見していく． 

第 3 章では、第 2 章で議論した 4 つの事柄について、大規模化を促進するためにどのよ

うに変革していくべきか政策提言を行う．この章で、我々の目指すべき大規模農家の規模を

8.0ha 以上と定めた．再度述べるが、本稿の目的の 1つは、米農家の大規模化を促進し、そ

れによる社会総余剰を拡大させることである．しかし、社会総余剰の拡大を目的としていて

も、農家の最低限必要となる所得を考慮しなければならない．そのことを考慮すると、米農

家の所得を日本人の平均年収である 437 万円と同程度にすることが望ましいと考え、目指

すべき規模を 8.0ha 以上としたのである．そして第 2 節では、第 2 章で議論を行った 4 つ

の事柄についてそれぞれ政策提言を述べる．本稿で提言した政策は本要約の最後に全て記

す．そして第 3節においてそれらの政策提言の有効性を述べ、本稿を締めくくる． 

 

政策提言 ～四位一体改革～ 

 

Ⅰ．保護政策の見直し 

(1) 減反政策の段階的廃止 

(2) 水田・畑作経営所得安定政策における支援対象要件の改正 

(3) 大規模米農家に限定した補助金の直接支払と水田・畑作経営所得安定対策における所

得補償制度の改正 

この政策によって小規模、中規模米農家には米作による補助金がなくなり、農地の

保有を米作からの所得のみをもとに経済合理的に考えるようになる．また米価の下落

による農業従事者の所得減尐が起こるため、小規模、中規模米農家は経済合理的に行

動し農地を手放すことが考えられる．つまりこの政策から「小規模米農家の自発的離

農が進む」という効果が期待できる． 

 

Ⅱ．大規模化促進に即した農地制度改革 

(1) 農地の保有面積に応じた累進的に軽減税率の導入、及び違反者罰則の強化 

(2) 農地売買の際の農地保有合理化法人の利用の義務化、及び農地保有合理化法人の権限

強化 

この政策により、農地を保有し続けるインセンティブが減尐する．また農地の中間

保有、再配分機能を目的とした公的団体である農地保有合理化法人が、農地取引の仲

介役として常に存在することで、農地を売りたいが買い手が見つからないという米農

家にとって、受け手が常に存在する状態になり、離農しやすい環境になる．つまりこ

の政策から「農地の流動性が上昇する」という効果が期待できる． 

 

Ⅲ．法人参入規制の緩和 

(1) 農業生産法人規制の緩和 

(2) 法人による農地の農外転用や投機目的の取得の禁止と罰則の追加 

(3) 農地の貸借を促進するように農地法の改正を実施 

これまで法人による農地の権利の取得及び営農は、大きく制限されていたが、この

政策を実行することによって、法人の農業への新規参入が行いやすくなる．つまりこ

の政策から「大規模農業の担い手増加する」という効果が期待できる． 

 

Ⅳ．政治的阻害要因とならないような農協構造の再構築 

   (1) 大規模化促進政策と整合するように農協法の改正を実施 

   (2) 小規模兼業農家・准組合員への貸付制限 

   (3) 第三者機関の監査と金融庁の金融検査の義務付け 
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(4) 農協受け継ぎ公募制と公的資金 

       この政策により大規模米農家の意見が人事及び農協の経営方針において反映されや

すくなり、農協自身が大規模米農家のための組織となることができる．そして、各単

協レベルで組合米農家の大規模化を始めとした農家所得増加を目的とした経営を積

極的に行う動機付けが生まれる．つまりこの政策から「政治的阻害要因の解消する」

という効果が期待できる． 
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はじめに 

日本農家の中核を担っている米農家2は 1.0ha以下の小規模農家3が大半を占めており、そ

の営農規模4の零細性は他の先進国と比べても際立っている．一般的に米作は規模の経済性

が働き、大規模化することでコストを低くすることができるとされている．それにも関らず、

このように小規模米農家が多く存在し、一方で大規模米農家がほとんど存在しないことは社

会的にみて非効率ではないのか．これが我々の認識であり問題意識である．なぜなら、生産

意欲があり、営農努力をすることで生産性を高めることができた米農家は生産性の低い米農

家から農地を買う、もしくは借りることを通じて規模を拡大していき、逆に生産性の低い米

農家は自発的離農という形で市場から退出すると考えられるからである．しかし、現状は担

い手不足ため、農家数自体は戦後一貫して減尐しているものの、規模拡大による大規模米農

家の増加および小規模米農家の減尐は他の作物に比べて起きていない5．そのために我々は

社会総余剰の減尐が起きているのではないかと考えた．そこで本稿の目的の 1 つ目を、米

作営農規模の大規模化を達成することで変化する社会総余剰を推計し、大規模化の是非を明

らかにすることとした．社会総余剰という経済学の部分均衡の概念を用いて、“日本では制

度的・政治手要因によって大規模米農家が育つことができず、そのことが米市場における供

給曲線の傾きが急になり(限界費用が割高になり)、資格中を生み出し、社会総余剰を減らし

ている”と考えた．農家の規模を社会総余剰に結びつけた分析は先行研究にはなく、一般的

ではないかもしれない．しかし本稿の計量モデルによる実証分析で明らかにするように、農

家の規模拡大は供給曲線に影響を与え、総余剰を拡大させる．以上の意味で我々は米農家の

大規模化が進まない日本の現状は非効率であると考えた．本稿の目的の 2 つ目として、現

状を踏まえ、米農家の大規模化の障害を解明し、現行の政策の不備を補い改める点を含めて、

社会総余剰を拡大させるような大規模化促進政策を提言することとする． 

食糧自給率の低下、農家人口の高齢化と担い手不足、耕作放棄地の拡大など農業をめぐる

様々な問題は日本農業の将来に不安を抱かせる．一方で中国やインドを筆頭とした新興国の

経済発展やバイオエタノールの需要増加による世界的な穀物需要の高まり、それに伴う食料

不足の恐れから輸出を制限する国の出現など、農業問題は国内にとどまらない．食糧輸入大

国である日本もこうした農業をめぐる環境変化を無視することはできず、そうした状況の中

でいつまでも農業を衰退産業や保護産業にしておくことはできない．これからは農業を産業

として自立させていかなければならず、そのためには大規模化による効率化が必要である．

本稿では日本農業の中核という観点から米作にのみ焦点を当てて提言をするが、これが農業

全体の効率化、そして発展にも繋がっていくことを信じている． 

 

 

 

                                                     
2 本稿では農家の定義を、農業に従事する家族経営者・集落営農・法人とする．ただし特別にこれらを区分して記述し

ている場合は農家は農業に従事する家族経営者とする. 
3 今後、本稿において特別な記述がない限り小規模農家の定義は、耕作面積が 1.0ha 前後の農家とする． 
4 農業の経営面積規模のことである． 
5 神門善久・速水祐次郎(2002)『農業経済論』 
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第1章 米作の現状と社会総余剰 

 この章では米作の現状について第 1節にて整理し、第 2節で米作は規模の経済性が働き、

そしてそれは米農家に大規模化を促すということを説明し、第 3 節では営農規模が社会総

余剰に与える影響について実証分析をする． 

第1節 営農規模の零細性 
 

 この章では、営農規模が零細であることを示す．日本の国土は諸外国と比べ狭隘である．さ

らに地形も山地が多いため、農地として使える場所はかなり限られたものである．その狭い

農地をさらに多数の米農家が分け合って耕作しているので、農家１戸当たりの平均保有農地

面積6は諸外国と比べ、まさに猫の額である(表 1－1)．しかし、日本の総農地面積自体が狭

いことは、国土面積や地形という日本固有の地理的条件に因っているところが大きいが、1

戸当たりの面積に関しては果たしてそうと言えるのであろうか．図 1－1は日本国内の米作

における作付規模別米農家数をグラフ化したものである．都府県と北海道7を分けてあるが、

都府県に関しては全体の 8 割が 2.0ha 未満の米農家となっている．それに対して北海道で

は 2.0ha未満の米農家は全体の 2割程度で半数は 5.0ha以上の米農家となっている．また、

都府県でも尐数ながら 5.0ha 以上の米農家は存在する．このように様々な規模の米農家が

存在するということは、日本でもある程度の規模の農地を保有することは可能であるという

ことであり、1戸当たりの営農規模の零細性の原因が必ずしも地理的条件にあるとは言えな

いことを示している(図 1－2)．それにも関わらず、日本の米農家は“尐数の大規模米農家”

ではなく“多数の小規模米農家”という構造になっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
6 この平均値は農業全体の値であって、米作だけを示しているものではないことに注意されたい．作物によって値が変

わってくる可能性があるが、ここで述べたい事は他国と比較して、日本は農地面積に対する農家数が多いということ

である．そして米作においてはこの特徴が顕著に表れている． 
7 北海道では日本有数の広大な平野がいくつか存在し、また農業以外の産業が本州ほど発達していないために相対的に

農業が盛んである．そのためここでは分割して考えている． 

表 1－1 1戸あたり総農地面積の国別比較 

国名 1 戸あたり農地面積(ha) 農地面積(1000ha) 米農家数(1000 戸) 

日本 1.9 5258 2767 

オーストラリア 1019 455500 447 

カナダ 172.9 67613 391 

アメリカ 136.3 412068 3023 

フランス 33.1 29706 898 

イギリス 32.4 16964 523 

ドイツ 16.8 17068 1014 

注)農地は耕地、永年牧草地、永年作物地を合わせたものである 

出所)FAO Statistical Yearbook データは 2000 年度のものを使用 
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図 1－2 地理的に規模拡大は可能か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県姫路市(旧香寺町)  

出所) Google Earth を使用し作成（最終閲覧日 11月 3 日） 

兵庫県は日本で最も小規模米農家の割合が高い県である8． 

一般的に山地近辺は地形的に大規模化できないイメージがあるが、それでも 

1ha 規模の農地は写真からも小さく、規模拡大の余地はあると言えよう． 

 

                                                     
8 農林水産省『米穀の作付規模別生産者数及び世帯員数』2007 年度データより計算 
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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』データは 2007 年度のものを

使用 

図 1－1 米の作付規模別生産者数の割合 

都府県                    北海道 
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第2節 規模の経済性は大規模化を促すか 
 

日本では 2.0ha 未満の米農家が全体の 8 割以上を占めている．これは理論的に考えて米

農家にとって合理的な選択の結果なのだろうか．表 1－2 は 10a あたりの生産費9と粗収益

を規模別に表したもので、図 1－3は土地純収益が農地規模によって増減することを示した

図である．土地純収益とは農地から得られる農産物収益から生産に投入されたあらゆる費用

を除いたもので、純粋に農地から生まれた付加価値である．例えると企業の利潤のようなも

ので、グラフから規模が拡大するほど純収益は増加しているのが分かる．規模拡大すること

でなぜ土地純収益が増えていくのかを、その要素である粗収益や生産費ごとにみていくと、

粗収益自体は規模が拡大してもそこまで変化はない．これは土地あたりの生産量が土壌や技

術に依存している部分が大きく、規模とはほとんど関係性がないためである．一方で生産費

は、総額でみても個別の費用でみても規模が拡大するほどその費用額は減尐していってい

る．これは農業の生産費に占める固定費用(トラクター等の農機等)の割合が高いこと、労働

費も規模の増加ほどには増えないため単位あたりでみると逓減していくことが理由となっ

ている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
9 物財費・労働費・支払利子・支払地代・自己資本利子・自作地地代からなる 

  -0.5ha 0.5ha-1ha 1ha-2.0ha 2.0ha-3ha 3ha-5ha 5ha-7ha 7ha-10ha 10ha-15ha 15ha- 

物財費 105,727 93,173 80,695 66,613 62,904 55,036 53,324 57,095 54,716 

労働費 64,668 50,952 45,421 37,535 30,857 27,042 28,723 26,240 23,951 

支払利子・地代 1,376 2,151 2,758 4,876 7,995 11,973 10,936 7,840 10,049 

自己資本利子・自作地地代 27,735 25,843 24,736 22,043 20,037 15,621 14,500 16,239 11,897 

生産費総額 197,034 169,491 151,532 128,532 119,560 107,435 105,475 104,047 98,263 

粗収益 112,325 113,387 116,544 114,397 120,890 118,179 115,089 112,555 119,445 

出所)農林水産省『農業経営統計調査』より作成  データは 2006 年度のもの使用 

表 1－2 営農規模別生産費・粗収益 

(単位:10a あたり/円) 

図 1－3  作付規模別 土地純収益 

△ 100 000 

△ 80 000 

△ 60 000 

△ 40 000 

△ 20 000 

0 

20 000 

40 000 

-0.5ha 0.5ha-1ha 1ha-2ha 2ha-3ha 3ha-5ha 5ha-7ha 7ha-10ha 10ha-15ha 15ha-

注)土地純収益＝粗収益－{生産費総額―自作地地代―自己資本利子}として計算した 

出所)農林水産省『農業経営統計調査』より作成 データは 2006 年度のもの使用 

 

赤字 

(単位：円/10a あたり)    
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 このように米作においては規模を拡大するほどに収益が増加するという“規模の経済性”

が働く事が分かった．そこで次に考えるべき事は、この規模の経済性は米農家にどのような

行動を合理的選択として取らせるか、ということである．現状では、規模が 2.0ha 未満の

農家が米農家の多くを占めているが、それは果たして合理的なのだろうか．結論から述べる

と“規模の経済性がある以上、理論的に米農家は大規模化をする．そして現状の 2.0ha 規

模はまだ不十分である”． 

 それについて簡単に説明すると、規模の経済性は図 1－3で示したように、営農規模間に

土地純収益の差を持たせる．そして、このように営農規模間で土地純収益に差が出ると、農

地の単位当たり土地純収益が高い農家は、単位当たり土地純収益の低い農家から農地を借り

入れることで利潤を増やすことができるようになる．なぜなら、理論的には農地借入の際に

支払う小作料は、貸し手農家の単位当たり年間米所得と同額に決まるとされており10、借り

手農家の単位当たり年間土地純収益がこの貸し手農家の所得を上回るのであれば、小作料を

払い、農地を借入れして自分で耕すことで{土地純収益－小作料}分の追加的利潤を得ること

ができるからである．北出（2005）11では、この農地の貸借取引が成り立つ条件を 

 

貸し手の所得≦借り手の土地純収益 …(i) 

 

としている．小作料となる貸し手の所得は借り手にとっては限界費用であり、土地純収益は

限界収入となる．米農家が経済学で定義されるような合理的経済人で利潤を追求するのであ

れば、理論的にはこの限界費用と限界収入が一致するまで農家は規模を拡大することとな

る． 

 さらに、米農家も労働者である以上、生きていくための所得は必要である．そのことから

も日本人の平均所得 43712万円は得るべきであり、そのためには 8.0ha程度の農地が必要と

なる事が図 1－4から読み取れる．．これらを総合的にみると、図 1－2のように規模拡大を

する余地がある地域で、かつ規模間で土地純収益に差があるのであれば、ある程度の大規模

化は行われると考えられる． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
10 農家の米所得は、農家が農地の所有者の場合、労働に対する対価である農業賃金(家族労働費)と土地を所有すること

で得る土地純収益を合わせたものである．貸し手にとって、この所得と同額の小作料が支払われるのであれば、自分

で耕すことと農地を貸出すことは無差別、あるいは得となり農地を貸出すと考えられる． 
11 北出俊昭（2005）『転換期の米政策』 
12 国税庁（2007）『民間給与実態統計調査』 

出所)農林水産省『農業経営統計調査』より作成 データは 2006 年度のもの使用 

図 1－4作付規模別 米所得 

(単位：円/10a)    
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第3節 営農規模と社会総余剰 
 

 米作では規模の経済性が働くために大規模化をすることが米農家の合理的選択であるこ

とは前節で述べた．これはミクロの視点であるが、米農家の規模というものはマクロの視点

でどのように反映されるのかを社会総余剰の観点からみていく．社会総余剰とは経済学の部

分均衡の概念であり、生産者余剰と消費者余剰を合わせたものから財政支出を引くのが一般

的な考え方である．生産者余剰や消費者余剰は需要曲線と供給曲線のシフトや傾きの変化に

よって増減し、図 1－5の場合であれば、財政支出は一定だとすると、供給曲線の傾きが緩

やかになることによって△ABE’から△ABE*に余剰が増加している．このことを米市場に

当てはめると、供給曲線は個々の米農家の供給曲線の総和であり、また供給曲線は生産費の

限界費用であるから米農家が規模を拡大することで生産費は減る、つまり右にシフトし社会

総余剰は拡大する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では以下の計量分析によって米の需要曲線・供給曲線を推計し、実際に大規模米農家が増

加することによって社会総余剰が拡大するのか否かを検証する．先行研究として大塚

(1984)13を参考に米の需要・供給関数をそれぞれ推計する． 

 

【米需要関数】 

1980 年から 2006 年の日本国内の時系列データを用いて OLS にて推計する．また大塚

(1984)の研究対象時期14と比較して、日本人の高齢化が進行している点、バブル崩壊によっ

て経済構造が変化した点を考慮する必要があると考え、以下のようなモデルを設定する． 

 
 

 

 

 

 

 

                                                     
13 大塚啓次郎（1984）「米需要供給関数の推定」 
14 1955 から 1980 年を研究対象としている. 

：粗食用米消費量(千トン)   ：自主流通米(うるち玄米)全国平均販売価格(60kg) 

：消費者物価指数(2004年を基準値 100とする)    ：総人口に占める 65 歳以上人口割合(%) 

：バブル崩壊後ダミー(1991年以降を 1としてそれ以外を 0 とするダミー変数) 

：誤差項  ：係数とする 
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P ElderR
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BubbleElder
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図 1－5 社会総余剰のモデル 

D…需要曲線 

S…供給曲線 

S’…シフト後の供給曲線 

 …(初期)消費者余剰 

 …(初期)生産者余剰 

 …余剰増加分（死荷重） 
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【米供給関数】 

需要関数と同様に 1980 年から 2006 年の日本国内の時系列データを用いて OLS による

推計を行う．また大塚(1984)の研究対象時期と比較して、冷害(1993年、2003年)の影響、

バブル崩壊による経済構造の変化、また以前より米農家の営農規模拡大が若干進んでいるこ

とを考慮して、以下のようなモデルを設定する． 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：米生産量(千トン)   ：米 60kg 当たり生産費(円)  

：要素投入価格指数(2001 年を基準値 100 とする)   ：耕地面積指数(1980 年を基準値 100 とする) 

：パン年間消費量(g)  ：人口(千人)   

：500a以上の耕作規模米農家数の全米農家に占める割合(%)   

：冷害ダミー(1993 年、2003 年を 1 としてそれ以外を 0 とする定数項ダミー) 

：バブル崩壊後ダミー(1991年以降を 1としてそれ以外を 0 とする定数項ダミー) 

：誤差項  ：係数   注)前述の記号については割愛する 
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表 1－3  推計結果 

需要関数 係数 

定数項 10.1441
***

 

(53.2891) 

In(PRice/P) -0.0539349
** 

(-2.2006) 

In RElder -0.278999
*** 

(-10.7784) 

DummyBubble 

* In(PRice/P) 

0.00494382
***

 

(4.1166) 

誤差の二乗和 0.00146813 

R2 0.976279 

D.W. 2.202 

 

供給関数 係数  係数 

定数項 9.30206
***

 

(3.2185) 

Dummy1993 -0.341437
*** 

(-7.9983) 

In{(PRice/P)/ 

(Cost/PICost)} 

0.568499
** 

(2.1784) 

Dummy2003 -0.11378
*** 

(-2.3118) 

In LI 0.96608
*** 

(3.9229) 

DummyBubble 

* In{(PRice/P)/ 

(Cost/PICost)} 

-0.327927 

(-1.6088) 

In(CWheat/N) -0.458751
** 

(-2.2498) 

誤差の二乗和 0.0279091 

R2 0.889569 

InRLarge 0.295906
*** 

(4.4880) 

D.W. 1.64995 

  

注)**は 5%；***は 1%水準で優位であることを示す 

括弧内は t 値、R2は自由度調整済み決定係数、D.W.はダービン・ワトソン統計量を表す 
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これらより自由度調整済み決定係数、D.W.統計量、ｔ統計量は良好であるといえる．(た

だし一部5%有意水準を満たしていない変数が存在するが、その他の値に問題がないのでこ

こではそのまま使用する．)また、この推定結果から各変数に2006年の数値を代入すると米

の需要関数と供給曲線は以下の数式で表せる． 

308.9ln*0490.0ln 









P

P
Q Rice

D  

795.7ln*182.0ln*259.0ln arg 







 eL

Rice
s R

P

P
Q  

 

以上の計量分析の結果をまとめると大規模米農家15の割合が増えれば、米の供給曲線が右

にシフトし社会総余剰が拡大する．逆に現状の米農家が小規模米農家ばかりであり、その規

模が、本来米農家が合理的に行動をした場合の規模よりも小さいならば、社会総余剰の損失

を生みだしており非効率であるということになる． 

従って、現状の 2.0ha 未満規模の米農家が多数存在する構造は非効率であるということ

になるが、なぜ日本はこのように小規模米農家ばかりで大規模米農家が増えなかったのだろ

うか．次章でその要因を述べる． 

 

 

 

                                                     
15 ここでの大規模農家は 5ha 以上規模の農家である． 
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第2章 大規模化に関して考慮すべき事柄 

この章ではなぜ日本で大規模米農家が増えなかったのかについて分析をしていく．そのた

めには、大規模農家が増えるためには何が必要かを最初に考えなくてはならない． 

 

①米農家が規模拡大できる環境であること 

②規模拡大した土地が集積されるシステムがあること   

③規模拡大を目指す担い手がいること         …担い手 

④政策に反対する者がいないこと           …政策の実現性 

 

まず、何よりも規模拡大を目指す農家がいた場合に規模拡大できる環境がなくては、大規

模米農家は増えない．日本の場合、農家の規模拡大は新規開拓よりも貸借・売買を通じて行

われることが主流であり、この農地の貸借・売買が円滑に行われる制度が必要である．具体

的には、農家が経済合理的に農地を貸出・売却するような制度である．更に、規模の経済性

は 1 ヵ所の農地が拡大することによってその効果が発揮されるため、農地が離散している

場合には 1 ヵ所に集積するシステムが必要である．こうした農地の拡大や集積に関わる制

度が整うことを農地の流動化と総称する．次に大規模米農家の担い手の必要性である．規模

拡大が可能な制度が整っていても、それを担う者がいなければ大規模米農家は増えない．農

家の全てが前章で述べたような経済合理的な農家とは限らない．最後に政策実行性の面で、

こうした制度がつくられるための政策に反対する者がいないことが必要となる． 

これらの観点から、日本で大規模米農家が増えていくために考慮しなくてはならない事柄

を本節では述べていく． 

第1節 小模米農家への保護政策 
 

まず最初に考慮すべきこととして小規模米農家の保護政策が挙げられる．保護政策は生産

量を調整して価格を引き上げる減反政策や様々な名目のもとに給付される補助金などを指

すが、これは不必要に小規模米農家を農業に留めさせ、結果として米農家の規模拡大を阻害

する要因となっていると考えた．分かりやすく言えば、減反や補助金は米農家の所得を上げ、

本来ならば採算のとれない米農家も離農せずに市場に残ることを許してしまうため、彼らが

農地を手放さなくなるという観点で農地が流動化しないのである． 

以下では、現行の保護制度について概観していく． 

 

2－1－1. 減反政策 

減反政策とは国の主導によって政策的に作付面積を転作や休耕を促すことで減らし、供給

量を減尐させ、米価を上昇させる政策である(図 2－1)．この政策は米価を引き上げること

によって粗収益を上げるという面で所得を嵩上げしている．山下(2008)16によると、米の生

                                                     
16山下一仁 (2008)「WTO 交渉がこのまま妥結すれば日本の食糧自給率はさらに下がる」 

…農地の流動化 
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産調整は米の需要減尐に伴って年々拡大し、現在では 260 万 ha のうち 4 割強に相当する

110 万 ha に及んでおり、約 1400 万トンの潜在生産能力がある中で約 500 万トン相当の減

反を実施している．また、米価上昇による米作所得の上昇率は小規模米農家ほど大きいと言

われている．17つまり減反政策は小規模米農家の市場滞留の要因となっていると言える． 

 

図 2－1 減反政策の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－2 減反面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）北出俊昭(2005)『転換期の米政策』P36 をもとに作成         

2－1－2. 補助金 

 国の米農家に対する補助金はその種類の多さ、制度の複雑さからすべてを把握することは

難しい．近年は国の政策として一定以上の規模の農家を担い手として育てる認定農業者18制

                                                     
17 神門善久・速水祐次郎(2002)『農業経済論』 
18 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目

標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度．認定

農業者に対しては、スーパーＬ資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の

各種施策を重点的に実施．(農林水産省 認定農業者制度について参照 

http://www.maff.go.jp/ninaite/menu2/01.pdf） 
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度が進められており、そうした担い手候補への補助金は農業予算の中でも大きな位置を占め

る．こうした担い手に対する補助金自体は、“担い手”が大規模米農家と同義であるのなら

ば、小規模米農家に渡ることはないため、小規模米農家を市場滞留させることはなく、問題

はない．問題となるのは生産性が低い小規模米農家に対する補助金19である．その例として

米作構造改革促進交付金などが挙げられる．この交付金は米価が下落した際にその下落の影

響を緩和するための交付金である．一般的な事業者や労働者が経営悪化や賃金の低下の際に

特別な補助金が交付されてないことを考慮すると手厚い保護政策と言わざるを得ない． 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所) 農林水産省『食糧・農業・農村白書参考統計表平成 20 年度版』 

 

2－1－3．水田・畑作経営所得安定対策 

水田・畑作経営所得安定対策は一定規模以上の農家に対する補助金政策である．前項で小

規模米農家を保護し、農地の流動化を阻む補助金は問題であるが、大規模米農家を育てる補

助金には問題がないと述べた．しかし、このような大規模米農家支援政策も場合によっては

小規模米農家の保護に繋がる恐れがある． 

政府は農家の高齢化、小規模営農や耕作放棄地の増加など農業にまつわる問題を解消すべ

く、水田・畑作経営所得安定対策を打ち出している．水田・畑作経営所得安定対策とは、認

定農業者の中で、この政策の支援対象となるための要件を満たす農家を手厚く保護し優遇す

ることで所得の安定を図り、日本農業の担い手を安定的に育てることを目的とした政策であ

る20．この政策において、認定農業者要件の一つとして農地の規模が、ある一定以上なけれ

ばならないという要綱がある．その要件は以下の表 2－2 である．このように、水田・畑作

経営所得安定対策は規模の大きな農家を将来の担い手として支援していく政策である点で、

本稿の目的とも合致する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
19 担い手とは本来米農家以外も多分に含むが、ここでは担い手として認められている米農家の中で大規模化していない

米農家に対する補助金を問題視している. 
20 本来、認定農業者の中である一定の要件（その要件の一つが表 2―2）を満たす農家が水田・畑作経営所得安定対策

の支援対象となるが、本稿ではこれ以降この農家を認定農家と呼ぶ． 

表 2－2 認定農家の要件 

 本州 北海道 

個人・法人 耕作面積が 4.0ha 以上 耕作面積が 10.0ha以上 

集落営農 耕作面積が 20.0ha 以上 耕作面積が 20.0ha以上 

※この 4ha、10ha、20ha という農地面積の条件は、地理的条件が不利な地域は、面積が緩和される．また農

地面積が小さくても一定の農業所得があれば、対象になる． 

※農地面積には、権原を持つ田・畑の面積(集落営農組織の場合は構成員の権原面積)のほか、一定の農作業受

託をしている田・畑の面積も含めて計算する． 
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しかし、一見すると現行の水田・畑作所得安定対策は農家の大規模化を促しているようだ

が、制度的な問題により小規模米農家を保護することと繋がってしまうという矛盾を抱えて

いる．その理由の１つ目に認定農家の条件規模がある．認定農家になると政府からの優遇政

策を受けることができるが、この条件規模がもし不十分で小規模であれば一転して小規模米

農家の保護政策に変わる．現状の 4.0ha という規模が適切なのかどうかの議論は次章で述べ

るが、この政策はそのような小規模農家保護政策になる側面があるということである．また、

他にも支援対象の条件となる耕作面積に、米以外の作物面積を加えたトータルの農地面積で

決定していることが小規模米農家保護になる可能性となっている．例えば、耕作面積が 1.0ha

程度の小規模米農家でも他の作物面積との合計が支援対象となる条件面積を超えている場

合は、認定農家として認められてしまう．具体例として以下図 2－4 の農業 A,B,C のモデル

ケースである． 

 

 

 

農家 A         農家 B 

 

 

 

 

 

農家 C 

 

 

 

 

この場合、米の作付面積は農家 C の方が農家 B よりも大きいが、認定農家として認められ

るのは農家 B である． 

 以上、述べてきたように水田・畑作経営所得安定対策は農家の大規模化を促進する制度と

して実施されているが、場合によっては小規模米農家の保護に繋がっており、米農家の大規

模化実現のためには、この点について改善が必要であると言える． 

 

米農家に対する保護政策は生産性の低い米農家までも市場に滞留させ、農地の流動化を阻

むという意味で今後改革をしていかなくてはならないが、米農家への保護は日本が戦後復興

そして高度経済成長を遂げていく間で重要な役割を果たしてきたこともまた忘れてはなら

ない事実である．日本は戦後、急速な経済発展を遂げ先進国の仲間入りをした．特に 1960

年以降の工業の生産性上昇速度は国際的にみても非常に高いものであり、その一方で農業の

生産性上昇速度は相対的に低くなり結果として農業は比較务位化していった．それゆえ農業

と工業間の所得格差が問題視されるようになり、所得格差是正のための米農家保護を戦後一

貫としてとるようになったのである21． 

そして現在、農業と工業間の所得格差は解消され、米農家の平均所得は他産業に従事する

人よりも上回るようになった22．これは兼業農家の増加や農地の農外転用23による収入の増

加によるものであり、実は農家自身の発展のためではない．しかし、農業外収入であっても

全体として米農家がある程度の所得を稼ぐことが可能になった今、所得保障という意味での

                                                     
21 神門善久・速水祐次郎(2002)『農業経済論』 
22 山下一仁（2005）「農業の構造問題と政策の基本原理」 
23 農外転用とは、農地を農地以外のものにすることである．道路建設などの公共事業やショッピング施設の建設といっ

た商業的用途もあるが、どちらにせよ米農家は農地を売却した際に多額の売却益を得ることができる． 

図 2－4 認定農家のモデルケース 

① 家 A,B は担い手となるための条件を満たす 

②農家 C は担い手となるための条件を満たさない 

米の 

作付面積 

2.0ha 

麦の 

作付面積 
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米の作付面積 

4.0ha 



 

 18 

保護政策を続けることに果たして必要性はあるのだろうか．一般的には「農家」＝「経済的

弱者」というイメージを抱きがちだが、兼業米農家に限って言うならば他産業従事者と比較

して経済的弱者とは言えず24、従って彼らを保護する政策は現代となっては必要ないだろ

う． 

 米農家の所得がある程度上昇し、今後規模拡大をすることで一人当たりの所得がさらに増

えることが期待できる今となっては、過剰に保護することでいたずらに米農家を市場に多く

滞留させてはならない．生産性の低い米農家の自発的離農を促し、生産に長けた米農家に農

地が渡るような環境を築いていくために、このような政策は見直さなければならない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2節 農地制度 
 

この節では、これまで農地の売買・貸借が進まなかった要因を、農地税制と農地保有合理

化法人の二つの点から分析する． 

 

2－2－1．農地への優遇税制 

現在、固定資産税の優遇によって、農地保有コストはとても小さくなっている. 固定資産

税のような農地に関する優遇税制の存在は、米農家が農業を続けていくために必要な制度で

ある．しかし、その中の固定資産税の優遇は、農地保有のインセンティブとなるものであり、

大規模化促進に適した税体系とはなっていない．ここでは農地の売買・貸借を阻害している

固定資産税に焦点を当ててみていく． 

 

・固定資産税の優遇 

固定資産税を求める式は、国税庁によると、 

「固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)」 

である．ただし農地については図 2－5のように区分され、それぞれについて評価方法が異

なる． 

 

 

 

 

 

 

                                                     
24山下一仁（2005）「農業の構造問題と政策の基本原理」 

表 2－2農家の農外収入 

(単位；万円) 

  全国 北海道 東北 北陸 関東 東海 近畿 中国 四国 九州 

主業農家 48  54  53  121  34  69  42  32  39  42  

準主業農家 473  307  469  392  686  420  593  342  385  378  

注) 主業農家；65 歳未満の農業就業者(年間の自営農業労働日数の労働日数が 60 日以上の者)がいる農家のうち

農業所得が農外所得より多い農家．準主業農家；65 歳未満の農業就業者がいる農家のうち農業所得が農外所得

より尐ない農家．データは 2007 年度を使用 

出所)農林水産省『農業経営統計調査』 
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図 2－5 農地の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所)農林水産省 HP  

 

 

 

 

 

 

 

 

以下それぞれの評価方法について見ていく． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な宅地の場合、その評価額は不動産鑑定士による評価や、地価公示価格を参考にし

て算出された値の 7 割程度と決まっている．農地の評価額は宅地に比べ、かなり低く計算

されていることが分かる．そもそも農地の価格が低いことに加え、評価額を低く計算されて

いることで、農地にはほとんど固定資産税がかからないような状態になっている．全国農業

会議所が公表している農用地区域の農地価格をもとに計算すると、10a当たり 9000円程度

の固定資産税がかかることになる．すなわち、農家にとっては農地の保有にかかる負担が尐

なく済むため、農地を保有し続けるインセンティブが働いてしまう． 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・農地評価  農地課税 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宅地並評価  一般農地に 

                           準じた課税 

農地 

一般農地 

市街化区域農地 

生産緑地地区内の農地 

一般市街化区域農地 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・農地評価  農地課税 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・宅地並評価  宅地並課税 

三大都市圏の特定市の市

街化区域農地  

(特定市街化区域農地) 

表 2－3 農地の評価方法とその税額 

 評価 税額 

一般農地 

(生産緑地含む) 

農地の売買価格×55% 次の①・②のいずれか低い額×税率(1.4%) 

①当該年度の農地評価額 

②前年度の課税標準額(農地評価ベース)×負担調整率 

 

一般市街化区域農地 

近傍類似宅地の価格 

－造成費相当額 

次の①・②のいずれか低い額×税率 

①当該年度の宅地並評価額×1/3 

②前年度の課税標準額(農地評価ベース)×負担調整率 

 

特定市街化区域農地 

近傍類似宅地の価格 

－造成費相当額 

次の①・②のいずれか低い額×税率 

①当該年度の宅地並評価額×1/3×軽減率 

②前年度の課税標準額(宅地並評価)＋当該年度の宅地並評価額×1/3×5% 

出所) 農林水産省 HP 

一般農地：市街化区域や転用許可を受けた農地などを除いた農地 

市街化区域農地：市街化区域内の農地で、生産緑地地区内の農地などを除いた農地 

一般市街化区域農地：特定市街化区域農地以外の市街化区域農地 

特定市街化区域農地：三大都市圏の特定市(東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、 

中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市)にある

市街化区域農地． 
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2－2－2. 農地保有合理化法人 

農地制度において考慮すべき二点目として、農地の需給者の明確化が挙げられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所) 農林業センサス(2005) 

 

図 2－6は農業地域別の耕作放棄地面積の推移を表したものである．この図からわかるよ

うに、優良農地であり全農家が保有したいと考えるはずである平地農業地域といった農業地

域でも耕作放棄地が発生している．これは、農地の売り手(供給者)と買い手(需要者)が、ど

こに存在しているのかが不明確であることが原因だと我々は考えた．本稿では、農地の供給

者は小規模米農家であり、需要者は既存の米農家や第 3 節で述べる法人等が考えられる．

しかし、需給者は存在しても、彼らがどこにいるか分からなければ、結果として売買は成立

しない．この問題を解決する手段として、農地保有合理化法人の権限強化を行うべきである

と考えた． 

農地保有合理化法人とは、農業経営基盤強化促進法25で規定された「農地の買い入れや借

り受けを行い、その農地を担い手の農家に貸付けることや売ることにより、農業経営の規模

拡大や農地の集団化など、農地保有の合理化を図ること」を目的とする公的団体であり、そ

のための農地の中間保有、再配分機能が特色である．平成 20年 4月の時点で、都道府県農

業公社として全 47 都道府県が、市町村農業公社として 155 市町村が、農協としては、395

団体、市町村としては 24団体が農地保有合理化法人の資格を認定されている．しかし、我々

がフィールドワークで訪れた北海道のある JA の職員の方によると、その目的を果たしてい

る農地保有合理化法人は北海道内で 2 法人しかないということが判明した．農林水産省の

統計によると、平成 17 年度の北海道を除く 46 都府県で実施された農地保有合理化法人が

取得したことによる農地移動は 408件、130ha 程度であり、日本国内に耕作放棄地が約 38

万 ha存在することを考えると、取引を活発に行っているとは言えないであろう． 

 

                                                     
25この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営

を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんが

み、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計

画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基

盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的としたもので

ある． 

図 2－6 農業地域別の耕作放棄地
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第3節 法人参入 
 

大規模化を促進するために考慮すべき事柄の 3 点目として、大規模化に意欲のある担い

手農家を増やさなければならないことが挙げられる．図 2－7は、現在日本各地で問題とな

っている耕作放棄の原因を表したものだが、この中で最も大きい原因は米農家の高齢化に伴

う労働力不足である．これを我々は、農地の需要者である担い手が尐ないからだと考えた．

担い手不足は大規模化を促進する上で、大きな懸念課題となることは間違いないだろう．そ

して、これを改善するために、農業への法人参入を規制している制度を緩和し、法人を米作

における大規模化の担い手とする必要性があると考えた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所) 全国農業会議所「平成 14 年度における担い手・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

委員会調査」 

 

現在、法人が農業に参入し、営むことを規定する制度は二つある．一つ目が農地法によっ

て規定された農業生産法人制度、二つ目が農業経営基盤強化促進法で規定された特定法人貸

付事業である．この 2つの制度が、法人の農業参入と経営を厳しく制限している． 

まず農業生産法人制度に関して述べる．農業生産法人とは、農地等の権利を取得し、農業

を行うことのできる法人のことである．この制度が作られた段階では、家族経営の延長線上

である家族間の協業を目的としていた．しかし現在は、その目的が「家族と経営の分離」や

「経営管理のレベルアップ」、さらには「信用力の強化、流通面の多角化」へと変化した． 

現在、農業生産法人の要件は表 2-4の通りである． 
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高齢化・労働力不足
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図 2－7 耕作放棄の原因 
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次に、農業経営基盤強化促進法に基づいた特定法人貸付事業ついて述べる．2002 年に制

定された構造改革特別区域法の下で、いわゆる特区制度の一環として上記の農業生産法人以

外の法人・NPOに農地の権利の取得を「特定法人貸付事業」として認めたものである． 

 

現在、農業経営基盤強化促進法に基づいた特定法人貸付事業の要件は表 2－5の通りであ

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように、法人の農業参入は大きな制限が設けられている．農業生産法人と認められ

るためには上記のような要件を満たしていなければならなく、特に C.構成員要件と D. 業

務執行役員要件の 2 つの要件が厳しいため、企業が農業生産法人となることと自己資本を

充実させることが難しい．農業生産法人以外の法人・NPOは、農業経営基盤強化促進法に

基づく基本方針に同意している市町村が定めた耕作放棄地の多い区域の農地の借入しか認

められていない．したがって、特定参入が認められている区域は、耕作放棄地の多い地域で

ある．耕作放棄地の多くは土地の地理的条件が悪いため、大規模米作を行いにくくなってい

る．従って、現行の制度は法人の非常に不利な農業参入を余儀なくさせており、法人の農業

参入に対するインセンティブを大きく阻害してしまっている． 

このような法人の農業参入を政府が規制するには、次の 3つの理由が考えられる．1点目

に農地法第 1 条の存在が考えられる．「この法律は、農地はその耕作者みずからが所有するこ

とを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土

地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業

生産力の増進とを図ることを目的とする．」と定めており、農地の所有者と耕作者が一致しな

表 2－4  農業生産法人の要件 

A.組織形態要件 
会社法人である合同会社、合名会社、合資会社及び株式会社(定款に株式の譲渡につき、

承認を要する旨の定めがあるもの)と組合法人である農事組合法人(２号法人)に限る． 

B.事業要件 
主たる事業が農業であること(法人の売上高の半分を占める)．ここでいう農業には農産

物や畜産物の加工・販売や農業生産資材の製造が含まれる． 

C.構成員要件 

農業生産法人の構成員(＝出資者)が全て次のいずれかに該当すること． 

①法人への農地の権利提供者 ②法人の農業常時従事者③農業協同組合、農業協同組合

連合会④法人に現物出資している農地保有合理化法人④地方公共団体⑤農業協同組合、

農業協同組合連合会⑥継続的取引関係にある者 

D. 業務執行 

   役員要件 

法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと． 

(1)農業生産法人の業務執行役員の過半の者が法人の農業(関連事業を含む．) に常時従

事する構成員であること． 

(2) (1)に該当する役員の過半が原則 60日以上農作業に従事すること． 

出所)北海道庁 HP より作成 

‹http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kieietai/hojin/hojin/youken_html.htm› 

表 2－5  特定法人貸付事業の要件 

A.参入可能区域 
貸借できる農地は、耕作放棄地や耕作放棄地になる恐れがある農地の中で、各市町村

が農業経営の基盤強化のための基本構想で定めた区域のみである． 

B.農地借入要件 
市町村との間で農業に関して協定を締結することで、市町村または農地保有合理化法

人からの農地借入を認める． 

C.農地に対する権利 
土地の所有は認めておらず利用権のみを得られるいわゆるリース契約(法人・NPO は

農地保有合理化法人あるいは市町村と協定を結ぶ)となる． 

出所) 全国農業会議所 HPより作成‹http://www.nca.or.jp/hojinsien/shien_gaiyo.pdf› 
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ければならないとする「自作農26主義」を掲げている．労働者を雇用している法人は自作農

ではないために農地所有者として相応しくなく、法人参入が制限される大きな要因となって

いる．2点目に、民間企業は地力収奪的な農業を行い、農地を荒廃させるといった非倫理的

な行動27を取る恐れがある．企業が保有農地面積を拡大し、長期的な視点で農業を営むこと

で、地力収奪的な農業を行うことよりも収益が挙げられるとすれば、そのような行動をとる

とは経済合理的な観点からは考えにくい．3 点目に企業が農地を保有した後に、その農地を

産業廃棄物処理場などに農外転用28してしまい、周辺農地が汚染される可能性がある．神門

(2006)には、産業廃棄物処理場などへ農地を転用した事例が記されており、そのような施設

が農地の周辺に建設されてしまうと当該農地はもちろんのこと、周辺の農地にも計り知れな

いマイナスの影響が生じてしまう．そのために、後者については規制緩和を行う上で必ず考

慮しなければならないであろう． 

これらの議論から、一点目と三点目について、規制緩和を行う上で必ず考慮しなければな

らない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所) 農業生産法人協会 HP を基に作成(http://hojin.or.jp/agri/n_about.html)  

 

農業生産法人の数をみると図 2－8のように増加傾向にあるが、統計局「都道府県、専業・

兼業別農家数及び農家人口」の 2005 年のデータによれば、全農家数が約 196万戸あり、農

業法人の比率は約 0.4％でしかいないことになる．  

  

第4節 農業協同組合 
 

農家の多くは家族経営であり、個々の農家は小規模零細で市場交渉力が小さい．そのため

卸売業者や小売業者等の大企業相手に不当に高価格で売りつけられたり、低価格で買いたた

                                                     
26「自作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいい 
27 集落内で用水路を共用するのが一般的なので、ある農家が怠慢に用水路を用いれば害虫が発生してもおかしくなく、

協調的ないしは倫理的な行動が常に求められる． 
28 農外転用とは、農地を住宅地や商業施設など農業目的以外の用途に用いることである．そして一度行ってしまうと、

再度元の農地の状態に復元することが非常に困難になってしまう． 

図 2－8  農業法人数の推移 
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かれたりするなど利益搾取の対象となりやすい．そこで市場交渉力を高めるために、農家同

士が共同で資材や肥料、機械を購買し、また農作物の販売を行ってきた組織が農業協同組合

（以下、農協とする）である．農協は「相互扶助」、「共存共栄」、「共存同栄」といった理念

の下29、農業共同組合法に基づき設立されており、そのスタンスは今日でも基本的には変わ

ってはいないと考えられる．農家はお互い密接に助け合って、農業を営んでおり、競争意識

は低い．農協は、農家一戸一戸に対して得られた利潤を平等に分配することで、農家全体の

経済的社会的地位を底上げしようと考え、農家全体に対してできるだけ同質なサービス提供

に努めてきた． 

現在、農協は購買・販売事業、指導事業を担当する村落レベルの組合である単協、都道府

県レベルの組合である都道府県連合会(県連)、全国的組織としての全国農業協同組合連合会

(全農)、全国組織として金融事業を担当する農林中央金庫（農中）、主に政治活動を担当す

る全国農業共同組合中央会(全中)によって構成されている．農協の特徴は事業範囲の広さで

ある．組合としての基本的事業である共同販売や共同購入、組合員の貯金を原資とした組合

員への融資を行う信用事業、組合員のための生命保険・損害保険を扱う共済事業、組合員の

農業経営の改善や生活の向上を目的として行われる指導事業の他にも、旅行代理店やスーパ

ーマーケット等の小売店、ガソリンスタンドの設立など農業と直接関わりのない事業まで展

開している．さらに農協は、指導事業の一環で「行政の代行機関」として補助金の配賦も行

っている．市町村は、規模拡大や農地集約といった経営効率化を目指している農家に農業計

画書を提出させ、それを判断材料に将来の農業の担い手として相応しい農家を認定農業者と

して定めている．そして、農協が農林水産省での共同で「担い手育成・確保対策事業」を始

めとした米作における大規模米農家推進政策を進めている．しかし一方で、農協は小規模保

護体質を持っている．それを裏付ける証拠が山下(2008)30に記されており、過去、農協が主

業農家育成を基本とした政策方針に反対したという事実がある．つまり、農協は、表面上大

規模化促進をするべく担い手政策等、大規模米農家を支持している反面、実際には小規模農

家を保護するための政治的介入もしており、大規模化増進政策の政治的反対勢力となり得る

のだ． 

では、なぜ農協は小規模米農家を保護しようとするのであろうか．その理由は農協法、そ

して兼業農家・准組合員の預金を資金源とする信用・共済事業を核とした収益構造にあると

我々は考えた． 

 

2－4－1．農協法 

 農協法は、政府が 1947 年に制定した農協 の経営方向性を綴った法律である．この法律

の中で農協が小規模米農家を保護する要因となる条文をみていく． 

 

表 2－6 農協法 

農協法 内容 

第 1 章第 1条 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農

業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的と

する． 

第２章 

第 30 条 6 

投票は、一人(第 2 章第 16 条第 2 項の規定によりその会員に対して 2 個以上の選挙権を

与える農業協同組合連合会にあっては、選挙権一個)につき一票とする． 

 

出所) 法庫 農業協同組合法 http://www.houko.com/00/01/S22/132.HTM 

 

                                                     
29 萩野孝利『農協改革の本流』(2002)  
30 山下一仁(2008)「農業の解体的改革を」 
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第 1条は、農家全体が小規模自作農であった過去の情勢に整合したものである．しかし、

現在では、農家によって作付規模にバラツキがあるようになり、その目的は現状の農家の実

態とはそぐわなくなった．つまり、農業生産の増進には、大規模農家の増加に伴う小規模農

家の自発的離農が必要不可欠であるのにも関わらず、小規模農家の経済的社会的地位の向上

も担っているとも解釈できるため、小規模農家を自発的離農を防いできた．そして、今後も

小規模米農家の離農を妨げるための所得補償を目的とした補助金、あるいは小規模農家優遇

政策を行う建前として用いかねない． 

農協法第 30条 6では、単協の理事や単協経営等の決定事項の投票に関して 1人 1票制で

あることが規定されている．米作を行っている正組合員の大多数は小規模農家であり31、農

協の意思決定で農家一戸一戸が平等な投票権を持つのであれば、農協が小規模農家保護政策

を推進する事が決定されやすい．その結果、１人１票制で小規模農家の声を反映した意見が

全農に集められ、国会議員によって政策決定部門まで持ち込まれ、小規模農家保護の声が大

規模化を推進する政策を阻害する恐れがある．さらに各単協における経営方針決定の投票に

おいても小規模農家中心の単協経営にもなりやすい．従って、将来の担い手である大規模農

家の増加という点を考えるならば、大規模農家の意見を重んじるべきであり、その作付規模

に見合った投票数を持つような法律に改善すべきであろう． 

このように農協法は小規模米農家の意思を反映しやすいものとなっているため、農協は小

規模米農家の利益を目的とする組織となってしまった． 

 

2－4－2．兼業農家・准組合員の預金を資金源とする信用・共済事業を核とした収益構造 

農協法だけではなく、信用・共済事業が農協を小規模農家保護体質にしていることをここ

では述べる．農協は兼業農家・准組合員の預金を資金源とする信用・共済事業から多大な利

益を得ているため、彼らを保護する体質である．そして、図 2－9により小規模農家の多く

は兼業農家である．小規模米農家保護に繋がっているのである． 

 

 

 

図 2－9 米農家の作付規模別、所得内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国には総じて 887の単協が存在する．農協の目的は農業生産力の増進及び農業者の経

済的社会的地位の向上であるのだが、農業生産力の増進を達成する主な手段の一つが大規模

                                                     
31 農林水産省（2005）『総合農協統計書』より正組合員数は約 489 万人の内、小規模米農家は約 118 万

人であり、大規模米農家は約 33 万人． 

出所) 農林水産省『食料・農業・農村白書参考統計表平成 20 年度版』 
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化であるとすると、887の単協はその目的を成し遂げようというインセンティブがあるのか

について疑問が湧いた．そこで我々は、北海道のある 2つの単協に、農協の実態を調査す

るためにフィールドワークで訪ねた．双方の農協は、全国に 887ある単協の中でも購買・

販売事業において高い収益を誇り、農協本来の目的である農業事業において収益を得ている

という観点から優良な農協であった．農業事業における成功は一日にして築き上げられたも

のではなく、長い年月の間、研究開発を続け農作物の低コスト化、高品質化を目指した結果

得られた．その彼らが口を揃えて事は話していた事は、要するに以下の通りである． 

 

「我々のような農協が専業農家32の生活を尐しでも良くしようと一生懸命働いているのに

対して、数多くの農協は兼業農家33・准組合員34の農業外所得を資金源とする共済・信用

事業による利益補填があるのをいいことに、販売や購買事業で専業農家の利益を高めよう

という試みをしていない．農家の中でも農業を生業として生活している専業農家を守らな

い農協があっていいものなのか？」 

 

 

信用・共済事業と兼業農家・准組合員と関係を次のように考えた． 

兼業農家・准組合員は、農業所得と比較して天候に左右されない農業外収入があるため、専

業農家と比べて安定的且つ、高い所得を持つ35．農協は、そうした信用リスクの尐ない兼業

農家・准組合員に積極的に貸付をする事で、販売・購買事業では得ることのできない大きな

利益を得ていると考えた．また共済事業は保険業務であるため、加入者が多くいるほど収益

を上げることができるが、専業農家だけでは尐人数であり、兼業農家や准組合員がいて初め

て加入数を伸ばす事ができる．つまり信用・共済事業にとって兼業農家・准組合員は収益の

要なのである．そのような収益構造がある限り、兼業農家・准組合員の多い地域の単協は、

販売・購買事業よりも信用・共済事業に力を入れ、彼らの離農など兼業米農家が減るような

政策には反対することが合理的な行動となる． 

以下では兼業農家・准組合員数が多いほど信用・共済事業の収益が上がるという関係が実

際に認められるのか、計量モデルを用いて実証する．データは2002年から2005年の間の都道

府県データを利用し、モデルを以下のように設定する36．また、データが2002年から2005年

間のみであるため、パネルデータとして用いるには不適切であると考え、クロスセクション

データとしてOLSを用いて回帰分析を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
32 全収入を農業収入にのみ依存しており、世帯員中に農業以外に就業している兼業従事者がいない米農家 
33 世帯員中に 1 人以上、農業以外の仕事で収入を得ている兼業従事者がいる米農家 
34 非農家であるが、出資金を払い、農協のサービスを享受している農協組合員 
35 農家の形態別にみた農家経済（1994）によると専業農家所得は 507 万円、第一種兼業農家所得は 897 万円、第二種

兼業農家所得は 880 万円となっている. 
36 モデル設定の際、兼業農家を第Ⅰ種兼業農家と第Ⅱ種兼業農家に分類してモデルを設定した．これは第Ⅰ種兼業農家

と第Ⅱ種兼業農家で収益構造（農外収入と農業収入の割合）が大きく異なるため、一概に兼業農家と分類することは

できないと考えたからである. 
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表2－7 推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)括弧内は t 値、R2は自由度調整済み決定係数を表す 

クロスセクションデータを利用しているため不均一分散の発生が考えられるが、white検定

の結果、不均一分散はみられなかった． 

 

この計量分析より、第Ⅱ種兼業農家・准組合員が多いほど、農協は信用・共済事業の利益

に依存していることが分かった．一方、第Ⅰ種兼業農家が多い農協ほど信用・共済事業の利

益に依存していないとの分析結果が出た．これは第Ⅰ種兼業農家の収益構造が専業農家とほ

とんど一致すること、また第Ⅰ種兼業農家の数が尐ないことが考えられる．では、逆に准組

合員と兼業農家が尐ない農協ではどの事業を収益源とするのであろうか．そうした農協では

専業農家が主な組合員となるため、信用事業では専業農家の預金を資金源とした彼らへの貸

付が収益源として重要となる37．よって、信用事業の利益は、専業農家の所得に反映するの

で、農協は尐しでも農家の農業所得を上昇させようと人件費や事務費を削減し、企業努力を

する傾向があると考えられる．我々が訪れた農協では、加工事業に参入し農作物を高付加価

値化させたり、事務費・人件費を削減しそれによって生まれた剰余金を研究・開発や農家に

配賦することで農家の所得を上げようと努力していた． 

 

さらに、指導事業や購買・販売事業においては、地域に小規模米農家が多数いるよりも、

大規模米農家が尐数いる方が、顧客数が尐ないということで営業にかかる時間も尐なくな

り、それに伴う事務作業も尐なくなるので人件費・事務費の削減になると考えた．つまり大

規模農家の割合が増えれば、指導事業と販売・購買事業のコストが減尐になるといえる．こ

れから分かることは、大規模農家から得られる収益と小規模農家から得られる収益は同一な

らば、大規模農家が多いほど費用が削減され、その分農協の利益は増えるということだ． 

大規模農家が増えれば、農協の指導、購買・販売事業の収益に占める費用の割合が減尐す

るというこの仮説を計量分析によって実証する．データは 2002 年から 2005 年の間の都道府

県データを利用し、モデルを以下のように設定する．また、データが 2002 年から 2005 年の

間のみであることから、パネルデータとして用いるには不適切であると考え、クロスセクシ

ョンデータとして OLSを用いて回帰分析を行う． 

 

                                                     
37 専業農家に必要な資金調達を農協の信用事業が請負い、その信用事業収益をあげるには、農協構造が農家の農業所得

を上げるのに適している必要がある．さもなければ、専業農家の財務状況が悪化し債務不履行が起き、信用事業の収

益減退の原因となる． 

 係数   

定数項 0.260624*** 

(2.6449) 

Dummy2002 0.0841059*** 

(3.4342) 

Farmersideline(1)/ 

Farmerall 

-0.658584*** 

(-3.3388) 

Dummy2003 0.0870139*** 

(3.5672) 

Farmersideline(2)/ 

Farmerall 

0.178075*** 

(2.1071) 

Dummy2004 0.0851657*** 

(3.5254) 

Membersub/ 

Memberall 

0.572622*** 

(8.6953) 

R2 0.480438 

誤差の二乗和 1.55079 

DummyHokkido -0.196843*** 

(-3.3041) 
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：販売・購買・指導事業にかかる費用       ：販売・購買・指導事業からの収入 

：農地規模が 4ha 以上の米農家数      ：全米農家数        

   ：北海道ダミー    ：誤差項   ：係数とする 
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表 2－8 推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クロスセクションデータを利用しているため不均一分散の発生が考えられるが、white 検

定の結果、不均一分散はみられなかった 

 

ｔ値が 5％有意であることから、結果は良好である．また、この結果から農家の大規模化

が進むと農協のコストが減尐することが分かる．ゆえに我々の仮説が実証された． 

以上の実証分析からも、農協の事業分野が購買・販売事業と指導事業のみであるならば、

農協は大規模農家を収益源とするので、小規模農家を保護しようとするインセンティブは働

かない．兼業農家・准組合員を収益源とする信用・共済事業があるために農協は兼業農家・

准組合員ありきの経営をするようになる．つまり、小規模農家の多くが兼業農家である事(図

2－10)で小規模農家保護体質を生み、農協の大規模化推進政策の抵抗勢力とさせている． 

 このように農協法と信用・共済事業は農協に小規模米農家を保護するインセンティブをも

たらした． 
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注) 括弧内は t 値、R2は自由度調整済み決定係数を表す 

 係数 

定数項 0.866500 *** 

(445.684) 

Mlarge/ 

Mall 

-0.349198*** 

 (-4.555) 

DummyHokkaido  0.243666***
 

(5.071) 

誤差の二乗和 0.0875493 

R2 0.124132 

標本数 188 

 



 

 29 

第3章 政策提言 

  第 2章までの議論を踏まえ、今後日本で米農家が大規模化をする上で必要な政策を提言

する． 

第1節 目指すべき大規模米農家の規模 
 

本稿の目的の一つは「はじめに」で述べたように、米農家の大規模化を推進し、それによ

る社会総余剰を拡大させることである．ここで、我々の目指すべき大規模農家の規模を

8.0ha 以上とする．基本的に大規模化は、米農家の自由な意志によって達成されるべきであ

り、それによって達成される均衡規模が最適規模である．しかし米農家も労働者であり、最

低限必要となる所得がある．そのことを考慮すると、尐なくともその所得を達成できる規模

を、目指すべき最低ライン規模として設定することが必要と考えた．詳しい根拠は第 2 節

で述べるが、そのことを考慮し、米農家の所得を日本人の平均年収である 437 万円同程度

までにすることが望ましいと考え、目指すべき規模を 8ha以上としたのである． 

 

第2節 四位一体改革 
 

本節では、第 2 章で述べた保護政策・農地・法人規制・農協改革の４つの事柄について

政策提言していく 

 
【保護政策】 

保護政策は採算の取れない赤字小規模米農家を市場に滞留させ、農地の流動化を阻む要因

となってきた．これを解消するために、山下(2005)38に記してある『減反政策を廃止し主業

米農家への補助金の直接支払を行う』という提案を参考にした減反政策の廃止と、それに加

えて水田・畑作経営所得安定対策の改正を提言する． 

減反政策は段階的に廃止をし、同時に今まで減反を実行するため39に農家に支払われてい

た補助金も廃止する．減反政策の廃止によって米の供給量の増加と米価の下落が起こり、ま

た補助金がなくなることで農家の所得が減尐し、コスト高な小規模米農家は自発的に離農す

ると推測できる．また水田・畑作経営所得安定対策における担い手の条件をより大規模な農

業者に限定することで、大規模米農家支援政策という名目の小規模米農家保護政策がなくな

り、市場には生産に長けた者のみが残ることになるだろう． 

                                                     
38 山下一仁(2005)『農業の構造問題と政策の基本原理』 
39 減反政策とは一種のカルテルのようなものであり、これに米農家を参加させるには減反実施米農家に補助金を支払う

などして減反に参加させる必要がある． 
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しかし、これらの政策で大規模農家の所得も減尐することが予想される．大規模米農家で

さえ十分な所得を得ることができないのは社会的に望ましくない．そこで大規模米農家に限

定した補助金の直接支払制度を実施する．ただし、現行の水田・畑作経営安定対策において

米農家の所得補償を行っているので、大規模農家支援政策として一貫した制度になるよう、

こちらについても改正を行う． 

 

(1)減反政策の段階的廃止 

 減反政策が米価を通じて小規模米農家の所得を嵩上げし、市場滞留の要因となっているこ

とは第 2章で述べた．そして、大規模米農家に農地が集積させるために減反政策を廃止し、

小規模米農家の市場退出を促すような政策を提言する．具体的には、突然廃止することによ

る社会的影響の大きさなども考慮して、7年40かけて段階的に減反政策を廃止することが望

ましいと考えた．この政策によって米価41は現行の約 13000～14000 円から 11000 円に下

落する．  

 以下、米価下落の推計について詳述する．減反政策を段階的に廃止した場合、米の作付面

積は増加し、生産量の増加と米価の下落が生じると考えられる．実際にどの程度米価が下落

するのかを推計するために、第 1章で推計した米需要・供給関数に 2006 年度のデータを代

入してみると関数はそれぞれ以下のようになった．ただし供給関数に関して、作付面積はデ

ータ上の 170 万 ha ではなく、180 万 ha とした．現在、減反対象となっている面積 100 万 ha

の中で他の作物への転作が完了していない面積は約 40 万 ha 存在する42．しかし、その一方

で約 30 万 ha ほど大規模化に適さない農地が存在する．その内訳は急傾斜農用地が約 20 万

ha
43、市街化区域内農地が約 10 万 ha

44存在する．これらの農地は農地の集積が難しいと考え、

本稿では米作を行う農地として扱わないことにした．ゆえに作付面積は減反政策の廃止によ

って 40 万 ha 増加し、一方で 30 万 ha の農地では稲作を行わなくなるため、結果として 10

万 ha の耕作地の増加となるのである． 

                

  ・・・(ⅰ式) 45 

 

・・・(ⅱ式) 46 

 

 

 

この推計された関数を用いて減反廃止による米の均衡価格の推計を行う．本来、米消費量

(  )と米生産量(   )は一致しない．しかし近年の傾向をみると、これら二つの変数はほ

ぼ一致しているといえる．そこで         と仮定し、(ⅰ式)と(ⅱ式)を連立しこれらの変数

を消去しまとめると 

                                                     
40 3 年間を政策移行期間として、その後 4 年間をかけて毎年約 10 万 ha づつ、減反対象となっている農地を水田に戻す． 
41 ただし、米価とは 60kg 当り生産者受取価格を表す．正確には『うるち玄米自主流通米全国販売者価格』．またこれ

以降特に断りがなければ、米価とはこのことを言う． 
42 北出俊昭(2005)『転換期の米政策』 
43 農林水産省統計『中山間地域等直接支払制度の実施状況』(2006)参照 
44 農林水産省『市街化区域内農地の面積』参照

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/t_data/pdf/sigaika.pdf 
45本来は時間の経過とともに高齢化が進展し(ⅰ式)の外生変数(高齢化率)は変わってくるが、ここでは議論を簡略化する

ために外生変数は変化しないという仮定のもと議論を進める．近い将来の予測にこの関数を用いるため、この仮定を

おいても特別支障はない． 
46 (i 式)同様、(ⅱ式)も時間の経過とともに外生変数(パン消費量等)が変化して数値に影響を与えるであろう．しかし、

ここでは近い将来予測に(ⅱ式)を利用するため、外生変数は一定値をとると仮定する． 
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∴ 
P

PRice 110.0239 

となった． 

近年の消費者物価指数は、2004 年を 100 とした場合、ほぼ 100 前後で推移しており、ここ

でも P 100 として考えて支障はない．従って減反廃止時の米均衡価格は    11000(円)

となる． 

次に減反政策廃止による米価の下落で米農家の所得がどれ程減尐するのかを農業統計調

査「生産コスト」を用いて分析する． 

表 3－1 は作付規模別に米 60kg当たりの米収益、また作付面積ごとの所得を表にまとめた

ものである47．(例えば、米価が 13500 円ならば 4.0ha の作付面積の米農家は米からの年間所

得が約 196 万円となることを表す)表 3－1 には現在の米価(ここでは近年の米価の動向を見

て 13500 円とした)での分析、米価が 11000 円になった場合を分析する． 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－1 から、減反政策の廃止による米価の下落によって米農家の所得は大きく下落する

ことが読み取れる．これによって小規模農業者の離農が進むであろうが、一方で大規模米農

家の所得が下落してしまい大規模米農家の離農も進む可能性がある．これは社会的に望まし

くないため、大規模米農家に対する所得保障政策についての提言を行うが、これに関しては

後述する． 

 

(2)水田・畑作経営所得安定政策における担い手となるための条件の改正 

 

第 2 章で述べたように、水田・畑作経営所得安定対策は法規模保護政策につながる可能性

がある．山下(2005)では水田・畑作経営所得安定対策については触れていなかったが、この

政策を改善しなければ大規模米農家とは言えない 4.0ha程度の農家の保護につながってしま

う．現状では認定農家として支援対象となるための要件は 4.0ha 以上となっているが、我々

は 8.0ha 以上の大規模米農家の増加を目指している．従って認定農家の要件が現状のままで

は 4.0ha 以上 8.0ha 未満の米農家でも市場に留まってしまう．従って、この要件を大規模農

                                                     
47 ただし、米所得=粗収益－(生産費総額－労働費－自己資本利子・自作地地代)とし、全て 60kg 当たりとして計算して

いる．「生産費総額」「労働費」「自己資本利子・地代」の数値は農業統計調査『生産コスト』H17~19 年分を平均

化したものである．また米は 10a 当たり 520kg 収穫できるものと仮定し、年間米所得＝60kg 当たり収益×作付面積

×(520kg/60kg)として計算している 

RiceP

表 3－1 米価変動による米所得への影響 

(単位：円) 

作付規模 作付面積* 米価が 13500 円 米価が 11000 円 

米 60kg 所得 年間米所得 米 60kg 所得 年間米所得 

0.5ha 未満 0.25ha 1,042 22,584 -1,458  -31,583  

0.5～1.0ha 0.75ha 2,295 149,197 -205  -13,303  

1.0～2.0ha 1.5ha 4,104 533,563 1,604  208,563  

2.0～3.0ha 2.5ha 5,591 1,211,383 3,091  669,717  

3.0～5.0ha 4.0ha 5,667 1,964,444 3,167  1,097,778  

5.0～10.0ha 7.5ha 6,381 4,147,867 3,881  2,522,867  

10.0～15.0ha 12.5ha 6,844 7,413,972 4,344  4,705,639  

15.0ha 以上 20ha 6,535 11,326,756 4,035  6,993,422  

＊単位は ha 

(出所) 農業統計調査『生産コスト』H17~19 年分をもとに、3 年分データを平均化し作成 
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家に限定したものに改正する．具体的には新たな認定農業者に、水田・畑作経営所得安定対

策で支援を受ける認定農家の定義を表 3－2 のように変更する．これによって以前は制度の

支援対象となりえた 4.0ha 程度の規模を持つ農家は支援の対象から外れ離農が進むであろ

う．ただし現状ではこの認定農業者の条件を満たすほど大規模化が進んでいない農家に対し

ては、「耕作面積拡大期間」として 3年間48を設けて、この間に新たな担い手の条件を満た

せればこの間は担い手農業者として扱われ、水田・畑作経営所得安定対策の支援の対象とす

る49．耕作面積拡大期間を認めることで、現状では 8.0ha の規模を持っていないが、大規模

化する意欲のある農家も支援を受けられる．これによって農家が大規模化に取り組みやすい

環境を整えることができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 大規模米農家に限定した補助金の直接支払と水田・畑作経営所得安定対策における所得補償

制度の改正 

また新たな補助金として、農業者の規模別に補助金の直接支払制度の導入を実施する．減

反政策の廃止や水田・畑作経営所得安定対策の認定農業者条件の改正は、将来の米作を担う

大規模農業者の所得も減尐させてしまう可能性がある．我々の政策大規模農業者の離農が進

んでしまうことは本末転倒である．そこで以下の要綱に従って補助金の支払いを大規模農業

者に対して行う．まず支給対象を表 3－2 の条件を満たす農業者に限定し、支払額について

は、4.0ha以上 8.0ha 未満の規模を持つ米農家については一律 80万円、8.0ha以上 12.0ha

未満の規模を持つ米農家には一律 150万円、12.0ha以上の規模を持つ米農家は一律 250 万

円50とする．財源に関しては減反政策廃止によって不要となった補助金の財源51を利用する．

これによって表 3－2の条件を満たす農業者のみに補助金が支払われることとなり、大規模

農業者が離農に追い込まれることはなくなるだろう． 

                                                     
48 ただし期間の開始時期は、各農業者が所属する市町村に耕作面積拡大期間の開始を申請した年からとする．このとき

農業者は耕作面積拡大の計画書も提出を義務付ける． 
49 ただし耕作面積拡大期間に新たな担い手の条件を満たせなかった場合は、その間に受けた補助金総額を現在価値で評

価した額を返納しなければならない．また、耕作規模を拡大する意思がないにもかかわらず本制度の申請を行い、規

模拡大できなかった場合は、公文書(規模拡大計画書)の虚偽申告として罰せられる． 
50 これは表 3－1 より減反政策によって米価が下落した場合、その影響を緩和する程度を基準にして金額設定されてい

る． 
51 基本的には産地づくり交付金、米作構造改革交付金を廃止することで得られる財源（2008 年予算では約 1650 億円）

を利用する．不足分については通常予算を利用する． 

表 3－2 新たな認定農家の要件 

 本州 北海道 

 

個人・法人 

①米作面積が 8.0ha 以上． 

②米作面積が 4.0ha 以上かつその他作物

の耕作面積が 2.0ha 以上． 

①米作面積が 8.0ha 以上． 

②米作面積が 4.0ha 以上、 

かつその他作物の耕作面積が 6.0ha 以上． 

 

集落営農 

耕作面積が 20.0ha 以上、 

かつ米作面積が 10.0ha 以上． 

耕作面積が 20.0ha 以上、 

かつ米作面積が 10.0ha 以上． 

※農地面積に関して、条件不利地や、面積の条件が基準に満たないが一定以上の収入があるなどの特例措置は以前の

制度をもとにする．(ただし大規模化できない条件不利地は米作以外の用途に用いることが本稿の方向性である．)  

※この 4ha、10ha、20ha という農地面積の条件は、地理的条件が不利な地域は、面積が緩和される．また

農地面積が小さくても一定の農業所得があれば、対象になる． 

※農地面積には、権原を持つ田・畑の面積(集落営農組織の場合は構成員の権原面積)のほか、一定の農作

業受託をしている田・畑の面積も含めて計算する． 
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ここで、現行の水田・畑作経営所得安定対策における所得補償制度を確認してみると、米、

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの販売収入の合計額が、基準となる収入52から

の下落分の 9割を補てんする、とある．仮に米以外の作物からの収入が変化しなかったと

すると、この所得補償制度では減反政策廃止などによる長期的な米価下落の影響を緩和でき

ない．なぜなら、この制度は過去の米価からの下落分の収入を保証する制度だからである．

だが、減反政策廃止による所得への影響を緩和するため、大規模米農家への補助金の直接支

払政策は既に我々は提言している．そこで米農家への所得補償制度に一貫性を持たせるため

に、現在上記 5 品目からの販売収入額を、補助金支給額を決定するのに用いているが、米を

この販売収入を決定する 5 品目から除外することを提言する．これによって、米農家への所

得補償制度は、前述の大規模米農家を対象とした補助金の直接支払のみとなり、大規模米農

家であろうと無暗に保護することはなくなり、所得補償制度に一貫性を持たせることができ

る． 

  

【農地制度】 
農地制度は農地流動化の阻害要因となってきた．これらを解消し農地の流動化をはかるた

め、農地税制と農地保有合理化法人について政策提言を行う． 

  

(1) 農地の保有面積に応じた累進的に軽減税率の導入、及び違反者罰則の強化 

あ現在の農地税制は、農家が農地を保有し続けることに対して有利になるように設計されて

いる．それによって農地保有インセンティブを生み出し、農地の流動化を妨げているのであ

る．大規模農家に農地を集積させるためには、農地の流動化を促すような税制を作り出すこ

とが必要だと考える．そこで考えているのが以下の固定資産税改正である．大規模農家に対

する固定資産税優遇・耕作放棄地に対して罰則導入する． 

原則として農地評価方法は変更しない．しかし、大規模化するごとに累進的に軽減税率を

かけるようにして、大規模農家を優遇する．具体的には以下のような仕組みを考えている． 

①大規模農家に対する固定資産税優遇 

農地評価額を x、軽減率を aとする．                

計算式：固定資産税額＝ (税率) 

右の表のように、農地が大規模化すると固定資産税 

の軽減が大きくなるため、相対的に大規模農家は負 

担が小さくなる 

 

②納税済み固定資産税還付制度 

固定資産税を計算した当時は小規模であったが、評価替えが行われる 3 年のうちに大規

模化を達成した場合、軽減される分について計算し直して、その軽減される分の還付を受け

られる制度も導入する． 

 

③罰則の導入 

罰則規定についてだが、これは農地として扱っているにもかかわらず、実質的に遊休化し

ている農地を取り締まる事を目的としている．農地が耕作放棄されている場合、その農地は

宅地並み評価として計算し、3年ごとに行われる評価替え以後は高額な固定資産税を納税を

課す．ただし、その 3 年間のうちに農地保有合理化法人に耕作放棄地を売買や貸借によっ

て渡した場合には、本来の農地評価額で計算した固定資産税と実際に宅地並評価として支払

った固定資産税との差額を還付する措置をとる． 

  

                                                     
52過去 5 カ年中庸 3 カ年の平均収入． 

農地規模(ha) 軽減率 a 

0 以上～4.0ha 未満 1 

4 以上~8ha 未満 0.8 

8以上~12.0ha未満 0.7 

12.0ha~ 0.5 

表 3－3 軽減率 
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(2)農地売買の際の農地保有合理化法人の利用の義務化及び農地保有合理化法人の権限強化 

農地保有合理化法人について規定している農業経営基盤強化促進法を以下のように改正す

る． 

 

① 農地保有合理化法人の利用の義務化 

農地の売買・貸借・交換を行う際は、農地保有合理化法人に一旦農地を引き渡すことを義

務化し、そのことを農業経営基盤強化促進法に追加する．現在、農地の売買・貸借・交換を

行う際は個人の相対取引で行われていることが多いのだが、この政策により農地の需要者を

明確にすることができ、また政府が作成した農地を集積し大規模化を促進するというビジョ

ンにおいて、計画的に賃貸借・売買や交換分合することで達成しやすくなる．この政策は、

第 2 章第 2 節に記してあるように全国すべての都道府県に農地保有合理化法人が存在して

いるために、実行可能である．農地の一時受け手として農地保有合理化法人が機能すれば、

耕作放棄地問題も解決されるだろう．農地を売りたいが買い手が見つからないという米農家

にとって、受け手が常に存在する状態になり、離農しやすい環境にあるといえる．これによ

り、農地の流動化を促進する効果が期待できる． 

 

② 耕作放棄地に対する農地保有合理化法人の権限の強化 

耕作放棄地の中でも、平地農業地域など集積を行うことで規模の経済性を活かせる地域に

ついてはできるだけ集積を進める．しかし中山間地域など規模の経済性を活かすことができ

ない地域については、現状にて転作畜産奨励金が用いられているように、そこに適した野菜

の生産に用いることを積極的に政府が推奨する．絶対的地理条件が悪く、転作しても採算が

取れないため、農家が所有権の放棄を望む場合、農地保有合理化法人が無償で引き取り森林

化を進める． 

我々は始め、耕作放棄を行った農家に対して、その土地の没収や農外転用の禁止するよう

に法整備を行い、それに違反したものに対して何らかの罰則を課すようにすべきだと考え

た．しかしその場合は、私有財産権を保障する憲法の下で、一般の土地取引について極めて

限られた局面でしか私権が制限されていないのに対し、農地について、私有財産権を制限す

ることが果たして可能なのか、という点について慎重な検討が必要であるというご指摘を内

閣参事官佐藤速水氏から頂いたために考慮し直した．佐藤氏によると、農業経営基盤強化法

に基づく耕作放棄対策として特定利用権の規定があるが、憲法の関係から言って、これが限

度ではないかと考えられる、とのことであり、これ以上の私権制限はとても法制的に成り立

たないと判断した為に、転作を推奨するという政策提言に留めた． 
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【法人規制】 
(1)農業生産法人規制の緩和 

具体的には農業生産法人の要件のうち、C.構成員要件と D. 業務執行役員要件の 2つの条

件を次のように改正する． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)農業経営基盤強化促進法の廃止 

 農業生産法人になる要件を上記のように緩和する以上、法人による農業参入を構造改革特区で

のみ、特例的に認めた特定法人貸付事業は必要性が低いため廃止する． 

 

(3)禁止事項と罰則の追加 

 法人による農地の農外転用や投機目的の取得を禁じる項目を農業経営基盤強化促進法に

追加する．また同時に、この項目に違反した際に、罰金や禁固刑などの刑事罰を適用できる

ように法整備を行う． 

 

(4)農地法第一条の改正 

法人規制の政策提言の目的は、将来、大規模農家となりうる法人の参入を認める事である．

その目的と整合性がとれるように農地法を改正することが必要である．具体的には上記の農

地法第 1条を下記のように改正をする．  

 「この法律は、この農地の取得および借入を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地

の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農

業生産力の増進とを図ることを目的とする．」 

以上の農地法改正がなされることで、自作農主義という理念が消滅し、法人が農地を保有

することを認める法人規制との整合性が満たされることとなる 

 

 

 

【農協】 
農協の独占的地位や米農家の農協への依存度、農協の規模を考えると、農協は大規模農家

促進政策の強大な抵抗勢力になる可能性は高い．従って、単協自身が大規模農家を増やすイ

ンセンティブを持てるように、単協の収益源を専業農家と大規模兼業農家とする構造53へと

変える． 

                                                     
53 農協が米だけでなく、多種な農作物を扱っている時点で大規模農家を収益源とは限定できない．したがって、農業所

得に依存できる程の生産性を持つ専業農家と大規模兼業農家を収益源と限定した． 

表 3－4 緩和案 

(現状は第 2章第 2節法人参入の記述を参照．変更された部分は太文字下線で表示) 

C.構成員要件 

農業生産法人の構成員(＝出資者)の半数が次のいずれかに該当すること． 

①法人への農地の権利提供者 

②法人の農業常時従事者 

③農業協同組合、農業協同組合連合会④法人に現物出資している農地保有合理化法人

④地方公共団体 

⑤農業協同組合、農業協同組合連合会 

⑥継続的取引関係にある者 

D. 業務執行 

   役員要件 

法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと． 

(1)農業生産法人の業務執行役員の 2 人以上が法人の農業(関連事業を含む．)に常時従

事する構成員であること． 

(2) (1)に該当する役員とは、年 60日以上農作業に従事しているものである． 
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(1) 大規模化促進政策と整合するように農協法の改正を実施 

政策提言の目的は大規模農家を増やすことであるから、その目的と整合性がとれるように

農協法を改正することが必要である． 

具体的には上記の総則第 1条と第 3条を表 3－5のように改正をする． 

 

 

 

 

 

第 1 条の改正よって、農業生産力の低い農家を離農させ、大規模農家を増進させるため

の農業抜本的改革が農協法と整合性を持つようになる．さらに第 3 条 6 を改正し、大規模

農家を始めとした将来の担い手としてふさわしい専業農家を主体とする農協経営に変える． 

この農協法の改正によって、大規模農家の意見が人事及び農協の経営方針において反映され

やすくなり、農協自身が大規模農家のための組織となることができる． 

 
(2) 兼業農家・准組合員への貸付制限 

農協の信用・共済事業に対する依存をなくすために、それぞれの事業に制限を設ける．具

体的には「当年新規専業農家ないしは認定農家貸付額は、当年新期総貸付額の 5 割相当以

上とする」との制限を信用事業に、「新規共済保険加入者を専業米農家ないしは大規模米農

家とする」との制限を共済事業にかける．これらの条文は農協法に制定する．このように小

規模兼業農家に対して厳しい制限をかければ、兼業農家や准組合員への融資を収益源とした

信用事業への依存ができなくなる．それに伴って、信用事業は農業従事意識の高い専業農家

や第一種兼業農家への農業貸付高の必要性が上がる．よって、単協は生産力の低い小規模兼

業農家を離農させ、米農家の大規模化や高付加価値化を進めていき、競争力のある農家を組

合員としなければ、信用による収益も得られなくなり、農協自身が経営危機に陥る．同様に

共済事業に関しても、大規模農家ないしは専業農家の数に比例して、共済事業から得られる

利益は増えるので、大規模農家と専業農家の数を増やすインセンティブが出てくる．その結

果、小規模農家を多く持つような競争力のない単協は破綻するので、破綻を回避するために

大規模増進政策を中心とした農家の所得増加を目的とした政策が単協レベルから打ち出さ

れるようになる． 

 

(3) 第三者機関の監査と金融庁の金融検査の義務付け 

イコールフッティング54の競争の導入により、財務状態の悪い農協を速やかに退出させる

ため、「農協の信用・共済事業を銀行業務として扱う」と銀行法に規定する．現在、単協を

監査しているのは中央会監査であり、農協系統の一部分であって身内ともいえる存在であ

る．このような機関が監査をしていては、単協が公開する財務情報に対する信頼性は低いと

言わざるを得ない．よって、農協サービスの利用者(組合員、取引先など)が、単協の実態を

しっかり認識した上で、農協を利用したり取引したりするための情報が十分には得られな

い． 

また、金融庁の金融検査がないために、単協の信用・共済事業の健全性は厳格に検査・開

示されているとは言いがたい．これは同時に厳しい金融検査とコンプライアンス対応を迫ら

れる他の金融機関との公正な競争条件を充足していないことを意味する． 

                                                     
54市場参加者間の競争条件が同一であり、特定の市場参加者のみ優遇・特権を持つということがない状況． 

表 3－5 農協法の改正 

農協法 内容 

第 1章第 1条 この法律は、農業生産力の増進のために農業者の協同組織の発達を促進し、もつ

て国民経済の発展に寄与することを目的とする． 

第 2 章 

第 30 条 6 

投票において、米農家はその米農家の持つ売上高に比例した票を持つ． 
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そこで、第三者機関が財務情報、事業実態情報公開し、金融庁の金融監査を行うことによっ

て、農協間さらには農協と同様なサービスを営んでいる他の組織(事業会社、商社、金融機

関等)との間に競争原理が働く．なぜなら、資材等販売業者が第三者によって監査された信

頼できる財務状況を得られるので、財務状態に基づいた購買がなされるようになるからであ

る．その結果、事業会社、商社とのイコールフッティングの競争を促すことで、小規模米農

家を多く抱えるような返済能力が低い農協は、販売・購買事業にて制限を受けてしまう．55

その例としては、商社や事業会社が農協の債務不履行を恐れて信用販売を避けられるといっ

たことがある．この結果、小規模農家を多く抱える競争力のない単協の市場淘汰・退出がさ

らに促される．さらには、破綻を防ぐための農協間による不当な利益移譲を防ぐことができ

る．56 

このような農協の市場淘汰・退出が必要な理由は、現在の経営悪化した単協と他の農協に

よって設立された広域合併農協の多くが経営改善されず、ますます経営悪化が起き、悪化の

わなから抜けられない状態に陥っているからである．57 

 

 (4)農協受け継ぎ公募制と公的資金 

農協が破綻した際、その受け皿を全国に存在する単協から公募することによって効率的で

高いレベルのサービスを提供できる農協がその地域をカバーするようになり、農協の経営内

容(大規模農家の増進等)の向上が期待される．また、新経営者はその農協や従業員に対して、

同情心がないため、改革のために積極的な計画が練れるという利点もある．さらに新経営者

が怠慢経営をすれば出資者である組合員から訴訟を起こされる可能性もあり、破綻すれば解

雇させられるので、公的資金が投入されるといってもモラルハザードは起きにくい．そこで

農協からの公募がなかった場合、民間企業から受け皿農協を公募する．58民間企業の進出に

より、農協間競争をさらに促すことが期待でき、民間企業は何万といるのでより経営能力が

ある受け皿農協が現れる可能性が高い．この場合、民間企業が購買・販売事業と指導事業(指

導事業に関しては、新経営者の任意で)に関する資産と役割を受け継ぎ、信用・共済事業に

係る資産と役割を隣接する農協が受け継ぐこととする．受け継ぎの際、破綻した農協の財務

状態は政府機関による不良債権の買い取り、及び公的資金の投入によって超過債務を償却す

ることで、破綻した農協の優良資産(優秀な人材、流通のインフラ、倉庫、建築物等)のみ受

け皿農協へと受け継がれるようにする．これにより、農協や民間企業が破綻した農協を受け

継ぎやすいインフラを作っている．受け皿となる農協の新経営者を選ぶ際は、農協上部団体

である全中が裁量を持つこととする． 

この農協受け継ぎシステムにて、他の単協も民間企業も公募しない場合を考えてみたい．

その地域は、専業農家が大規模化も高品質化もできなく、農業利益が見込めない場所という

こととなる．その地域の大多数の専業農家は所得が尐なく、その土地を売却し、より相対的

に農業生産力のある地域に移るインセンティブは高い筈である．従って、そのような農業に

向いてない土地には農協がある必要がないと考えられる．それでも尐数の生産力ある米農家

が農協を欲するのであれば、近隣の農協と契約したり、新たに自発的に協同組合を設立する

という選択もある．つまり、地域に農業生産力があるにも関わらず、怠慢経営を行っている、

あるいは経営能力がないために財政状況が良くない農協のみが新たな経営者によって受け

継がれるシステムを作る．さらに不安要素として、地域的に相対的競争力が弱いことが原因

なのにも関わらず、新経営者の交代が繰り返され、無駄に公的資金が投入されるという現状

                                                     
55債務不履行の可能性がある返済能力の低い農協と信用販売等の取引を控えるようになる． 
56 現状の実態で、利益移譲があるかは確認できなかったが、正当な監査機関が不在である以上あってもおかしくない． 
57 青柳 斉(2004)『農村農協の経営悪化構造』 
58 民間企業が「農業協同組合の代替」としての役割を果たすように、農協法にて株主の過半数以上を米農家とすること

を制定する．これにより、米農家が農協のガバナンスを監視し、経営に歪みが現れた時にその歪みを矯正する手段を

常時持てるようにする． 



 

 38 

が生まれる可能性がある．それを防ぐために公的資金投入回数を農協による受け継ぎで最高

限度 2回、民間企業による受け継ぎで 2回と定めることとする59． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような政策が徹底されれば、各単協レベルで組合農家の大規模化を始めとした農業者

所得増加を目的とした経営を積極的に行う動機付けが生まれる．また、小規模農家を多く持

つ等、農業者所得増加に失敗し、経営が上手くいかなった場合、速やかに新経営者が農協経

営を新たに行うシステムとなっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
59 1 回では、それが新経営者の選択の誤りが地域的特性かが断定しにくい．また、3 回では公的資金の投入による財政

支出が多すぎる．よって農協、民間企業による受け継ぎをそれぞれ 2 回と定めた． 

図 3－1 不良債権買い取りと公的資金投入のイメージ

図 

【JA 単協のバランスシート】 

優良債権 

不良債権→現金 

現金 

公的資金投入 

政府機関が不良債権を

買い取る 

預金と優良債権と不良債権を買い取ってもらったことによる 

現金と公的資金を受け皿農協、企業が買い取る 
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図 3－2 競争の流れのイメージ図 

競争の流れ 

専業米農家を始めとし

た大規模米農家育成を

進め、収益をあげる 

公的資金が投入され超過債務がない状況になる 

受け皿となる農協を既存の農協から公募 

受け皿となる農協を民間企業から 

公募し信用・共済事業は隣接した 

農協へ 

破綻した農協の優良資産 

(優秀な人材、流通のイン 

フラ、建物)を受け継ぐ 

準組合員と兼業米農家の預金・貸付制限を整備 

財務状況の公開と金融庁の金融検査の義務付け 

公的資金と受継ぎ農協の公募制 

専業農家の育成が上手くいかなくなると、

農協の財務実態が悪くなり、金融庁に認定

倒産を言い渡される．或いは倒産を宣言． 
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第3節 政策の効果 
 
この節では、本章の締めくくりとして、第 2 節で提言した政策によって大規模化がどの

程度進むのか、その効果を推計する． 

第 2 節で提言した保護政策・農地制度・法人参入・農協改革の政策提言によるそれぞれ

の効果をここでもう一度まとめると、 

 

保護政策…『小規模米農家の離農促進』 

農地制度…『農地の流動性が上昇』 

法人参入…『大規模農業の担い手増加』 

農協改革…『政治的阻害要因の解消』 

 

といった効果が生じると考えられる．これらの効果が相乗的に組み合わさって、規模拡大

を目指す農家が大規模化できる基盤が形成され、農家が経済合理的に行動するならば、ほぼ

全ての米農家が我々の目指すべき 8.0ha以上の耕作面積を持つ大規模米農家となる． 

 

以下では、政策提言の効果によって 8.0ha 以上の大規模農家が育成される過程について

述べる．まず小規模農家保護政策を廃止することで、8.0ha以下の米農家に対する所得補助

がなくなるために、農業所得が十分ではない米農家は離農や貸出・売却などを通じて農地を

手放すことが考えられる．実際に、減反廃止による米価下落の影響によって、どの程度の米

農家が農地を手放すのか推計すると、表 3－6より 1.0ha以下の米農家は赤字となり離農す

ることが分かる． 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、土地純収益の格差によって農地の貸借がどの程度進展するのかを分析する．表 3-7

は米価が 11000 円時の所得と土地純収益を作付規模別に表わしたものである．表 3-7 から読

み取れるように規模ごとに農家の所得と土地純収益には差があるため、（ⅰ）式の農地貸借

の取引成立条件が成立し農地の貸借が進む．では、具体的にどの程度農地貸借が進展するか

というと、1.0ha 以下の農家は離農するため農地の貸し手となる．また（ⅰ）式の条件を満

表 3－6 米価変動による米所得への影響 

(単位：円) 

作付規模 作付面積* 米価が 13500 円 米価が 11000 円 

米 60kg 所得 年間米所得 米 60kg 所得 年間米所得 

0.5ha 未満 0.25ha 1,042 22,584 -1,458  -31,583  

0.5～1.0ha 0.75ha 2,295 149,197 -205  -13,303  

1.0～2.0ha 1.5ha 4,104 533,563 1,604  208,563  

2.0～3.0ha 2.5ha 5,591 1,211,383 3,091  669,717  

3.0～5.0ha 4.0ha 5,667 1,964,444 3,167  1,097,778  

5.0～10.0ha 7.5ha 6,381 4,147,867 3,881  2,522,867  

10.0～15.0ha 12.5ha 6,844 7,413,972 4,344  4,705,639  

15.0ha 以上 20ha 6,535 11,326,756 4,035  6,993,422  

＊単位は ha 

(出所) 農業統計調査『生産コスト』H17~19 年分をもとに、3 年分データを平均化し作成 
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たし、1.0～2.0ha の作付規模の農家は 5.0ha 以上の作付規模を持つ農家に農地を貸し出す．

したがって 2.0ha 以下の農家は農地を貸し出すことが合理的行動となる． 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に農地制度の見直しとして、農地税制の改正を行うことによって農地を保有することに

対するインセンティブが減尐し、米農家は農地の売買・貸借をより活発に行うようになる．

さらに農地保有合理化法人の利用を義務化することにより、大規模化に意欲的な農業者が計

画的に農地の集積を行いやすくなる．これによって小規模米農家が貸し出し、もしくは売り

出した土地が分散することで、大規模農業従事者に集積しないという懸念がなくなり、農家

の大規模化に向けて実現可能性が高まる． 

また法人の参入規制を緩和することで、法人が離農する小規模米農家の土地を受け継ぐ、

新たな大規模農業の担い手となると考えられえる．小規模米農家の離農が進み、農地の供給

者が増える一方で、農地を集積して大規模化する需要者が存在しない地域が出てくるとの懸

念あるが、法人が新たな需要者として参入することでこの懸念は解消される． 

最後に農協改革を行うことで、大規模化政策を政治的に反対する要因がなくなるために、

第 2節で提言した政策の実行可能性が高まるであろう． 

 我々の政策提言の効果によって、2.0ha 以下の規模の米農家は農地を手放すことが合理的

となり、それらの農地はすべて大規模米農家に集積するだろう．では具体的に米農家の大規

模化はどの程度進展するであろうか．仮に、農家の離農、農地の売買・貸借、農地の集積が

起こり、日本全土の米農家が 8.0ha以上の規模になった場合を想定する．耕作面積が 180

万 ha存在することから、｛180 万 ha / 8.0ha = 22.5万｝より、約 22.5万戸の大規模米農家

が現れることになる．表 3-8から読み取れるように、8.0ha以上の作付面積を持つ大規模米

農家は現在 11300戸の米農家が存在しているため、我々の政策提言を実行することによっ

て大規模農家の数は約 20倍になると推計される．大規模農家の増加は本稿第 1章で述べた

ように社会総余剰の拡大に繋がるため、我々の政策提言によって社会総余剰の拡大が達成さ

れると言えるであろう． 

 

 

 

 

 

 

 

作付規模 土地純収益 米 60kg 所得 

0.5ha 未満 -10703 -1,458  

0.5～1.0ha -7380 -205  

1.0～2.0ha 

2.0～3.0ha 

-4368 1,604  

-1317 3,091  

3.0～5.0ha -211 3,167  

5.0～10.0ha 1647 3,881  

10.0～15.0ha 1802 4,344  

15.0ha 以上 1912 4,035  

 

表 3－7 米価が 11000 円時の所得と土地純収益 

(単位：円) 

(出所)農業統計調査『生産コスト』2005~2007 年分をもとに、3 年分のデータ平均化し作成 

階 層 別 一般世帯数 割合(%) 

1.0ha 未満 6,783,279 78.5 

1.0ha 以上 2.0ha 未満 1,188,145 13.7 

2.0ha 以上 

（8.0ha以上） 

671,309 

（11,300） 

7.8 

（0.6） 

合 計 8,642,733 100 

 

表 3－8 米農家の規模別割合 

(出所)農林水産省統計『平成 17 年米穀の作付規模別生産者及び世帯人数等調査結果表』をもとに作成 

 

 

 

 

 (出所)農業統計調査『生産コスト』2005~2007 年分をもとに、3 年分のデータ平均化し作成 
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図 3－3 政策実行の工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …政策の実行期間を表す 

 

      …政策による効果の期間を表す 
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おわりに 

 我々の分析によって大規模化のメリットが明らかになった．規模を拡大すればコストが下

がり米農家の所得は上がる、米価も下がり消費者は得をする．マクロで見れば社会総余剰も

拡大する．それにも関らず、現在大規模化は実現していない．その理由を、現在の農林水産

省の大規模化促進政策は様々な点で不十分であるためである．そのために、我々は農業にま

つわる 4 つの事柄を抜本的に改革しなければ、真の大規模化は実現できないと考えた．そ

れらを 3つの章で分析をし、政策を提言した．本稿で分析した 4つの事柄である保護制度、

法人参入、農地制度、農業協同組合は各々で独立しつつも、それぞれが複雑に絡み合い、ど

の事柄が欠けても大規模化は達成できない．その意味で、まさに四位一体の改革を必要とす

るものであった．  

 

農業は日本古来の産業であり、誰にとっても必要とされている産業である．特に米は主食と

して何千年も日本人の生活を支えてきた．その米に起きている問題をなんとかしたい、その

ような思いから我々はこの論文を書くに至った．小規模米農家や兼業米農家が悪いというわ

けではない．しかし、現状の米作の衰退に歯止めをかけるには、抜本的な改革をし、市場原

理をある程度導入することで米作を効率化しなければ産業としての魅力、そして活力を失う

ばかりである． 

我々の提言には既得権益を奪うものも含まれ、そうした意味で痛みを伴うものかもしれな

い．だが真に米作を改革するためにはこれしかない、と考えた．“食”は人間の基本であり、

“米”は我々日本人の命である．この米の未来を我々は信じている． 
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http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/50.html
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坂内久 大規模農業経営体と農業事業の関わり‐信用事業を中心に‐ 

http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0108re2.pdf 

最終閲覧日 2008/10/4 

全国農業会議所 特定法人事業とは？   
http://www.nca.or.jp/hojinsien/shien_gaiyo.pdf 
最終閲覧日：2008/11/11 
農林水産省 「担い手農家懇談会（農協問題）議事録」 

http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/keiei/nokyokei_teiki/siryo_7.pdf 

最終閲覧日 2008/10/6 

農林水産省 農協改革（経済事業改革）の具体的取組事項  

http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/kyoso/css/shushi/koumoku.htm 

最終閲覧日 2008/10/10 

農林水産省 農協改革の基本方向-「農協のあり方についての研究会」報告書‐ 

http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/keiei/nokyo/hokokusyo.pdf 

最終閲覧日 2008/10/15 

農林水産省「農協改革ボックス」に寄せられた提言より 

http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/box/iken-teigen.PDF 

最終閲覧日 2008/10/13 

逸見尚人 新たな農協金融システムの構築に向けて 

http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0110re2.pdf 

最終閲覧日 2008/10/4 

山下一仁 下からの発意に乏しかった日本の農協  

http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/30.html 

最終閲覧日 2008/10/05 

山下一仁 農協の解体的改革を   

http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/27.html 

最終閲覧日 2008/10/15 

山下一仁 

『農協の解体的改革を』（日経・経済教室６月７日）に対する農協からの反論について 

経済産業研究所 http://www.rieti.go.jp/users/yamashita-kazuhito/serial/001.html 

最終閲覧日 2008/10/15 

山下一仁 農業との決別なしに農業復興はしない  

http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/50.html 

最終閲覧日 2008/10/15 

山下一仁 農業の構造改革を阻んできた農政の失策と JAの功罪  

http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/33.html 

最終閲覧日 2008/10/15 

山下一仁 第２回「日本の農業はここまで衰退している！」 

http://www.tkfd.or.jp/research/sub1.php?id=165  

最終閲覧日 2008/10/15  

 

《データ出典》 

農林水産省（2008）『食料・農業・農村白書』(平成 20年度)時事画報社 

農林水産省『米穀の作付規模別生産者数及び世帯員数』各年(2008年 11月 4日 閲覧) 

農林水産省（2004）『第 78次農林水産省統計表』 

農林水産省（2005）『第 79次農林水産省統計表』 

http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0108re2.pdf
http://www.nca.or.jp/hojinsien/shien_gaiyo.pdf
http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/keiei/nokyokei_teiki/siryo_7.pdf
http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/kyoso/css/shushi/koumoku.htm
http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/keiei/nokyo/hokokusyo.pdf
http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/box/iken-teigen.PDF
http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0110re2.pdf
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/30.html
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/27.html
http://www.rieti.go.jp/users/yamashita-kazuhito/serial/001.html
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/50.html
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/33.html
http://www.tkfd.or.jp/research/sub1.php?id=165
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農林水産省（2006）『第 80次農林水産省統計表』 

 

政府統計の総合窓口 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do 

統計局 HPhttp://www.maff.go.jp/index.html 

北海道 HP 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kieietai/hojin/hojin/youken_html.htm 

農業者への税制支援 http://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/nou/index.html 

農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/index.html 

農林水産省統計情報 http://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html 

農林水産省農林業センサス http://www.maff.go.jp/census/ 

総合農協統計書 

http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=R001&TokKbn=B&Nen=2004&H

Nen=H16 

最終閲覧日 2008/10/22 

総合規制改革会議 規制改革の推進に関する第 2 次答申（抄）‐経済活性化のために重点的に

推進すべき規制改革‐                         

http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/keiei/nokyo/4/sanko.pdf 

最終閲覧日 2008/10/22 

全国農業会議所の資料 

http://www.nca.or.jp/hojinsien/shien_gaiyo.pdf 

最終閲覧日 2008/10/22 

農林水産省『早わかり！品目横断的経営安定対策』 

http://www.maff.go.jp/ninaite/easy.pdf 

最終閲覧日 2008/10/22 

農業生産法人協会 HP 

 http://hojin.or.jp/agri/n_about.html 

最終閲覧日 2008/10/22 

農林水産省経営局 構造改善課 

総合規制改革会議特区ワーキンググループ ヒヤリング資料  

http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/02/wg/tokku/siryo5-2-1.pdf 

最終閲覧日 2008/10/22 

民間給与実態統計調査 国税庁長官官房企画課 

http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2007/pdf/001.pdf 

最終閲覧日 2008/10/26 

総合農協統計書 

http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=R001&TokKbn=B&Nen=2004&H

Nen=H16 

(2008 年 10月 22日 閲覧) 

 

 

 

各データの出典元 

 

自主流通米（うるち玄米）全校平均販売価格：農林水産省『農村物価賃金統計』各年 

粗食用米消費量 ：同上 

要素投入価格指数：同上をもとに作成 

米 60kg当たり生産費 ：農林水産省『米生産費調査』各年 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
http://www.maff.go.jp/index.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kieietai/hojin/hojin/youken_html.htm
http://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/nou/index.html
http://www.maff.go.jp/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html
http://www.maff.go.jp/census/
http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=R001&TokKbn=B&Nen=2004&HNen=H16
http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=R001&TokKbn=B&Nen=2004&HNen=H16
http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/keiei/nokyo/4/sanko.pdf
http://www.nca.or.jp/hojinsien/shien_gaiyo.pdf
http://www.maff.go.jp/ninaite/easy.pdf
http://hojin.or.jp/agri/n_about.html
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/02/wg/tokku/siryo5-2-1.pdf
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2007/pdf/001.pdf
http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=R001&TokKbn=B&Nen=2004&HNen=H16
http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=R001&TokKbn=B&Nen=2004&HNen=H16
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耕地面積指数：農林水産省『作物統計』各年をもとに作成 

500a 以上の耕作規模（米）米農家の戸数が全米農家戸数に占める割合：農林水産省統計『作

付規模別生産者及び世帯人数等調査結果表』各年 

消費者物価指数：統計局『消費者物価指数』各年 

総人口に占める 65歳以上割合：統計局『人口推計』各年 

人口：同上 

パン年間消費量：統計局『家計調査年報、世帯当たり年間の品目別支出金額及び購入数量（全

世帯）』各年 

信用・共済事業収益：『総合農協統計書』各年 

全事業収益：同上 

第一種兼業農家数：『第 78・79・80次農林水産省統計表』 

第二種兼業農家数：同上 

全農家数：同上 

准組合員数：『総合農協統計書』各年 

全組合員数：同上 

販売・購買・指導事業にかかる費用：同上 

販売・購買・指導事業からの収入：同上 

農地規模が 4ha以上の組合員数：『米穀の作付規模別生産者数及び世帯員数』 

全米農家数：同上 

 

 

 


