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本論文は、2008 年 12 月 20 日、21 日に開催される、ＩＳＦＪ日本政策学生会議「政策フォーラム 2008」のために
作成したものである。
本論文の作成においては、構想段階から執筆における各過程において、指導教授である横山彰教授から常に温かいご
指導を頂いた。また、同期の皆さんからも有益且つ熱心なコメントを頂戴した。更に、埼玉県農林部米づくり改革支
援室の皆様には、ヒアリングの際に大変貴重なお話を頂いた。そして、東洋大学経済学部総合政策学科講師の中澤克
佳さんには、本論文の分析に関して大変有益なアドバイスをして頂いた。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。
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要約
近年、食料の国際市場は需給の一時的・構造的な変化により需要が逼迫してきている。実
際に、大豆･小麦・トウモロコシの国際価格は、2006 年から 2008 年までの 3 年間で 2 倍以
上に高騰した。世界銀行は、2015 年の価格水準は 2004 年のレベルを超えて高止まりする
と予測しており、
食料価格の高騰を中長期的な問題として捉えなければならないことを示し
た。以上のことから、国内への食料供給を国際市場からの輸入に依存している国は、需要逼
迫による影響を直接的に受けることになる。
しかし日本の食料自給率は 4 割程度であり、国内への食料供給の 6 割は国際市場からの
輸入に依存していることになる。こうしたことから、需要の逼迫により、日本において 2
つのケースが懸念される。第 1 は、日本の経済成長力が鈍化した場合に、経済成長が著し
い中国やブラジルなどの国と食料を奪い合うことになり、食料輸入量が減尐するケースであ
る。第 2 は、輸出国が自国への供給を優先して輸出の規制を行い、日本への食料輸入が途
絶、減尐するケースである。また、食料自給率が 4 割であるということは、国内農業によ
り供給されている熱量が約 1000kcal であることを示しており、食料自給率が絶対的に低い
ことが分かる。こうしたことから、内閣府による 2006 年の世論調査によると、「我が国の
将来の食料供給について不安がある」と答えた者の割合は 76.7％となっており、国内農業
による食料供給の確立は政策課題として取り上げ実現させなければならない。
しかし、現在食料を供給する主体である農業は脆弱化が進行しており、農業生産を行う上
で特に重要な基盤となる農地の面積は、転用やかい廃などにより一貫して減尐している。そ
して、今後とも一定の転用需要は避けられない一方で、農地開発による面積の増加は期待し
にくい状況にある。こうしたことから、国内農業による食料供給を確立させるためには、限
りある農地を最大限に有効利用し、可能な限り作物の効率的な生産を行うことが求められ
る。
その一方で耕地利用率は年々低下しており、これは北出（2003）が指摘しているように、
米の生産調整の拡大が関連している。米の生産調整とは、全国の水田から推定する米の潜在
供給力が需要量を超えていることから、過剰生産による米価の暴落を防ぐために、生産量を
調整し、価格の安定を図ろうとする制度である。つまりこの制度の目的は、農家の大半を占
める稲作農家の所得を保障し、農業基盤を維持することであり、極論を言えば食料自給率の
維持である。しかし、生産調整はいわば諸刃の剣であり、米の作付けを行うことができない
農地（以下、生産調整実施面積）に他作物の作付け（以下、転作）を行わなければ、農地の
利用率の悪化を招き、国内農業による食料供給の確立を目指す上で重大な問題といえる。こ
うしたことから転作を推進する転作政策が非常に重要となる。
また、近年において、転作として主に作付けられる麦・大豆・飼料用米は、自給率が非常
に低く、国際市場における穀物価格が高騰していることからも、国内において生産量を増や
さなければならない状況になっている。
そこで本論文では、生産調整を実施する上で、国内農業による食料供給の確立に向けて農
地を最大限に有効利用しなければならない点、
そして転作作物の作付けは自給率の向上に貢
献する点から、転作を重点的かつ効率的に推進することを主張する。
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しかし現状を見てみると、
生産調整実施面積のうち転作が行われなかった非転作面積の割
合を示した非転作率は毎年約 40％程度あり、2003 年時の非転作面積は 408,179ha にも及
んだ。更に、生産調整実施面積の拡大に伴って非転作面積も増加しており、生産調整実施面
積を拡大した際に、転作を十分に推進しなかったのではないかと考えられる。
以上のように、非転作面積は約 40 万 ha 存在し、その値は生産調整実施面積の拡大に伴
って増加してきたことから、私たちは、転作政策を含む生産調整において「転作を重点的か
つ効率的に推進させる視点」が欠けているのではないかという問題意識を持った。
さらに、米の消費量は今後減尐していくと予想されており、それに伴い需給の差が広がる
ため、生産調整実施面積は拡大していく。そのため、このままでは非転作面積が増加、つま
り有効に利用されない農地が増加してしまい、
国内農業による食料供給の確立を更に困難な
ものとしてしまう。よって、この問題は早急に解決されなければならない。
そこでまず第 2 章にて、転作を推進させる上で重要視すべき要素を明らかにし、第 3 章
の前半にて、その要素を基に、現行制度を制度の変遷と共に精査し、
「転作を重点的かつ効
率的に推進させる視点」がどのようなものなのかを明確にする。その後、明確になった視点
が現行政策において考慮されているのかを第 3 章後半にて精査し、具体的な問題点を抽出
する。そして第 4 章では、その問題点を改善する政策提言を行う。
各章の概要を述べると、第 2 章では、転作を推進させる上で重要視すべき要素を明らか
にするために、44 府県を対象とした年次データを用いて非転作率の要因分析を行う。分析
の手法は最小二乗法で、非転作率を被説明変数とし、説明変数には専業農家率、高齢化率、
田面積規模 5ha 以上農家率、田における稲作付け面積率、田における麦農家 1 戸当たり農
地面積、田における大豆農家 1 戸当たり農地面積、集団転作率、都市的地域における田面
積率を用いて重回帰分析を行った。分析結果として、専業農家率が 10％の有意水準でマイ
ナス、集団転作率が 1％の有意水準でマイナス、高齢化率、田における稲作付け面積率、都
市的地域における田面積率が 1％の有意水準でプラスとなった。
そして第 3 章前半では、第 2 章で明らかになった「高齢化率」「都市的地域における田面
積率」「集団転作率」
「田における稲作付け面積率」
「専業農家率」の 5 つの要素を基に、ま
ずは生産調整における転作政策の推移を概観し、その後、現在の制度を精査する。その結果、
「集団転作率」と「田における稲作付け面積率」に関しては現行の制度で改善されることが
わかった。しかし残りの「高齢化率」
「専業農家率」
「都市的地域における田面積率」に対す
る奨励金体系は存在していない。
しかしそもそも、これらの要素に対して奨励金を支払い、転作率を向上させようとするこ
とは効率的ではない。
なぜなら、「高齢化率」「専業農家率」
「都市的地域における田面積率」
に関して、転作率を向上させるために、どの程度の値を境にどの程度の額を交付すれば良い
のかという線引きが非常に難しい。
よって奨励金体系にこれらの要素を加味することは非効
率になる恐れがある。こうしたことから、転作政策ではなく、生産調整自体、つまりは「生
産目標数量の配分方法に高齢化率、専業農家率、都市的地域における田面積率を加味する」
ことが求められる。これが私たちが問題意識で述べていた「転作を重点的かつ効率的に推進
させる視点」である。この視点を用いて、第 3 章後半で現行の生産目標数量の配分方法を
精査したところ、
現在の配分方法は各都道府県の過去の需要実績のみに基づいて決められて
いることがわかった。そこで、第 4 章では、生産目標数量の配分方法に高齢化率、専業農
家率、都市的地域における田面積率を加味する、新たな配分方法を提言する。
本論文ではこうした考察を通して、米の生産調整のあるべき姿を問い直し、現行制度に対
して政策提言を行うことで、国内農業による食料供給の確立を目指す。
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はじめに
環境や教育、貧困問題などあらゆる社会問題は「人間はどのように生きるべきか」という
問いに帰結する。その生き方の選択を可能とさせているのが食料である。食料は人間の生命
の維持に欠かせないものであり、健康で充実した生活の基礎として位置づけられる。
近年、その食料に関して、食品偽装や食の安全問題、食品の大量廃棄問題など様々な問題
が生じている。その中でも、長期的な問題として遍在し続けているのが食料自給率の問題で
ある。周知のように日本の食料自給率は 4 割程度であり、絶対的にも相対的にも低い。これ
は不測の事態が生じた場合、国民の生命に支障を来たす恐れがあることから、一刻も早く国
内農業による食料供給を確立させる必要がある。本年度はそのことを改めて認識する年とな
った。国際市場の食料需給にかつて無いほどの変化が生じているのである。
しかしこうした中、日本国内において、農産物の生産量を制限しようとする制度が存在し
ている。その代表として、米の生産調整が挙げられる。これは米価の安定を図り、農家の大
半を占める稲作農家の所得を保障することで、農業基盤を維持する制度である。つまりこの
制度の目的は、極論を言えば食料自給率の維持である。しかし、生産調整はいわば諸刃の剣
であり、米の作付けを行うことができない農地に他作物を作付けなければ、農地の利用率の
悪化を招き、自給率を大きく低下させてしまう。こうしたことから転作を推進する転作政策
が非常に重要となる。
しかし、実際に転作が行われている水田の割合は約 60％程度であり、2003 年において、
転作が行われていない面積は約 40 万ヘクタールにも及んでいたことが明らかになった。こ
れは食料自給率が低い日本において非常に重大な問題といえる。
私たちはこの問題に関して、転作政策を含む生産調整のあり方に「転作を重点的かつ効率
的に推進させる視点」が欠けているのではないかと考えた。そこで本論文では先ず、転作を
推進させる上で重要視すべき要素を明らかにする。そして明らかになった要素を基に、現行
制度を制度の変遷と共に精査し、「転作を重点的かつ効率的に推進させる視点」を明確にす
る。そして、現行制度にはその視点が欠けていることを明らかにし、その問題点を改善させ
る政策提言を行う。本論文ではこうした考察を通して、米の生産調整のあるべき姿を問い直
し、現行制度に対して政策提言を行うことで、国内農業による食料供給の確立を目指す。
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第1章 問題意識
第 1 章では、本論文を進めていくにあたっての前提となる主張、及び問題意識について
述べていく。近年、食料の国際市場は需要が逼迫してきており、国内農業による食料供給を
確立させることが重要課題となっている。その上で、作物を効率的に生産するために、限り
ある農地は最大限に有効利用しなければならず、米の生産調整においては転作を重点的かつ
効率的に推進することが求められる。本章ではこうした主張の下、転作の現状を把握し、問
題意識を形成していく。

1.1. 高まる世界の食料問題
今年の 4 月、国連世界食糧計画は全世界に瞬く間に広がった食料価格の高騰を「静かな
る津波」と、膨大な被害をもたらした自然災害に例え、警告する声明を発表した１。近年、
食料の国際市場は需要が逼迫してきており、結果として今年、食料危機に対する暴動が世界
各地で同時多発的に生じた。今年だけで 5000 万人もの飢餓人口が増加すると言われている
２ 。食料の国際市場は、そもそも構造上の不安定性が指摘されているが３ 、近年の食料需給
の一時的・構造的な変化４により需要が逼迫しているのである。実際に、需要逼迫による穀
物価格の高騰は 2006 年から顕著になってきており、大豆･小麦・トウモロコシの国際価格
は、2006 年から 2008 年までの 3 年間で 2 倍以上に高騰した。また、米の国際価格も 2008
年 1 月から 9 月までの短期間で 2 倍以上に高騰した。世界銀行の予測では、穀物価格は 2008
～2009 年にピークに達したあと下落すると見ているが、2015 年の価格水準は 2004 年のレ
ベルを超えて高止まりすると見ており、食料価格の高騰を一時的ではなく、中長期的な問題
として捉えなければならないことを示した５。こうしたことから、国内への食料供給を国際
市場からの輸入に依存している国は、需要逼迫による影響を直接的に受けることになる。

１
２
３

４

５

Economist.com 2008 年 4 月 17 日記事より
FAO、2008 年 7 月 3 日プレリリースより
国際市場では各国の国内需要を満たした残りが供給される。そのため、例えば世界の生産量を 100 とし、このうち 10
が貿易されるとすると、わずか 10%の不作でも各国は自国への供給を優先するから貿易量は 100%の減尐となる。逆
に 10%の豊作だと貿易量は 100%増える。これは需要サイドにも当てはまり、国産農産物が不作になると国際市場へ
の輸入需要は一気に増加する。因みに主要穀物の貿易率として、米 7.1%、小麦 17.5%、大豆 29.8%、とうもろこし
12.4%（2006）となっており、輸出国の不作が国際市場に大きな影響を及ぼす構造となっている。出典：山下(2004)p14
～16、農林水産省『食料の未来を描く戦略会議』資料集 p4
需要面では、世界人口の増加に伴う食料需要の増加、インド・中国・ブラジルなどの経済発展に伴う畜産物の需要増
加（同時に家畜の餌である穀物の需要も増加）、バイオ燃料利用拡大に伴う穀物需要の増加などが挙げられ、供給面
では、干害、大干ばつ、ハリケーンなど地球温暖化に伴う異常気象の発生により供給量が減尐したことが挙げられる。
出典：菅原(2008)『みずほリサーチ September 2008』p.11
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【図 1-1：主要穀物の価格推移】
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出典：農林水産省『世界の農産物価格の動向』(平成 20 年 10 月)を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

1.2. 日本の食料自給率
では日本において、国内への食料供給は自国でどれほど賄えているのだろうか。それを示
す指標として食料自給率１がある。食料自給率には「品目別自給率」
、「穀物自給率」
、
「熱量
ベース総合自給率」、
「金額ベース総合自給率」と 4 種類あるが、熱量が生命の維持に必須
の基礎的な栄養価であることから、ここでは熱量ベースの総合自給率に着目する。この値は
図 1-2 のように 1960 年の 79％から 2005 年の 40％へとほぼ半分の水準にまで低下してい
る。現在の一人一日当たりへの供給熱量は約 2500kcal２であるため、国内農業により供給
されている熱量は約 1000kcal となり、食料自給率が絶対的に低いことが分かる。また、主
要先進国の中で比較すると、日本の食料自給率は相対的にも低い３。
こうしたことから、近年の食料の需要逼迫により、日本において 2 つのケースが懸念さ
れる４。第 1 は、日本の経済成長力が鈍化した場合に、経済成長が著しい中国やブラジルな
どの国と食料を奪い合うことになり、食料輸入量が減尐するケースである。実際に一部品目
で買い負けが発生している５。第 2 は、輸出国が自国への供給を優先して輸出の規制を行い、
い、日本への食料輸入が途絶、減尐するケースで、既に複数の国が輸出規制を行っており６、
国際市場において食料の供給量が減尐している。

１

２
３

４
５
６

農林水産省はこの指標を「国内の食料消費が国内の農業生産でどの程度賄えているかを示す指標」と定義している。
出典：『食料・農業・農村基本計画（平成 17 年 3 月）』p.17
農林水産省『食料需給表』による 2003 年のデータは 2587kcal である。
主要先進国の食料自給率は 2003 年において、オーストラリア 237％、カナダ 145％、アメリカ 128％、フランス 122％、
スペイン 89％、スウェーデン 84％、ドイツ 84％、イギリス 70％、イタリア 62％、オランダ 58％、スイス 49％、韓
国 46％、日本 40％となっている。出典：農林水産省『世界の食料自給率』
農林水産省『食料の未来を描く戦略会議』資料集 p36 参照
特に水産物の買い負けが発生している。朝日新聞 2006 年 10 月 13 日付け（朝刉）
例えば、中国は輸出数量割り当て制度の対象品目拡大（2008 年 1 月～）や穀物等に輸出税賦課（2008 年 1 月～）を
行い、ロシアは小麦・大麦にそれぞれ 10%、30%の輸出税の賦課（2007 年 11 月～）を行った。他にもアルゼンチン、
インド、ベトナムなど複数の国が輸出規制を実施している。仮に日本の主要な輸入先であるアメリカ、カナダ、オー
ストラリア、タイが輸出規制を行った場合、日本は深刻な影響を受けることになる。
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また、内閣府による 2006 年の世論調査１によると、「我が国の将来の食料供給についてど
のように考えるか」に対する答えとして「不安がある」と答えた者の割合は 76.7％、
「不安
はない」と答えた者の割合は 18.4％となっている。このように、国民の大半が将来の食料
供給に対して不安を感じていることからも、国内農業による食料供給の確立は政策課題とし
て取り上げ実現させなければならない。
【図 1-2：食料自給率の推移】
（％）
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出典：農林水産省「日本の食料自給率」を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

1.3. 求まる農地の有効利用とその現状
しかし、現在食料を供給する主体である農業は脆弱化が進行しており２、農業生産を行う
上で特に重要な基盤となる農地３の面積は、他国と比べて非常に小さいにも関わらず４ 、転
用やかい廃などにより一貫して減尐している５。そして、今後とも一定の転用需要は避けら
られない一方で、農地開発による面積の増加は期待しにくい状況にある６。こうしたことか
から、国内農業による食料供給を確立させるためには、
限りある農地を最大限に有効利用し、
可能な限り作物の効率的な生産を行うことが求められる。
しかし耕地利用率は年々低下しており、2006 年では 93％となっている。これは北出
（2003）も指摘しているように、米の生産調整の拡大が関連している。

調査対象：全国 20 歳以上の者 3,000 人
有効回収数：1,727 人（回収率 57.6％） 調査期間 平成 18 年 11 月 9 日～11 月 19 日
「非常に不安がある」…28.7％ 「ある程度不安がある」…48％ 「あまり不安はない」…16.3％
「全く不安はない」…2.1％ 「わからない」…4.9％ 出典：内閣府『食料の供給に関する特別世論調査』
２ 『平成 19 年度 食料・農業・農村白書』では、「ぜい弱化が進行する我が国の農業」という項目のもとで、農業就業
人口、総農家数、経営耕地面積の減尐、耕作放棄地の増加、65 歳以上の農業者割合の増加などが述べられている。
３ 農業は土地集約度の高い産業であり、生源寺(2008)によると、2000 年度の製造業と農業との比較において、同じ額の
付加価値を生むために、農業には製造業の約 630 倍の土地が投入されている。
４ 日本の農家一戸当たりの農地面積は 1.8ha である一方、アメリカは 180.2ha 、EU は 16.9ha、オーストラリアは
3423.8ha である。
５ 1961 年には 609 万 ha であったが、2007 年では 465 万 ha となっている。
６ この件に関して有田（1999）は、開発適地の制限性、10a 当たり 150 万の費用がかかるという経済面の制限性、技術
面の制限性を指摘している。
１
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【図 1-3：耕地利用率１の推移】
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出典：農林水産省『農作物作付延べ面積及び耕地利用率累年統計』を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

1.4. 生産調整のあるべき姿
現在、耕地面積の半分以上を占める水田２では、米の生産調整が行われている。米の生産
調整とは、全国の水田から推定する米の潜在供給力が需要量を超えていることから、過剰生
産による米価の暴落を防ぐために、生産量を調整し、価格の安定を図ろうとする制度である
３ 。具体的な方法としては、政府により、平成 15 年度までは米を作付けてはいけない面積
（以下、生産調整実施面積）の配分を行ってきたが、16 年度からは方法を改め、米の生産目
標数量を配分するようになった。
北出（2003）も「食料自給率の低いわが国では、生産性の高い水田の利用対策の充実が
特に重要な課題」４と指摘しているように、生産調整実施面積を有効的に利用５ させなけれ
れば農地の利用率は低下することになり、
国内農業による食料供給の確立を目指す上で重大
な問題といえる。この対策の一環として政府は、生産調整実施面積に米以外の作物（以下、
転作作物）の作付けを推進する転作政策を行っている６。
また、近年において、転作として主に作付けられる麦・大豆・飼料用米は、自給率が非常
に低く、国際市場における穀物価格が高騰していることからも、国内において生産量を増や
さなければならない状況になっている。中でも特に飼料用米に関しては、配合飼料の価格高
騰の影響で全国的に酪農・畜産・養鶏農家の廃業が増加しており、食料自給率の低下を招く
ことからも、国内の生産基盤を早急に築き上げる必要がある。
このように、米価の安定を図る一方、国内農業による食料供給の確立に向けて、農地を最大
限に有効利用しなければならない点、そして転作作物の作付けは自給率の向上に貢献する点
から、転作を重点的かつ効率的に推進することが生産調整を実施する上で求められる。

１
２

３
４
５

６

耕地利用率は耕地面積に対する作付け延べ面積の割合を示す。
耕地面積に占める水田の割合は 54.4％、畑は 25.2％、牧草地は 13.4％、樹園地は 7％である。出典：農林水産省『平
成 19 年耕地面積』
詳細は第 3 章を参照されたい
北出（2003）p38 引用
水田には、洪水防止・土壌浸食防止・土砂崩壊防止等の国土保全機能、水源涵養機能、有機性廃棄物の処理・汚染物
浄化・大気の浄化・多様な生物の保全等の自然環境保全機能、良好な景観の形成機能、文化伝承機能、保健休養機能、
地域社会活性化機能など、多面的機能を果たすことが分かっているが、本論文では「有効的に利用」という言葉を食
料自給率の観点から「食料として消費できる作物を作付けること」と定義する。出典：滋賀県 HP『多面的機能とは
なんでしょうか』
詳細は第 3 章を参照されたい
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1.5.

転作の現状
【図 1-4：各名称の定義】
水田面積
生産調整実施面積
非転作面積

転作面積

しかし現状を見てみると、生産調整実施面積のうち非転作面積１の割合を示した非転作率
は毎年約 40％程度あり、2003 年時２の非転作面積は 408,179ha にも及んだ３。この値の大
きさを示すために、仮に 2003 年時、この面積全てに大豆を転作した場合を想定すると、国
内の生産量は 624,513t 増加し、
その年の大豆の自給率は 4.4％から 11.8％にまで上昇する４。
４。
【図 1-5：非転作率の推移】
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１

２

３

４

本論文では、生産調整により米が作付けられない面積を「生産調整実施面積」と定義し、その中で実際に米以外の作
物を作付けることを「転作」と定義し、転作された面積を「転作面積」、転作されなかった面積を「非転作面積」と
定義した。
2004 年度に生産調整実施面積の配分から生産数量の配分へと変更されたため、2004 年度以降のデータは存在してい
ない。
1ha(ヘクタール)は 10a(アール)×10a の面積を示し、1a は 10m×10m の面積を示す。よって 1ha は 100m×100m の
面積を示す。
厳密には「実績算入」の中に助成期間が終了した永年性作物や加工用米等が含まれているが全国ベースでの詳細な値
は公表されていないため、本論文では転作面積に含めなった。参考までに埼玉県においては、実績算入のうち約 5％
が永年性作物、6％が加工用米等であり、その他のほとんどが、作物が作付けられていない自己保全管理水田やかい廃
であった。
試算方法：（大豆の単収 153kg（10a 当たり）×4,081,790a＋元の生産量 232,000t）／国内消費性向 5,311,000t×100
≒11.8% 出典：農林水産省『大豆データファイル』
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出典：農林水産省『水田農業確立対策実績調査結果表』『水田営農活性化対策実績調査結果表』『新生産
調整推進対策実績調査結果表』『緊急生産調整推進対策実績調査結果表』『水田農業経営確立対策実績調
査結果表』を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

【図 1-6：生産調整実施面積と非転作面積の推移１】
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出典：図 1-5 に同じ

更に、図 1-6 を見ると、生産調整実施面積の拡大に伴って非転作面積も増加してきたこと
が分かる。この 2 つの相関係数は 0.92 であり強い正の相関が見られ、生産調整実施面積を
拡大した際に、転作を十分に推進しなかったのではないかと考えられる。
以上のように、非転作面積は約 40 万 ha 存在し、その値は生産調整実施面積の拡大に伴
って増加してきたことから、私たちは、転作政策を含む生産調整において「転作を重点的か
つ効率的に推進させる視点」が欠けているのではないかという問題意識を持った。

１

2004 年以降からは、これまでの生産調整面積の配分から、生産してもよい米の数量（生産目標数量）の配分に変更さ
れた。農林水産省『平成 19 年 11 月 米の生産調整について』によると、2004 年以降の生産目標数量は減尐してい
る。つまり、生産調整実施面積は継続して拡大していることになる。
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【図 1-7：主食用米消費量の予測推移１】
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出典：農林水産省『食料需給表』、国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来人口（平成 18 年 12
月推計）』を基に、横山彰研究会 12 期食料班が試算

更に、米の消費量は、食生活の変化による一人当たりの消費量の減尐と、人口の減尐の相
乗効果により今後減尐していくと予想されており２、私たちの試算では 2025 年で米の消費
量は 638 万 t にまで落ち込む。それに伴い需給の差が広がるため、生産調整実施面積は拡
大していく。そのため図 1-6 で見られたように、このままでは、非転作面積が増加、つまり
有効に利用されない農地が増加してしまい、国内農業による食料供給の確立を更に困難なも
のとしてしまうことから、この問題は早急に解決しなければならない。

1.6. 先行研究の整理、及び本論文の独自性
米の生産調整は 1971 年産から本格的に導入されて以来 37 年が経過している。この制度
については、発足以来批判が多岐にわたっており、その度に議論され、めまぐるしく制度の
変更がなされてきた。そのため生産調整に関して扱った先行研究は数多く存在している。
本論文では、非転作率の要因分析を行い、その結果を基に、生産目標数量（生産調整実施
面積）の都道府県配分を考察する。そもそも、非転作率の要因分析を行った先行研究は存在
していないため、
分析により転作を推進させる上で重要視すべき要素を明らかにしたことは
本論文の貢献となる。更に、生産調整実施面積の都道府県配分を扱った先行研究はそれほど
多くはなく伊藤（1994）、荒幡（2006）などに限られている。しかしここで注記することと
して、これらの論文では転作率の概念を「生産調整目標面積を水田面積で除した値」と定義
しているのに対し、本論文ではこれを生産調整配分率と定義し、生産調整実施面積のうち実

農林水産省『食糧需給表』の平成 13 年から 18 年までの 5 年間の「米の１人当たり供給数量」の値から一次回帰式
（y=-0.5229x+61.713 決定係数=0.9439）を作成し、2025 年までの「米の１人当たり供給数量」を試算した。その値
と国立社会保障・人口問題研究所推計の『日本の将来人口』の値を基に、「1 人当たり消費量×人口×１．１（玄米
換算）」という農林水産省資料の主食用米消費量試算式に当てはめ試算した数字を基にしている。試算は過去 5 年間
（2001～2006 年の平均）のトレンドで 1 人当たり消費量が減尐する場合とした。
２ 米の消費量は減尐するとはいえ、日本人にとって米は主食であるため、やがて減尐傾向は緩やかになる可能性がある。
１
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際に転作された面積を転作率と定義している。
以下に用語の定義を本論文に合わせた形で伊
藤（1994）、荒幡（2006）の研究内容を紹介する。
伊藤（1994）は、農家の行動仮説として所得拡大化を仮定し、生産調整配分率と転作奨
励金単価の変化が稲作所得と借地需要に及ぼす影響を考察している。この 2 つを説明変数
とする所得関数を推計した結果、以下のことを明らかにしている。
・ 生産調整配分率の上昇は借地需要を増加させる。
・ 生産調整実施面積の傾斜配分は、奨励金単価が地代率を上回っていた 1980 年代半ばま
で、稲作所得の地域間格差を縮小させるという意味における公平性と、農地の効率的な
利用という意味における効率性の両立を意味していたが、それ以降、奨励金単価が地代
率を下回ると、傾斜配分は稲作における資源配分の効率性を改善するが、所得配分の公
平性を損なわせる。
・ 経営規模という観点からみた生産調整実施面積の配分は一律的であり、農地の流動化を
阻害する。
荒幡（2006）はこれまで単に「官僚の裁量による上意下達的配分」と理解されることが
多かった米の生産調整県別配分のメカニズムについて、
その政治過程を公共選択論的視点か
ら重回帰分析を行っている。その結果、政府により公表されている配分要素のうち「担い手
比率」「稲作生産性」
「自主流通米比率」は、ほとんど生産調整配分率の説明力がなく、形骸
化されていること、そして公表されている配分要素にはない、政治過程に内在する変数とし
て設定した「稲作期待所得」と「労働力不足農家率」は説明力を有することを明らかにした。
こうした点から、配分は官僚の自己裁量だけではなく、現場からのボトムアップの情報を参
酌しつつ、地域間の不満のバランスを勘案しながら決められていることを主張している。
本論文では、転作を推進させる上で重要視すべき要素を明らかにするために、44 府県を
対象とした年次データを用いて非転作率の要因分析を行う。そしてその要素を基に、生産調
整実施面積の各都道府県への配分方法を考察している。このように、生産調整実施面積の都
道府県配分に関して「転作」という視点から考察している先行研究は存在せず、本論文の独
自性、及び貢献といえる。
1.7. 第 1 章のまとめ、及び本論文の構成
本章では、国内農業による食料供給を確立させるためには、限りある農地を最大限に利用
し、可能な限り作物を効率的に生産しなければならず、米の生産調整においては、転作作物
を作付けることが自給率の向上に貢献することからも、
転作を重点的かつ効率的に進めなけ
ればならないことを主張した。しかし現状では非転作面積が40万haあり、その非転作面積
は今後の生産調整の強化に伴って増加することが示された。
そこで私たちは、転作政策を含む生産調整のあり方に「転作を重点的かつ効率的に推進さ
せる視点」が欠けているのではないかという問題意識を持ち、以下第 2 章では、転作を推
進させる上で重要視すべき要素を明らかにするために、44 府県を対象とした年次データを
用いて非転作率の要因分析を行う。そして第 3 章では第 2 章で明らかになった要素を基に、
現行制度を制度の変遷と共に精査し、「転作を重点的かつ効率的に推進させる視点」を明確
にする。そして、現行制度にはその視点が欠けていることを明らかにし、第 4 章ではその
問題点を改善させる政策提言を行う。本論文は、以上のような流れで政策提言を行うことで、
限りある農地を最大限に有効利用させ、国内農業による食料供給の確立を目指す。
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第2章 要因分析
本章では、転作を推進させる上で重要視すべき要素を明らかにするために、44 府県１を対
象とした年次データを用いて非転作率の要因分析を行う。分析の方法は、披説明変数を非転
作率として最小二乗法による重回帰分析を行う。また、説明変数には専業農家率、高齢化率、
田面積規模 5ha 以上農家率、田における稲作付け面積率、大豆作付け農家 1 戸当たり農地
面積、麦作付け農家 1 戸当たり農地面積、集団転作率、都市的地域における田面積率を使
用する。変数に関しては後に詳しい説明を述べる。
2.1. 転作に関する考察と仮説
農業生産者の転作・非転作の選択は、転作を行う傾向にある生産者かどうか、また、転作
を選択した際に収益が得られるかどうかということで決定されると考える。主な仕事として
農業に従事している生産者は、転作面積を割り当てられたとき、農業によって所得を得なけ
ればならないため、そこに作物を作付けようと考えられる。しかし、高齢者などの農業によ
って収入を得ることを第一の目的として捉えていないと考えられる生産者は、
転作面積に稲
以外の作物を作付ける行動を選択するとは考えがたい。また、高齢者に関して言えば仕事に
従事するという意味での年齢的な制約から転作面積への作付けは困難であるとも考えられ
る。
また、転作の担い手として清水(1990)は、「稲作依存の高い東北、北陸では当然水稲単一
経営農家であるが、その他の多くの府県では、準単一複合経営農家の転作面積構成比が高い
値を示している」と述べていることから、転作の担い手はその地域の傾向によって異なって
くることが予測される。しかしながら、
「全国の転作面積構成比では、稲作単一経営農家よ
り複合経営のほうが高くなっている」と指摘していることから、転作は稲作に対する依存度
が高い地域ほど進まないのではないかと考えられる。農業生産を稲作に依存している地域に
とって転作面積の割り当ては、そのほかの地域に比べ負担感が強いだろう。また、そのよう
な地域は転作作物に関する技術や気候などの生産環境的にも、稲作に依存している分だけ他
の地域に比べ劣っていると予想できるため、転作を行う意欲がわかないのではないかと考え
られる。
そして、転作が行われるにあたっては、転作を行ったとき効率的に収益を得られるかどう
かということが大きく関わると考えられる。土田(2001)は、麦・大豆が「水田作経営におい
て定着される条件」として、「水稲作と麦・大豆二毛作の 10a 当たり収益の優劣、経営耕地
規模の大小に着目」し、「高品質で低コストの麦・大豆生産を担い得る大規模水田作経営の
確保・育成」と米・麦・大豆の価格政策がそうした経営に対してバランスのとれるようなも
のである必要性を述べている。
また、転作を推進させる方法として集団転作があげられる。集団転作とは、地域ぐるみで
団地化やブロックローテーションと呼ばれる土地利用調整を行ったり、転作田の所有者と受
託者の間で転作田を再配分したりして効率的に転作を推進させることである２。
１

２

北海道、東京、沖縄を除いた 44 府県を対象としている。これら 3 ケースに関しては分析を行うにあたっ
て異常値と考えられるため、分析の対象から除外した。
出典：農林水産研究情報 総合案内『大規模小麦集団転作の成立条件』
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さらに、被説明変数に用いる府県ごとの非転作率を見てみると、まず、府県間において大
きな差のあることがわかる。最小値は滋賀県の 27％、最大値は千葉県の 79％、平均が 47％
である。ある。さらに、千葉県、神奈川県、埼玉県、静岡県などの都市近郊の地域において
66～79％と非転作率が比較的高い水準にあると言える。
これらの転作に関する考察を基に、次節では、被説明変数である非転作率の説明変数を選
択し最小二乗法による重回帰分析を行う。
2.2. 分析
以上のことから、本節では 44 府県を対象とした非転作率の要因分析を行う。データの制
約と能力の限界から 2000 年次のデータを用いて、披説明変数に非転作率を、説明変数を専
業農家率、高齢化率、田面積規模 5ha 以上農家率、田における稲作付け面積率、麦作付け
農家 1 戸当たり農地面積、大豆作付け農家 1 戸当たり農地面積、集団転作率、都市的地域
における田面積率とした重回帰分析を行った。推定方法は最小二乗法である。次に被説明変
数と説明変数について説明する。
非転作率：ここで行う要因分析の披説明変数に用いた非転作率のデータは、農林水産省『平
成 12 年度水田農業経営確立対策実績調査結果表』で、先に述べた非転作面積を生産調整実
施面積で除した値が非転作率である１。
次に説明変数に使用する 8 つの変数について説明する。
① 専業農家率：これは、転作に対する生産者の労働力をみる変数として使用する。専業農
家とは、
「世帯員の中に兼業従事者が（調査期日前 1 年間に 30 日以上雇用兼業に従事し
た者、又は調査期日前 1 年間に販売金額が 15 万円以上ある自営兼業に従事した者）1
人もいない農家」２であり、農業に主に従事していることから転作の担い手として考え
られるため、予想される符号はプラスである。用いたデータは『2000 年世界農林業セ
ンサス 第６巻 経営部門別農家統計報告書 第１集』の『水稲（田面積規模）部門〔田
面積規模別統計〕
』で、専業農家を専業農家と第 1 種兼業農家と第 2 種兼業農家を合わ
せたもので除した値を専業農家率とする。
② 高齢化率：これは、転作に対する生産者の労働力をみる変数として使用する。高齢の農
業生産者は農業によって収入を得ることを第一の目的として捉えていないのではない
か、また、年齢的な制約から転作を行わないという行動を選択すると考えられるため予
想される符号はプラスである。用いたデータは『2000 年世界農林業センサス 第 2 巻
農家調査報告書 総括編』の『2 就業構造』の『19-2 農業従事者数〔年齢別〕-販売
農家-』で、70 歳以上の農業従事者数を全農業従事者数で除した値を高齢化率とする。
③ 田面積規模 5ha 以上農家率：これは、転作に対する規模の労働力をみる変数として使用
する。農業基盤が確立している農家ほど転作を行うのではないかと考えられるため予想
される符号はマイナスである。用いたデータは、『2000 年世界農林業センサス 第６巻
経営部門別農家統計報告書 第１集』の『水稲（田面積規模）部門〔田面積規模別統計〕』
の『経営耕地面積規模別農家数』で、面積規模が 5ha 以上の農家数を全販売農家数で除
した値が田面積規模 5ha 以上農家率である。
④ 田における稲作付け面積率：これは、稲作に対する依存度をみる変数として使用する。
稲に特化しているほど転作面積の割り当てに対する負担感は強いと考えられることか
ら予想される符号はプラスである。用いたデータは、『2000 年世界農林業センサス 第
2 巻 農家調査報告書 総括編』の『3 土地』の『経営耕地の利用状況 -販売農家-』
で、稲を作った田面積を田面積計で除した値が田における稲作付け面積率である。
⑤ 田における麦農家 1 戸当たり農地面積：これは、転作作物における収益性をみる変数と
して使用する。転作作物における経営耕地面積が大きいほどに収益性の観点から転作は

１
２

詳細はｐ11 の脚注 1 と 3 を参照されたい
出典：農林水産省『2000 年世界農林業センサス

用語の解説』
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行われると考えられるため、予想される符号はマイナスである。用いたデータは、『2000
年世界農林業センサス 第６巻 経営部門別農家統計報告書 第１集』の『5 麦類部
門〔販売目的の小麦作付面積規模別統計〕
』の『販売目的で作付けた麦類作付け農家数
と作付け面積』及び、
『2000 年世界農林業センサス 第６巻 経営部門別農家統計報告
書 第１集』の『4 畑作部門〔普通畑面積規模別統計〕
』の『販売目的の作物の類別作
付(栽培)農家数と面積(露地)』で、販売目的で作付けた麦作付け農家数と作付け面積の
それぞれから、畑作における麦の作付け農家数と作付け面積のそれぞれを引いたそれぞ
れの値を用いて、作付面積を農家数で除した値が田における麦農家 1 戸当たり農地面積
である。
⑥ 田における大豆農家 1 戸当たり農地面積：これは上記の大豆同様、符号はマイナスと予
想される。用いたデータは、『2000 年世界農林業センサス 第６巻 経営部門別農家統
計報告書 第１集』の『6 大豆部門〔販売目的の大豆作付面積規模別統計〕』の『販売
目的で作付けた大豆作付け農家数と作付け面積』及び、同じく『2000 年世界農林業セ
ンサス 第６巻 経営部門別農家統計報告書 第１集』の『4 畑作部門〔普通畑面積
規模別統計〕』の『販売目的の作物の類別作付(栽培)農家数と面積(露地)』で、販売目的
で作付けた大豆作付け農家数と作付け面積のそれぞれから、畑作における大豆の作付け
農家数と作付け面積のそれぞれを引いたそれぞれの値を用いて、作付面積を農家数で除
した値が田における大豆農家 1 戸当たり農地面積である。
⑦ 集団転作率：これは転作を行う労働力と収益性をみる変数として使用する。集団転作は
転作を推進するにあたって有効的と考えられることから予想される符号はマイナスで
ある。用いたデータは、『2000 年世界農林業センサス 第 9 巻 農業集落調査報告書 1
農業地域類型別結果』の『農業生産』の『耕地の経営態別農業集落数』と『集団転作』
で、集団転作に取り組んだ農業集落数を田のある農業集落数で除したものが集団転作率
である。
⑧ 都市的地域１における田面積率：これは転作を行わない地域的な要因をみる変数として
使用する。これは、非転作率のデータを見ての直感的なものだが、都市的地域は住宅地
の占める割合や人口密度が他の農業地域に比べ高いことから、農業外の影響が強いため
に大規模経営や地域ぐるみの農業生産を行うことを進めるのに不向きな地域と考えら
れる。そのため予想される符号はプラスである。用いたデータは、『2000 年世界農林業
センサス 第 11 巻 農業総合統計報告書 第２集』の『3 土地』の『経営耕地の利用
状況』で、都市的地域の田の面積を田の全体の面積で除したものが都市的地域の田面積
割合である。
次節では、以上の披説明変数と説明変数をもとに行った分析結果に関して考察を加え
る。

１

可住地に占める DID 面積が 5%以上で、人口密度 500 人以上又は DID 人口 2 万人以上の旧市区町村ま
たは市町村。または、可住地に占める宅地等率が 60%以上で、人口密度 500 人以上の旧市区町村または
市町村。ただし林野率 80%以上のものは除く。出典：農林水産省『2000 年世界農林業センサス 用語の
解説』
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【表 1：推定結果】

非転作面積/生産調整実施面
積

被説明変数
説明変数
専業農家率

高齢化率

田面積規模5ha以上農家率

モデル1

モデル2

-0.177

-0.162

(-2.103)**

(-1.983)*

0.236

0.299

(-2.128)**

(-3.328)***

-0.093
(-0.892)

田における稲作付け面積率

田における麦農家1戸当たり農地面積

0.635

0.619

(-8.510)***

(-8.445)***

-0.106
(-1.326)

田における大豆農家の1戸当たり農地面積

0.011
(-0.132)

集団転作率

都市的地域における田面積率

調整済みR2乗係数

-0.374

-0.385

(-3.640)***

(-3.843)***

180

0.214

(2.229)**

(2.879)***

0.789

0.792

（ ）内は t 値 ***p<0.1 **p<0.5 *p<1.0
モデル 1：全ての説明変数
モデル 2：モデル 1 から田面積規模 5ha 以上農家率、田における

2.3. 分析結果の考察
推計を行ったのは 1 と 2 の 2 つのモデルである。モデル 1 は前節で説明した全ての変数
を用いて推計を行った。結果として有意でない変数があったため、モデル 1 から田面積規
模 5ha 以上農家率、田における麦農家 1 戸当たり農地面積、田における大豆農家 1 戸当た
り農地面積を除いたモデルを推計した。この結果、全ての変数に関して全てに有意な結果を
導くことができた。本章の目的は、転作を推進させる上で重要視すべき点を明らかにするこ
とであるため、本稿ではモデル 2 を採用する。以下でモデル 2 の推計結果に考察を加える。
①専業農家率は、10％有意水準で予想通りマイナスの結果となった。これは、農業に主に
従事している生産者が転作を行う傾向にあることを示している。
専業農家にとっては転作
面積における収入の確保が重要なのではないかと考えられる。
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②高齢化率は、1％有意水準で予想通りプラスの結果となった。これは、高齢者がその収入
という面での農業における目的や、
労働という面での年齢的な制約から転作面積において
まで作物の作付けを選択しないと考えられる。
③田における稲作付け面積割合は、1％有意水準で予想通りプラスの結果となった。田にお
いて稲作の占める割合が高いほど農業生産において稲作に依存していると言え、それゆえ
に、これらの農家にとっての転作面積の割り当ては強い負担感を伴うものになる。米に依
存していることから米価にも関心があると考えられ、そのため生産調整自体は行うが、そ
れが転作を伴ったものになっていない可能性がある。
④集団転作率は、予想通り有意にマイナスの結果となった。これは、転作の推進における集
団転作の有効性が示せる結果となったと言える。
⑤都市的地域の田面積割合は、1％有意水準で予想通りプラスの結果となった。非転作率に
関して、都市的地域における他の地域分類１と比べ高い住宅地の割合や人口密度の影響が
働いていると考えられる。

2.4. 本章のまとめ
第 2 章では、転作を推進させる上で重要視すべき要素を明らかにするために、44 府県を
対象とした年次データを用いて非転作率の要因分析を行う。分析の手法は最小二乗法で、非
転作率を被説明変数とし、説明変数には専業農家率、高齢化率、田面積規模 5ha 以上農家
率、田における稲作付け面積率、田における麦農家 1 戸当たり農地面積、田における大豆
農家 1 戸当たり農地面積、集団転作率、都市的地域における田面積率を用いて重回帰分析
を行った。分析結果として、専業農家率が 10％の有意水準でマイナス、集団転作率が 1％
の有意水準でマイナス、高齢化率、田における稲作付け面積率、都市的地域における田面積
率が 1％の有意水準でプラスとなった。
以上の結果から、転作を推進させる上で重要視すべき要素は「高齢化率」
「都市的地域に
おける田面積率」
「集団転作率」「田における稲作付け面積率」「専業農家率」であることが
わかった。
次章からはこれらの要素を基に、
転作政策を含む生産調整がどのような変遷で現在まで至
るのか、そして現在はどのような制度であるのかを精査する。そして私たちが問題意識で述
べた「転作を重点的かつ効率的に推進させる視点」を明確にしていく。

１

同タイプの分類として平地農業地域、中間農業地域、山間農業地域がある。
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第3章 現状把握
前章では転作を推進させる上で重要視すべき要素を明らかにするために、
非転作率の要因
分析を行った。結果としてその要素は「高齢化率」
「都市的地域における田面積率」「集団転
作率」
「田における稲作付け面積率」
「専業農家率」であることが明らかになった。本章では、
前章で明らかになった転作率を規定する要素を基に、「転作を重点的かつ効率的に推進させ
る視点」を明確にし、現行制度においてその視点が欠けていることを明らかにする。その上
で本章では先ず、
米政策の変遷を示しながら転作政策を含む生産調整がどのような経緯で行
われ、現在に至るのかを整理する。その後、現行制度を考察し、問題の所在を明らかにする。
また、本章は前章の分析で対象となっている 2000 年から現在（2008 年 10 月時点）までを
考察の対象とする。
3.1. 生産調整の概要
米の生産調整とは、生産者が国の定めた範囲内で米の生産を行うものである１。一方で転
作とは、米の生産調整に伴って発生する米を作付けることのできない水田に、米以外の作物
を作付けることである。
米の生産調整の導入背景には、生産力の向上により生産量が増大する一方で、60 年代に
入り、米の需要量が 1963 年度にピークを迎えるという大幅な米の需給緩和２がある。この
ような事態に対処するため、政府は 1971 年度から生産調整を本格的に導入した。その後も
価格の下落は続いているため、開始から 30 年以上が経過した現在まで米の生産調整は継続
している。
現在の制度はまず、国が毎年提示する「都道府県別の需要量に関する情報」３を基に、各
都道府県へ生産目標数量を配分する。そして、各都道府県から各市町村へと配分され、最終
的に個々の生産者に対し生産目標数量が配分されるという形式で行われている。
また、生産調整への生産者の参加を促すために、交付金をはじめとする様々な補償措置４
が設けられている。現行の施策を挙げてみると、担い手５ の場合、生産調整を実施すること
で「品目横断的経営安定対策（現水田・畑作経営所得安定対策）」に加入することができる。
これに加入することで「生産条件不利補正対策」６や「収入減尐影響緩和対策」１ を受ける
１

２

３

４

５

６

具体的には、生産者に対して生産数量目標を配分する（ポジ配分）手法と生産調整実施面積(減反)を割り当てる（ネ
ガ配分）手法の 2 種類がある。1971 年～1975 年は生産数量目標、その後 1976 年～2003 年までは生産調整実施面積
による割り当てを行っていた。2004 年度以降、再度生産数量目標の配分に転換され、現在もその流れが続いている。
60 年代に入り、米の需要量が 1963 年度にピーク（1341 万トン）を迎えた一方で、生産量は 1966 年産から 3 年連続
で 1400 万トンを超えるという事態が発生した。
生産目標数量とあわせて、それに対応する作付け面積も示されている。
横山(2003)は、生産調整は米価の価格維持によってある程度生産者の手取り価格が補償されたとしても、生産調整に
よる米販売量の減尐に対して補償が行われず、生産者の所得を減尐されることになるならば、生産者の生産調整への
参加協力は困難となると述べ、生産調整に対する補償措置の必要性を述べている。
担い手とは、「認定農業者、特定農業団体又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織であること」と「一定規模以
上の水田又は畑作経営を行なっているものであること」を要件とした農業者である。担い手への施策の集中化・重点
化が図られている。
生産条件不利補正対策とは、麦、大豆、てん菜、でんぷん原料用ばれいしょの生産コストのうち、販売収入では補え
ない部分について、過去の生産実績や毎年の生産量・品質に基づいて補填がなされるものである。
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ことができる。また担い手でない生産者の場合も、生産調整へ参加することで、「産地づく
り対策」２として各地域に配分される産地づくり交付金による米・転作作物の生産への支援
を受けることが可能となる。加えて、もし米が豊作になり過剰米が発生した場合でも、生産
調整に参加していれば、
「集荷円滑化対策」３への加入もできる。このように、生産調整に
参加することによって、稲作・転作の収入の補償や、豊作の場合における諸費用の補填など、
数多くの交付金がメリット措置として用意されている。
3.2. 転作政策の推移の概要
転作政策の推移を、図 3-1 に示した。生産調整の対策変更と、それに合わせた転作に対す
る方針や助成の方法の推移をまとめたものである。
【図 3-1：生産調整の変遷（基本的考え方と特徴）】４
1971年（55万ha）

1978年（39万ha)

稲作転換対策

水田利用再編対策

・需給ギャップの段階
的解消を図りつつ、稲
から他作物への作付
け転換を推進。
・休耕に対しても助成
（1973年まで）
・果樹等の永年性作
物の転作に加算

・農作物の総合的な
自給力の強化
・飼料作物・大豆・麦
等との単価に格差を
設定
・団地化等地域ぐるみ
による転作推進に対
して助成を加算

2000（96万ha)
水田農業経営
確立対策

2004（857万t)
米政策改革

・需要に応じた米の計
・地域の創意工夫に
画的生産の推進
よる円滑な生産調整
・麦、大豆、飼料作物
を推進する産地づくり
等の本格的生産（本
交付金
作化）の推進

出典：農林水産省『産地づくり対策について』p.1 を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

開始当初(1971～1973)こそ単純休耕（単なる水田への不作付け）５に対しても助成金が交
付されていたが、それ以降は団地化等、地域ぐるみによる転作推進に対する助成の加算（
「水
田利用再編対策」
）や、転作作物の本格的生産（本作化）の推進（「水田農業経営確立対策」
）
を実施している。このことから、横山(2003)は「転作は、1974 年度以降生産調整の主たる
形態となった」６とし、また「(生産調整の)補償措置の中軸をなしてきたのが生産調整補助
金、とりわけその中心である転作補助金だった」７と述べている。
このように推移してきた転作政策であるが、2004 年度以降大きな転換を迎えることにな
る。それまでは国が一律に各作物への助成単価を設定していたのに対し、2004 年度以降は
助成単価の設定については地域の裁量に委ねられることとなった。現行の転作政策として
は、
「産地づくり対策」が生産調整に対するメリット措置という位置づけで行われている。
以上が、転作政策の変遷の概要である。これを踏まえたうえで、次節以降転作政策の変遷の
詳細を述べていく。

１

２

３

４

５
６
７

収入減尐影響緩和対策とは、米、麦、大豆、てん菜、でんぷん原料用ばれいしょの販売収入の合計額が過去の基準期
間（品目ごとに異なる）の平均収入を下回った場合に、差額の 9 割について補填がなされるもので、生産者からの一
定の拠出に基づいている。
産地づくり対策については、「3.3. 転作政策および転作政策にまつわる対策の推移」および「3.3.2.転作政策の推移：
2004 年～2008 年」で詳述する。
豊作による過剰米を、主食用の米から隔離（区分出荷・保管）することにより、米の需給と価格の安定を図る制度。
生産者も資金の造成に拠出する。区分出荷などの費用への融資や、生産者支援金を受け取ることができる。
年度の横に示されている面積は、各年度における生産調整目標面積を表している。また、2004 年度以降は生産調整目
標面積の配分から、生産数量目標の配分に切り替わったため、単位が「ha」ではなく「t」となっている。
横山(2003),p.6
横山(2003), p.6 より引用
横山(2003), p6.より引用。括弧内は筆者らによる加筆。
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3.3. 転作政策および転作政策にまつわる対策の推移
まず、米政策全体の推移について図 3-2 にまとめた。1999 年１～2008 年までの 10 年間
に様々な対策が打ち出されてきたことがわかる。この中で最も注目すべきは、2002 年 12
月に発表された「米政策改革大綱」である。この「米政策改革大綱」の出現によって米政策、
とりわけ生産調整および転作政策は大きく転換されることになる。そこで、本節では、2000
年～2003 年、2004 年～2008 年の 2 つに項を分けて、転作政策について述べていく。2000
年～2003 年は、期間中実施されていた対策および 2004 年度以降開始される「米政策改革」
の概要についてまとめる。そして 2004 年～2008 年は「米政策改革」を受けて実施される
こととなった「産地づくり対策」を中心にまとめる。
【図 3-2：転作政策にかかわる政策の推移】

年度
1999

月
7
10

2000

3
9
1
6

2002

11
12
2003

6

2004

4

2006
2007

10

2008

2
4

米政策
実施されていた対策
食料・農業・農村基本法成立・公布
水田農業経営確立対策
緊急生産調整推進対策
水田を中心とした土地利用型農業活性
化対策大綱
食料・農業・農村基本計画決定
平成12年緊急総合米対策
生産調整研究会発足
生産調整研究会中間取りまとめ
生産調整研究会「水田農業政策・米政 水田農業経営確立対策
策再構築の基本方向」
米政策改革大綱
食料法改正成立・公布＝米政策改革基
本要綱
米政策改革実施／改正食糧法施行＝計
画流通制度廃止
水田農業構造改革対策実施要綱
経営所得安定対策等大綱
新たな需給調整
システムへシフト
品目横断的経営安定対策
米緊急対策
地域水田農業活性化緊急対策
稲作構造改革促進緊急対策

出典：谷口信和(2004)『米政策改革の全体像と現実的可能性』p.3,表Ⅰ-2-1 より、横山彰研究会 12 期食料
班が作成

１

本章冒頭でも述べたとおり、現状把握の対象とするのは 2000 年から 2008 年までであるが、2000 年を把握するにあ
たって 1999 年 7 月に成立・公布された「食料・農業・基本法」、「水田農業経営確立対策」、「水田を中心とした
土地利用型農業活性化対策大綱」を用いる必要があるので、図 3-2 に記載することとした。
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3.3.1. 転作政策の推移：2000 年～2003 年
2000 年～2003 年の間実施されていた対策は、図 3-2 からもわかる通り、「水田農業経営
確立対策」１である。これは、1999 年 11 月に発表された「水田を中心とした土地利用型農
業活性化対策大綱」２（以下、「活性化大綱」
）を受けて策定されたものである。「活性化大
綱」の特徴としては、水田における麦・大豆・飼料作物の「本格的生産」３が打ち出された
ことが挙げられる。そして、この方針は「水田農業経営確立対策」にも反映されており、同
対策においては「需要に応じた米の計画的生産の推進」
、「麦、大豆、飼料作物等の本格的生
産（本作化）の推進」が掲げられている４。この背景には、「99 年 7 月制定の新基本法５に
関連して食料自給率の向上が政策的課題とされ、自給率の低い麦・大豆・飼料作物の国内生
産増大が求められていたことが 1 つの背景としてあったが、同時に、そこには米過剰の発
生を防止するために米生産調整目標面積を高水準で継続しなければならず（00 年度目標 96
万 3000ha）、そのために転作作物の生産をいっそう促進しなければならないという事情が
あった。
」６と横山(2006)は述べている。このような状況の中で、転作については、「とも補
償」
、「経営確立助成」が行われていた。
「とも補償」および「経営確立助成」の助成体系は
以下の図 3-3 の通りである。

【図 3-3：「経営確立助成」対策下における助成体系】
（１０a あたり単価）

水田高度利用等加算

（
交
付
単
価
）

経
営
確
立
助
成

１万円

基本助成
基本助成

４万円

２万円

（
交
付
基
準
）

（地区全体の達成）

と
も
補
償

とも補償

３千円
(地域全体の達成）

２万円

とも補償
一般作物

３千円

１万円

特例作物
豆類、そば、

永年性作物、

麦、大豆、飼料作物、

飼料用米、なたね、

野菜、

調整水田、

稲発酵粗食料、

い草、みつ源れんげ、

たばこ、

景観形成等水田

緑肥、

こんにゃく

わら専用稲

子実前刈り取り

出典：農林水産省『米をめぐる事情』を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

１
２
３

４
５
６

出典：農林水産省(2003)『平成 15 年度 農林水産省年報』
出典：農林水産省(1999)『水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱』
「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」冒頭に「本対策は，食料・農業・農村基本法の成立を踏まえ，
食料の安定供給の確保，農業の持続的な発展等を着実に推進するため，需要に応じた米の計画的生産と水田を有効活
用した麦・大豆・飼料作物等の本格的生産の定着・拡大を図り，もって，水田を中心とした土地利用型農業の活性化
を図ることを狙いとする。」と書かれている。
出典：農林水産省(2008)『産地づくり対策について』
1995 年に制定された「食料・農業・農村基本法」を指している。
横山 (2006), p.8 より引用
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まず、「とも補償」１とは、各農業者の拠出と政府の助成によって資金を造成し、地域に
おける取り組みに応じ補償金を交付する制度である。この制度は、「経営確立助成の措置を
補完し、需要に応じた米の計画的生産の円滑かつ確実な実施、水田の十分な活用、地域にお
ける水田農業振興等に資する」２ために、従来の「米需給安定対策」からいくつかの改善が
加えられた。
また「経営確立助成」は、2000 年～2005 年を対象期間として開始されたもので、
「活性
化大綱」や「水田農業経営確立対策」を反映し、「麦・大豆・飼料作物との主産地形成に向
け、作付け団地化又は土地利用の担い手への集積、地域の気象条件等を踏まえた基本的な栽
培技術の実施等の要件を満たして麦・大豆・飼料作物等の本格的生産に取り組む農業者を支
援するための助成金」３を交付するとしている。そのため、基本額４ を団地化助成と担い手
への土地利用集積助成の 2 本柱にするとともに、基本的な栽培技術等の技術メニューの中
から地域の条件に応じて選択が可能な仕組みとなっている。また、加算額として 1 年 2 作
等の水田の高度利用等に対する交付も用意されている５ 。
以上のように従来に比して６、地域の実情が反映しやすい仕組みとなっているものの、依
依然として各技術のメニューや作物に対する助成単価が固定されていた。その点で、
「経営
確立助成」は依然として国が主体となって行われているということができる。
しかしながら、谷口(2004)は 2000 年以降の状況を「転作面積率７が 40%と、これ以上の
の引き上げがきわめて困難な『上限』に達しつつあるなかで、転作割当ての達成をめぐる緊
張（不公平感と閉塞感）が臨界点を迎え」８ていたとして、「生産調整の困難化」を指摘し
している。つまり、転作作物生産を促進し、それに対応する政策を打ち出しながらも、一方
で国が一律で行う生産調整が限界に達していたことが伺える。そのため、「水田農業経営確
立対策」実施期間内である 2002 年に政府は「生産調整に関する研究会」９（以下、生産調
整研究会）を発足させ、米政策の改革を実施していく。この研究会の最終報告をうけて政府
が作成したのが、「3.3.転作政策および転作政策にまつわる対策の推移」で述べた「米政策
改革大綱」である。
生源寺(2006)１０は、「生産調整研究会の議論において強調された点として、農業者の経営
判断の大切さと全国一律型政策の限界のふたつ」があり、それぞれの代表例として「上意下
達の方式で割り当てられる減反」と、地域の特性を無視して「画一的な基準が適用されてき
た」転作助成金を挙げている。生産調整研究会は以上のような問題意識に基づき、2002 年
11 月に最終報告を「水田農業政策・米政策再構築の基本方向」としてまとめ、それを受
けて 2002 年 12 月「米政策改革大綱」が発表された。この「米政策改革大綱」（以下、米

出典：農林水産省(2001)『平成 12 年度 農林水産省年報』
出典：農林水産省(2001)『平成 12 年度 農林水産省年報』
３ 出典：農林水産省(2003)『平成 15 年度 農林水産省年報』
４ 横山(2003)の説明によれば、基本額とは「転作作物の作付け自体に交付される」ものであり、加算額とは「地域にお
ける米生産調整目標の達成や転作作物のコスト削減に向けた団地化などを対象として交付される」ものである。（横
山英信(2003), p.7 より引用）
５ 出典：独立行政法人農畜産業振興機構(2000)『畜産の情報（国内編）』
６ 1998 年、1999 年と行なわれた「緊急生産調整推進対策」においても、とも補償として「米需給安定対策」が、転作
への助成として「水田営農確立助成金」などが用意されていたが、転作作物への助成は全国一律の単価が設定されて
いただけであった。
７ ここでいう「転作面積率」は、全水田における生産調整実施面積の割合をさしており、本論文で用いている定義とは
異なる。
８ 谷口(2004) ,pp.7-8 より引用
９ 2002 年 11 月に出された「米政策の見直しと当面の需給安定のための取組について」の中で「生産数量管理への円滑
な移行のため、生産者団体、行政等から構成される研究会を設置する」ことが提起されたことを受け、2002 年 1 月に
発足。生産調整や計画流通制度、米政策全体に関する検討を行った。
１０ 生源寺(2006),p.88-89 より引用
１
２

24

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

政策大綱）の登場によって、
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」１（以下、食
糧法）が改正されるなど、米政策の枠組み自体を根本的に大きく変えた。
「米政策大綱」は「米を取り巻く環境の変化に対応し、消費者重視・市場重視の考え方に
立って、需要に即応した米づくりの推進を通じて水田農業経営の安定と発展を図る。このた
め、需給調整対策、流通制度、関連施策等の改革を整合性をもって実行する」２ことを目的
的とし、その目的に沿って 2 つの方針を打ち出した。1 つは零細稲作農家が水田の多くを占
める現状から、2010 年度までに「効率的かつ安定的な農業経営」を行う農家が水田の約 6
割を占めるような農業構造を目指し、彼らを主体とした米づくりがなされる「米づくりの本
来あるべき姿」３を実現することである。もう 1 つは 2008 年度までに米の需給調整のシス
ステムの主体を、生産者団体へと移すことである４。
以上のような方針を具体化する形で、生産調整は生産者団体を主体として行うものとされ
た。それに伴って、生産調整の目標設定の仕方が大きく変更された。2004 年度から、生産
調整目標は面積ではなく、数量で配分が行われるようになったのだが５、その配分方法は以
以前とは異なっている。政府は米の需給見通しを立て「米穀の需給及び価格の安定に関する
基本指針」を作成するにすぎず、政府による各都道府県への生産調整目標面積の配分は行わ
れなくなった。一方、生産者団体は米の生産目標数量を含む「米穀の生産調整に関する方針」
６ を作成し、それが政府の作成した基本指針に照らしあわせた上で認定されれば、自ら生産
産目標数量を決定し、各米生産者に配分する。
転作政策についても、「3.3.転作政策および転作政策にまつわる対策の推移」で述べた通
り大きく転換が行われた。生産調整同様、地域の実情を重視する仕組みへと変更されたので
ある。内容の詳細については「3.3.2.転作政策の推移：2004 年～2008 年」で詳述する。
また、生源寺(2004)はこの政策改革には内容に加えてタイムスケジュールにも従来とは異
なる特徴があると述べている。それは第 1 に 2003 年度を改革の準備期間とした点、第 2 に
2 段階の改革スケジュールを用意した点である。前者について、過去の米政策の手直しは秋
にその内容が決定され、翌年の春に慌しく実施されるパターンを繰り返してきた。しかし、
今回は大改革であるために 2002 年に計画を策定し、本格実施を 2004 年以降とすることで
1 年間の準備期間を設けたのである。こうした一定の準備を経て 2004 年度に改革は本番を
迎えた。そして、後者は準備期間を経て、改革が実行される 2004 年から 2006 年までを第
１ステージと設定し、第 1 ステージ終了後から「米づくりの本来あるべき姿」の実現の目
標年次である 2010 年までを第 2 ステージとするものである７。その中で、実行過程に対す
するチェックは毎年見直しが行われるが、そのまた１つ大きな区切りの単位として、第 1
ステージ終了後に検証が行われる。改革の各要素の改革の流れを見てみると、まず需給調整
システムに関しては、第 1 ステージでは販売実績を基礎として、面積ではなく生産数量を
配分する方式へ転換し、その結果を検証した上で、第 2 ステージの 2007 年または 2008 年
までに農業者・農業団体者が主役となるシステムへと移行することを目指す。そして生産構
造に関しては、2006 年から開始する「地域水田農業ビジョン」を、2010 年まで着実に推進
１

２
３

４
５

６

７

1995 年に食糧管理法に代わって施行された法律。これに伴い、政府による米の全量管理を廃止し、自主流通米を中心
とするなど、米の市場開放が進んだ。
出典：農林水産省(2002)「米政策米政策改革大綱」2002 年 12 月
「米づくりの本来あるべき姿」とは、「米政策改革基本要綱」によると「効率的かつ安定的な経営体が、市場を通し
て需要動向を鋭敏に感じとり、売れる米づくりを行うことを基本として、多様な消費者ニーズを基点とし、需要ごと
に求められる価格条件等を満たしながら、安定供給が行われる消費者重視・市場重視の米づくりが行われること」で
ある。
出典：横山(2003)p.12
それと同時に、今までは公表されていなかった各都道府県へ配分する際の配分要素の比率についても、同年から公表
されるようになった。
佐伯(2005)によれば、「農協等の米出荷団体によって作成される地域おける米需給ビジョンであり、その目的はそれ
ぞれの地域での販売戦略を踏まえて『どのような銘柄で、どういう品質の米を作るのか』を示すことにある。
詳細なスケジュールの流れ、中身については参考資料①米政策改革の流れを参照されたい。
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することで、明確化された担い手の育成を目指す。さらに集荷・流通分野や生産者補償に関
する改革は、可能なものから実行し、第 1 ステージ終了後の検証において、他施策との整
合性をとる。こうした各要素を組み合わせ、2010 年の「米づくりの本来あるべき姿」の実
現を目指した、政策改革が行われることとなった。
この改革に基づいて、2004 年以降どのような転作政策が実施されたのか。次節において、
各対策の詳細を把握していく。
3.3.2. 転作政策の推移：2004 年～2008 年
転作政策については前述した「活性化対策」に基づく「経営確立助成」が 2003 年で打ち
切られ、
「産地づくり推進交付金」が導入されることとなった。これは従来の助成金と異な
り、各地域に対し交付金の使い方に対して裁量を持たせている。このような仕組みが導入さ
れた背景には生産調整研究会による「全国一律的な支援策の推進によって、地域水田農業の
実情に応じた構造改革、地域の特色ある農業展開や農業者の主体的な経営判断を阻害してい
るのではないか」および「麦・大豆の作付け面積は増加しているが、
『転作作物』の意識が
抜けず、品質・生産性向上の取組みが進展せず、需給のミスマッチが増大している」という
指摘１がある。この指摘を受け、米政策改革の一環として転作政策については、
「産地づく
り推進交付金」が導入されることとなった。
本節ではこの制度についての把握を行い、さらに 2004 年以降どのように推移していった
のかを述べていく。ただし、転作についても「米政策大綱」のスケジュールに合わせて 2004
～2006 年と 2007～2009 の 2 つに分けられている。現在は、後者の制度の実行期間である。
そのため、2004～2006 の間に実施された制度と現行の制度の 2 つに分けて把握を行ってい
く。
①2004～2006 年に実施された制度
この間実施された対策は、2004 年に制定された「水田農業構造改革」２である。これは
「米政策大綱」および「米政策改革基本要綱」３に基づいて、
「米づくりの本来あるべき姿」
の実現を目指し、
従来の米の生産調整に関するメリット措置の抜本的見直しを旨としたもの
である。主な対策は図 3-4 の通りである。
【図 3-4：水田農業構造改革対策（2004～2006 年）一覧】

水田農業構造改革対策
産地づくり対策
●産地づくり交付金
（産地づくり事業＋特別調整加算）

●麦・大豆品質向上対策
●耕畜連携推進対策
●畑地化推進対策

稲作所得基盤確保対策 担い手経営安定対策

出典：農林水産省『平成 16 年農林水産省年報』を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

この中で「産地づくり対策」は水田農業構造改革対策の推進のための助成措置として位置
づけられており、
「地域の特色ある水田農業の展開を図りながら、米の生産調整の的確な実
施及び水田環境等の良好な保全をするため、地域自らの発想と戦略により、水田農業の将来
１
２
３

出典：農林水産省(2008)『産地づくり対策について』
出典：農林水産省(2005)『平成 16 年度農林水産省年報』
出典：農林水産省(2004）『米政策改革基本要綱』
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方向を明らかにしたビジョンに基づき、
需要に応じた作物生産及び水田農業の構造改革を推
進し、消費者の期待に応える産地を育成する地域の取組を支援する」１とされている。
このような方針を反映させた結果、産地づくり対策の助成体系は 3 つに分類されること
となった。そして、地域水田農業ビジョンに登録されている担い手の数等を基に、国がそれ
ぞれの助成単価に基づいて算定された金額を都道府県へ配分する。それを、各都道府県が
各々の方針に基づいて各市町村に配分し、それを基に各市町村に設けられた「地域水田農業
推進協議会」が地域の実情を反映した助成単価に組み替えることとなっている。
算定の基となる 3 つの助成体系２とは、作物ごとに区分した「基本部分」（産地づくり事
業、特別調整加算）と担い手の育成目標を定めた取組を対象とした「担い手加算」。さらに、
「麦・大豆品質向上対策」
、
「耕畜連携推進対策」、
「畑地化推進対策」等の「重点作物特別加
算」である。このうち、地域に裁量が認められているのが、
「基本部分」と「担い手加算」
だ。前述したとおり、地域の実情を反映させながら助成単価を定めることができる。
地域における助成単価の組み方の事例として、図 3-5 を作成した。2 つの例を挙げたが、
A 県 a 議会においては、麦・大豆の生産進行及び契約栽培に取組んでおり、結果として麦・
大豆を重視したメニューを用意している。そして B 県 b 協議会においては、麦や豆につい
ての加算体系を用意し、さらに、生産調整実施面積を有効に用いるための団地化助成が行わ
れている。二つの事例から、各地域がその独自性を発揮した助成体系を組み立てられること
がわかる。

１
２

出典：農林水産省(2005) 『平成 16 年度農林水産省年報』
それぞれの詳細な助成体系（単価、作物等）については参考資料④産地づくり対策算定単価イメージ図を参照された
い。
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【図 3-5：各市町村の産地づくり交付金助成体系】
Ａ県 a 協議会
麦・大豆の生産振興及び契約栽培の取組
麦・大豆 2 作
担い手助成（土壌改良費助成） 4,000 円
担い手助成（集団防除助成） 1,890 円

麦・大豆２作
37,000 円

Ｂ県 b 協議会
パン用小麦の振興、大豆の団地化及び水田高度利用の支援
麦・大豆

団地化助成
２ｈａ以上
35,000 円

団地化助成
１ｈａ以上
20,000 円

地区達成加算 8,000 円
水田高度利用加算（麦＋豆） 8,000 円
小麦振興対策費 2,000 円
出典：農林水産省『水稲作付け農家のみなさんへ』（パンフレット）を基に、横山彰研究会 12 期食料班が
作成

また、「産地づくり対策」の交付要件となっている「地域水田農業ビジョン」の策定に当
たっては、担い手の明確化や土地集積の目標を掲げること１が求められている２。ここから、
この対策には地域の実情を踏まえる、という点だけでなく、担い手への土地集積等をすすめ
ることで
「米づくりのあるべき姿」
を実現させるという観点も反映されていることがわかる。
以上が、2004 年～2006 年に実施されていた制度である。次に、現行の制度についてまと
める。

１

２

「地域水田農業ビジョン」の内容として政府が定めているものは、上で挙げたもの以外に農業の改革の基本的な方向
や地域水田農業ビジョン実現のための手段を明確にするものが挙げられる。
出典：農林水産省(2003) 『米改革基本要綱』
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② 2007 年～2008 年に実施されている制度
続いて第 2 ステージ以降の変遷とあわせて現行の制度を把握していく。
まず、第 1 ステージの終了後の主な動きとしては、「経営所得安定対策等大綱」策定とそ
れに伴い 2008 年度から新たな需給調整システムと並行することが決定されたことが挙げら
れる。横山(2006)は、「経営所得対策等大綱」の登場の背景には、2005 年に策定された「食
料・農業・農村基本計画」１があると指摘している。
「食料・農業・農村基本計画」の中に
おいて、「望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・確保」、「農地の有効利用の促
進」
、「経営安定対策の確立」が挙げられており、これらの課題に対応する政策を推進してい
く一環として「経営所得安定対策等大綱」が登場したのである。その結果、「経営所得安定
対策等大綱」は「品目横断的経営安定対策」
、「米政策改革推進対策」
、
「農地・水・環境保全
向上対策」の 3 施策を盛り込むものとなった。そして、それを受けて翌 2007 年 7 月に決定
された「経営所得安定対策等大綱」において、2008 年度から新たな需給調整システムに移
行することが決定された。また、2008 年度から米も含めた「品目横断的経営安定対策」が
導入することを踏まえ、第 1 ステージに実施されている施策に見直しが加えられることも
「経営所得安定対策等大綱」によって決定された。この見直しのうち、転作政策である「産
地づくり対策」については、現行対策の実施状況などを踏まえた見直しが行われることとな
った２。以下、
「産地づくり対策」の見直し３内容を述べる。
「産地づくり交付金」については、対策期間中一定額を交付、使途および水準を地域で決
定するといった、対策の骨格は維持されることとなった。また、骨格を維持した上で水田農
業構造改革の実効をあげるため、国のガイドラインに担い手支援に向けた具体的な使途を列
挙することとし、担い手への重点的な活用を促進することとした４。さらに、新たな需給シ
ステムの下での円滑な取組のため、当面の措置として従来の特別調整促進加算に代わって
「新需給調整システム定着交付金」を交付することとした。内容としては、現行の特別調整
促進加算の仕組み５を継続し、その使途については大幅な超過達成、地域振興作物（従来は
対象外であった麦、大豆、飼料作物も対象とする）
、その他の意欲的な生産調整の 3 つの取
組を対象とすることとした。
3.4. 転作を重点的かつ効率的に推進させる視点
以上のように、現行の転作政策を含む生産調整を見る限り、「集団転作率」を向上させる
助成体系は存在している。現状把握にて述べたように、現在、転作については「産地づくり
対策」が行われているところである。「産地づくり対策」は、基本部分において交付される
額によって地域の実情に合わせた助成体系を構築することが可能となっている。そのため、
集団転作に加算措置を行うことも可能である。実際、「産地づくり対策」を利用して集団転
作に力を入れている地域も存在している６。そして、
「田における稲作付け面積率」に関し
１
２
３
４

５
６

出典：農林水産省(2005)『食料・農業・農村基本計画』
出典：農林水産省(2008)『米政策改革推進対策に関する Q＆A』
出典：農林水産省(2008)『米政策改革推進対策に関する Q＆A』
農林水産省はその具体策として、ガイドラインに担い手に対する単価の上乗せや担い手への農地集積・作業の受託等
への助成を提示することを挙げている。
都道府県の判断により、使途や単価を設定し、地域条件に応じた意欲的な生産調整を支援する仕組み。
その事例として宮城県松島町が挙げられる。「地域水田農業ビジョン」の重点項目として①圃場整備事業実施
地目からの集落型経営体の育成を図る②産地づくり交付金の活用により、担い手への農地集積及び担い手を中心とし
た地域特例作物等の生産拡大を図り、産地づくりを推進する、の 2 点を盛り込み、結果として団地化による集団転作、
５地区・６団体・５０ha で、大豆・飼料作物（ＷＣＳ）・そばの作付が行われ、集団転作面積が増加した。出典：

宮城県松島町地域水田農業推進協議会(2004)『産地づくり交付金の活用による集団転作支援』
なお、現在行われている「新需給調整システム定着交付金」は都道府県段階の判断により、使途や単価を設定し、地
域条件に応じた意欲的な生産調整の取り組みを推進する対策である。また、交付金の都道府県配分については、原稿
対策期間中の麦・大豆・飼料作物等の水田における作物の作付け状況等が判断材料となるとされている。このことか
ら、産地づくり対策だけでなく、「新需給調整システム定着交付金」を集団転作に振り向けることも可能だと考えら
れる。
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ては、その面積率が高い地域は非転作率が高くなる傾向にあるという分析結果が得られた。
つまり、そのような地域は稲作への依存度が強いために、稲の作付面積率が高く転作面積が
小さいとしても、その中でさえ転作を行わないという選択していると考えられる。よって、
稲作付け面積率が高い地域に関しては転作を推進させるという観点からも稲の作付けに特
化させるような制度が望まれる。後で詳しく述べるが、現在の生産調整目標数量の配分方法
は過去の需要実績を反映させた形で決定されるため、需要に見合った米を作るほどにその地
域に対する生産調整目標数量の配分量は高まる。需要に見合った形で米の生産に特化すれば
それだけ生産調整目標数量の配分が高まるために、現在の配分方式は、稲作への依存度が高
い地域ほど米の生産に特化するインセンティブのある制度であるといえる。
しかし残りの「高齢化率」
「専業農家率」
「都市的地域における田面積率」を考慮した奨励
金体系は存在していない。
しかしそもそも、これらの要因に対して奨励金を支払い、転作率を向上させようとすること
は効率的ではない。なぜなら、
「高齢化率」
「専業農家率」「都市的地域における田面積率」
に関して、転作率を向上させるために、どの程度の値を境にどの程度の額を交付すれば良い
のかという線引きが非常に難しい。
よって奨励金体系にこれらの要因を加味することは非効
率になる恐れがある。こうしたことから、転作政策ではなく、生産調整自体、つまりは生産
目標数量の配分方法に「高齢化率」
「専業農家率」「都市的地域における田面積率」を加味す
ることが求められる。これは転作が行いやすい地域・行いにくい地域を考慮した配分となる
ため、効率的に転作を推進させることができる。そこで次節では、現在の生産目標数量の配
分方法がどのように行われているのかを把握し、問題点を抽出する。
3.5. 生産目標数量の配分方法
先にも述べたとおり、米の生産調整の実施方法は、平成 15 年までは生産調整実施面積の
配分（ネガ配分）を行ってきたが、平成 16 年からは生産目標数量の配分（ポジ配分）に変
更された。その生産目標数量は、まず国から都道府県へと配分され、その後、各市町村へ、
そして地域協議会の最終決定を経て、各農家へと配分される。国から都道府県への配分方法
は一律であるが、
都道府県から市町村への配分方法は各都道府県によって様々であり異なる
ため、本論文では国から都道府県への配分方法を考察対象とする。
国から都道府県へ生産目標数量を配分するにあたって、
まず全国の生産目標数量を決定し
なければならない。その算定方法は、例えば、平成 20 年/21 年（20 年 7 月から 21 年 6 月
までの 1 年間）の生産目標数量を決定する場合、前年の全国の需要実績を算定することか
ら始まる。平成 19 年/20 年の全国の需要実績は、

生産量×平年収量／実収量±6 月末在庫増減数量＋政府米販売量±作付けに関する補正

という式から算定する。そしてこの需要実績を図 3-6 のように過去の需要実績に加え、トレ
ンド（回帰式）を見ることによって需要見通しを立て、平成 20 年/21 年の全国の生産目標
数量を決定する。この方法により、年々進む米の消費量の減尐を考慮することができる。
次に、各都道府県の需要見通しを立てる。これも全国の方法と同様に過去の需要実績を基
にする。しかし全国の方法とは若干異なり、見通しを立てる年の直近 6 ヵ年の需要実績の
うち、その値の最高年と最低年の数値を除外した 4 ヵ年のトレンドを見ることで需要見通
しを立てる。こうして算出した都道府県別の需要見通しは全国のシェアに換算され、これに
応じて全国の生産目標数量を各都道府県に配分していく１。

１

出典：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（平成 17 年 11 月）
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【図 3-6:平成 8 年/9 年～18 年/19 年の全国の需要実績データによる需要見通し算出方法】
(単位：千トン)

年
8年/9年
9年/10年
10年/11年
11年/12年
12年/13年
13年/14年
14年/15年
15年/16年
16年/17年
17年/18年
18年/19年
19年/20年
20年/21年

Ｘ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9,438
9,129
9,073
8,859
9,115
8,721
8,947
8,616
8,654
8,517
8,375
8,331
8,243

10,000

9,500

9,000

8,500

8,000

20 年/21 年 8,243
7,500

7,000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

出典：農林水産省『米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(案) 』(平成 19 年 7 月)より横山彰研究会
12 期食料班が作成

3.6. 問題の所在
算定方法を見てもわかるように、現在の生産目標数量の配分方法１には、過去の需要実績
のみを根拠として各都道府県に配分されており、転作率に関連する地域的な要素が全く加味
されていない。こうした配分方式では、その地域の転作への適不適を無視した状態で、生産
目標数量が配分されてしまう可能性をはらんでいる。これは、本論文の問題意識でも指摘し
たように、生産調整のあり方に「転作を重点的かつ効率的に推進させる視点」が欠けている
と言わざるをえない。
転作を重点的かつ効率的に推進していくためには、
生産目標数量の配分方式に
「高齢化率」
「専業農家率」「都市的地域における田面積率」を取り入れる必要がある。
そこで次章では、これらの要因を加味した新たな配分方法を提言する。

3.7. 本章のまとめ
本章では「転作を重点的かつ効率的に推進させる視点」は「高齢化率、専業農家率、都市
的地域における田面積率を生産目標数量の配分要素に加味させる視点」であることを明確に
した。ここでいう「重点的」とは、配分方法に転作の視点を組み込むことであり、
「効率的」
とは、転作奨励金による方法ではなく、その地域の転作の適不適を考慮した配分方法をとる
ことを示している。そして、そのような視点が現行制度において考慮されていないことを明
らかにした。次章では、この問題点を改善させるための政策提言を行う。

１

過去の配分方法に関しては補足資料①及び②を参照されたい

31

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

第4章 政策提言
前章では、現行の生産調整において「高齢化率、専業農家率、都市的地域における田面積
率（以下、これら３つの要素を転作推進要素と記す）を生産目標数量の配分要素に加味させ
る視点」が欠けていることを明らかにした。そこで本章では、生産目標数量の配分方法に高
齢化率、専業農家率、都市的地域における田面積率を加味することを政策目標とし、具体的
な政策手法を示す。
4.1. 政策手法：転作推進要素を加味した生産目標数量の傾斜配分
転作推進要素を加味した生産目標数量は、
国から各都道府県へ配分する生産目標数量が決
まった段階で転作推進要素を補正要素として組み込み算定される。具体的な政策手法をモデ
ルケースを使いながら説明していく。
ここでは A 県、B 県、C 県、D 県、E 県の転作推進要素が図 4-1 のような場合を想定す
る。ここで注記すべき点としては、高齢化率は高いほど、専業農家率は低いほど、都市的地
域田面積率は高いほど転作が進みにくいため、これらの符号を合わせるために 100％の値か
ら専業農家率を引いている点である。
【図 4-1】

A県
B県
C県
D県
E県
合計

高齢化率

1-専業農家率

0.2
0.15
0.2
0.1
0.25
0.9

0.8
0.75
0.75
0.8
0.85
3.95

都市的地域
田面積率
0.2
0.5
0.3
0.4
0.6
2.0

【図 4-2】
A：生産目標数量
A県
B県
C県
D県
E県
合計

300
200
150
100
250
1000

B：転作推進要素を 2 割
加味する場合（B=A*0.2）
60
40
30
20
50
200

C：粗配分量（A-C）
240
160
120
80
200
800

A 県～E 県の生産目標数量は図 4-2 のようになっており、例えば転作推進要素を 2 割加味す
る場合、A 県への粗配分量は 240 になる。こうして集まった転作補正配分量は合計で 200
になり、これを、3 つの要素に均等に（67 ずつ）配分する。そして、A 県～E 県の高齢化
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率の合計に対する各都道府県の高齢化率シェアを算定し、67 の量を各都道府県へと配分す
る。例えば A 県の高齢化率シェアによる配分量は 67×0.2（A 県の高齢化率）/0.9（A～E
県の高齢化率の合計）で 14.8 と算定される。
【図 4-3】

A県
B県
C県
D県
E県

a：高齢化率
要素
14.8
11.1
14.8
7.4
18.5

ｂ：1-専業農家率
要素
13.5
12.7
12.7
13.5
14.3

ｃ：都市的地域田面積率
要素
6.7
16.7
10.0
13.3
20.0

転作推進合計量
（a+b+c）
35.0
40.4
37.5
34.2
52.9

これと同様に各配分量を算定していき各都道府県の転作推進合計量を算定する。
このように算定された都道府県ごとの転作推進量を粗配分量に加え、
転作推進率を加味した
生産目標数量を算定する。
【図 4-4】
A県
B県
C県
D県
E県

転作推進合計量
35.0
40.4
37.5
34.2
52.9

粗配分量
240
160
120
80
200

補正後配分量
275.0
200.4
157.5
114.2
252.9

生産目標数量
300
200
150
100
250

この結果、転作推進要素を 2 割加味した場合、A 県は生産目標数量が 25 減尐し、B 県は 0.4
増加、C 県は 7.5 増加、D 県は 14.2 増加、E 県は 2.9 増加することになった。
以上のような政策手法により、生産目標数量の配分方法に高齢化率、専業農家率、都市的
地域における田面積率が加味され、転作の適不適が考慮されるので、効率的に転作を推進さ
せることができる。しかしながら、生産目標数量の配分方式に、転作推進要素をどれくらい
加味するのかといった、適切な割合を提示することができなかった為、今後の研究課題とす
る。
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おわりに
本論文では、食料の国際市場において、一時的・構造的な要因から需要の逼迫が起こって
いる現状を踏まえ、食料自給率が 4 割程度である日本においては、経済発展の著しい国々
との食料の奪い合いや、輸出国の自国供給優先による食料輸入の減尐などが懸念されるた
め、日本の国内農業による食料供給の確立は急務であることに言及した。しかし、そのため
に最大限利用されなければならない農業基盤である農地は、年々その面積が減尐している。
本論文では、
その原因として米の生産調整の拡大と、それに伴う非転作面積の増加をあげた。
そして国内農業による食料供給の確立という目標を達成するためには、転作政策を含む生産
調整を行なうにあたって、
「転作を重点的かつ効率的に推進する視点」を持つべきだという
主張を展開する。その証明ために、まず非転作率を説明変数とした要因分析を行い、転作を
推進させる上で重要視すべき要素が
「高齢化率」「都市的地域における田面積率」
「集団転作
率」
「田における稲面積割合」
「専業農家率」であることを導き出した。そして、生産調整と
転作に関する現行制度をその変遷とともに精査する。そして現行制度においては、
「高齢化
率」
「専業農家率」「都市的地域における田面積率」が考慮されていない、つまり「転作を重
点的かつ効率的に推進する視点」が欠けていることを明らかにした。
これを受け、本論文では、転作の前提となる生産調整の目標配分に対し、分析で明らかに
した転作率を規定する要素を組み込むという、転作に対して事前的な政策を提言した。
このように、問題意識で述べた「転作を重点的かつ効率的に推進させる視点」を「高齢化
率、
専業農家率、
都市的地域における田面積率を生産目標数量の配分要素に加味させる視点」
と明確にし、そこから、転作を推進させる政策を提言できたことは大きな貢献といえる。
本論文の研究成果が今後の農業の発展に繋がることを願いたい。

以下に、今後の研究課題を挙げ、本論文の結びとする。
①生産目標数量は各都道府県に配分された後、各市へ、そして各農家へと配分される。本論
文では国から各都道府県への配分のみしか考察できなかったため、都道府県から各市町村
への配分方法を転作の視点から考察することは今後の研究課題となる。
②データの制約上、2004 年度以降の転作率を求めることができなかった為、政策効果の検
証を行えなかったこと。
③転作推進要素をどの程度の割合で配分方法に組み込むのか明確にできなかったこと。
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補足資料
【補足資料①：生産調整実施面積の配分要素（S53～H15）】
年度
配分要素
①地域指標②自主流通米比率③特定作物への特化度
水田利用再編対策
④転作条件（乾田率）⑤水稲被害率⑥市街化区域面積
(Ｓ53～61)
⑦ほ場の整備状況（S55 の増加分は水稲作付け面積等）
①稲作の生産性②担い手ウエイト③稲作依存度に加え
生 水田農業確立対策
上記②～⑦
産 (S62～4)
調
前年までの基本面積から緩和する面積を以下要素で配分
整 水田営農活性化対策
①稲作の生産性②担い手ウエイト③稲作依存度
実 (H5～7)
施
④水稲作復帰状況
面
前年の目標面積からの増加分について以下要素で配分
積 新生産調整推進対策
①主食用水稲作付面積割②担い手ウエイト
の (H8,9)
配
③自主流通米数量
分 緊急生産調整推進対策 前年の目標面積からの増加分について
(H10,11)
主食用水稲作付面積割で配分
水田農業経営確立対策 前年の目標面積からの増加分について
(H12～15)
①自主流通米持ち越し在庫数量②政府米依存度で配分
出典：農林水産省「生産調整の現状と課題」（平成 14 年 1 月）を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成

【補足資料②：16 年産からの需要見通しのウエイト及び需要実績の採り方の経過】
需要見通し
16 年産米
生産目標数量
17 年産米
生産目標数量

5割
6割

前年の配分実績等
（営農の継続性への配慮）
4割
1割

11/12 年～14/15 年（4 年分）

（前年配分実績）（転作率の標準化）

直近 2 ヵ年平均

4割

11/12 年～15/16 年（5 年分）

（前年配分実績）

5 中３

1割

18 年産米
生産目標数量

9割

19 年産米以
降需要量に関
する情報

10 割

使用可能需要実績データ
及び需要実績の採り方

(16 年産米の政府買入数量、16 年産米
の生産調整取組状況、前年配分実績)
―

11/12 年～16/17 年（6 年分）
6 中４
11/12 年～17/18 年（7 年分）
直近の 6 中 4

出典：農林水産省「米の需給調整についての取組状況と新たなシステムへの移行に向けた論点の整理に
ついて」（平成18年5月）より横山彰研究会12期食料班作成
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販売実績を基礎とし、作る数量を
配分する方式へ転換

地域水田農業ビジョンの策定等を通じ、
地域の担い手を明確化

・地域の創意工夫[産地づくり対策]
・豊作による過剰処理[集荷円滑化対策]
・米価下落対策〔稲作所得基盤確保対策〕
〔担い手経営安定対策〕

国による一律
的な生産調整

地域の担い手
像が不明確

全国一律の
用件、単価
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・飼料自給率の向上に向け、水田における効果的な飼料作物振興を
図るため、地域の創意工夫を生かした飼料生産振興に直結する取組
を実施

・産地づくり交付金について、現行政策の基本的な仕組みは継続しつ
つ、地域の判断による需要に応じた作物選択の徹底、合理的な土地
利用、効率的な営農体制の確立に向けた交付金の活用を促進
・新たな需給調整システムの下で、都道府県段階の判断により、意欲
的な生産調整の取組を促進する新需給調整システム定着交付金
・米の需要に応じた生産を誘導しつつ、担い手以外の米価下落対策、
担い手への集積、産地の需給改善の取組を支援する稲作構造改革促
進交付金

担い手育成・確保対策のうちかこの生産実績がない案件等への対応
・需要に応じた生産や経営革新の取組を伴いつつ、経営規模の拡大や
生産調整の強化への対応などを行う者に対し経営安定が可能となる
水準の支援

豊作による過剰米の隔離(集荷円滑化対策)

・対策への加入促進、実効性の確保を図るための充実・強化(対策への
拠出を産地づくり対策の要件化、生産者拠出に基づく生産者支援金
の増額、無利子短期融資の対象の弾力化)

・地域協議会等が農業者団体等の主体的な取組の支援機能を十分に
発揮するよう体制を強化

地域協議会等の体制強化(水田農業構造改革対策推進交付金)

水田の飼料作物生産の振興(耕畜連携水田活用対策)

需要に応じた米づくり、産地づくりの促進(産地づくり対策)

・集荷円滑化対策の充実・強化

・担い手施策（品目横断的経営安定対策）
・産地づくり対策の見直し
（担い手以外の米価下落政策を含む）

担い手育成。確保運動と連動し、地域水田農業ビジョン
の高度化等により、水田農業の構造改革を促進

明確化された
担い手の育成

品目横断的経
営安定対策と
整合性のとれ
た政策

農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行う
システムへ移行

新システムへ

第２ステージ(19 年産～21 年産)

平成２
２年産
地づく
りの
あるべ
き姿の
実現

出典：関東農政局『広報誌

１９年度以降の支援措置

第１ステージ(16 年産～18 年産)

改革以前

米政策改革の更なる推進
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【補足資料③：米政策改革の流れ】
いぶき』2006 年 9 月号 p6 を基に、横山彰研究会 12 期食料班が作成
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【補足資料④：産地づくり対策算定単価イメージ図】

（１０ａあたり）
関連する対策として
重点作物特別支援

13 千円

（麦・大豆の品質向上対策、構築連携推進対策）

畑地化推進
特別調整加算
担い手

80 千円（地域の拠出含む）
12 千円

（減反の大幅な超過達成など）

加算
40 千円

担い手
加算
20 千円

基本助成
10 千円

麦・大豆・飼料作物

基本助成
７千円

その他一般作物

基本助成
５千円
特例作物等

基本助成 ２千円

調整水田

基本助成

１千円

自己保全管理等

出典：農林水産省総合食料局『産地づくり推進交付金』農民運動全国連合会『農民記事データベース 2003.08』
を基に、横山彰研究会１２期食料班が作成
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