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要約 

1．問題意識・日本の農業の問題点 

日本の農業は局面をむかえている。具体的には就農者数の減尐や、高齢化、耕作放棄地

の増加などがあげられる。日本の農業の就農者数は 1980 年代には 700 万人いたが、2009

年には 300 万人以下と、減尐の一途をたどっている。さらに尐子化や後継者不足などの影

響で今後もさらに減尐していくと考えられる。また兼業農家の割合が上昇しており、現在

では兼業農家の割合が大多数を占めている。以上に述べたことに加え、日本の農業は生産

性・国際競争力において国際的にみると極めて低く、政府の政策によって保護されている

産業である。アンケート調査やヒアリング調査によっても、今後も農業は高齢化や就業者

減尐の傾向が続いていく可能性があり、変革を行うべき産業であるといえる。 

このような変化が見られ、今後も同じような傾向が続くと予想される日本の農業におい

て、我々は特に日本国内の農地に焦点を当てて研究を行った。日本における耕地面積は転

用等でかい廃されるなど年々減尐している一方で、耕作放棄地は増加し続けている。1975

年の国内の耕作放棄地の面積は 13.1 万 ha だったが、その後 1980 年に一度は減尐したも

のの、一番最近のデータである 2005 年における耕作放棄地は 38.6 万 ha に達し、これは

農地全体の 9.7%にあたる数字である。ではなぜ耕作放棄地は増加しているのだろうか。調

査の結果、形態別でみると土地持ち非農家が高い割合で耕作放棄していることが分かり、

高齢化や後継者の不足が耕作放棄地の増加につながっているということが分かった。耕作

放棄地は長年放置すると荒廃し、再生するのに多大な時間や労力を必要とする。また一度

転用した農地は再び耕作することができない。 

確かに農業就業人口は減尐を続けているが、尐ないながらも若手の農家は存在してい

る。また、現在の農業は機械化が進んでおり、尐数で効率よく農業を行うことによって生

産性を上げることができる。このことから、土地持ち非農家の保有する農地や兼業農家の

農地を若手の専業農家に集約することによって、効率的な農業生産を行うことができるの

ではないかと予想される。また農地は生産基盤であるだけでなく、それぞれの地域におい

て国土や自然環境の保全、良好な景観の形成など多面的機能も兼ねている。さらに洪水を

防止するための代替材にもなるなど、重要な役割も担っている。 

 以上のように農地は重要であり、耕作放棄をするのではなく集積していくことが望まし

い。しかし、それを阻む要因が現在の農業構造は存在しており、農地集積が進んでいな

い。 

では農地の集積を阻害している要因はなんなのだろうか。1 つ目は転用収入の期待であ

る。転用収入の期待とは、農地が転用目的で売却される場合、耕作目的で売却される場合

に比べ比較的に高額で売却されることに対する期待である。これにより土地持ち非農家と

兼業農家は、農地を手放さずに持ち続けるのだ。2 つ目は、税制面での優遇措置である。

農地の固定資産税は宅地に比べ優遇されており、所有していても重い負担はない。このた

めに１つ目に挙げた転用収入の機会を待つことを助長している。3 つ目は現行の農業保護

政策である。現行の農業保護政策としては米の減反政策と、個別所得補償制度が挙げられ

る。減反政策によって米価が引き上げられ、生産性の低い兼業農家が買うよりも安く手に

入るために農業を続けており、補助金も給付されるため、ますます農業に滞留する構造に
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なっている。戸別所得補償制度についても、所得補償で兼業農家の多くが補償対象となっ

ているためにバラマキ状態に陥り、兼業農家の滞留を促しているといえる。 

 

２．先行研究及び本稿の位置付け 

 我々の研究と類似した先行研究として 2 つの論文を紹介する。1 つ目は大橋・齋藤の

「農地の転用期待が稲作の経営規模および生産性に与える影響」(2008)である。大橋・齋

(2008)は農地を転用した場合の収入期待が経営規模の拡大や生産性の向上を妨げている点

について研究している。壁谷・伊多波「土地税制と地方財政収入―農地に対する優遇税制

を巡って―」(2008)では、農地が税制面で優遇されることによる弊害や優遇税制を廃止し

た場合の財政の収入増などがシミュレーションされ、優遇税制廃止の重要性を確認してい

る。 

 以上の 2 つの実証分析を踏まえたうえで本稿では、農地を利用、または集積することに

よる農業への影響を、重回帰分析を用いて分析する。また農地の優遇税制を撤廃すること

で土地持ち非農家や兼業農家に負のインセンティブを与え、税負担が大きくなることによ

り土地を手放すかどうかについて分析を行った。 

 

３、実証分析 

 農地の利用に関して影響を与えているものは何かを調査するために客観的なデータを

使って重回帰分析を行った。被説明変数には都道府県別の農地利用率を用い、説明変数に

は複数のデータを用いて分析を行った。その結果、農地の利用率に強い影響を与えている

のは農家一戸当たりの生産額と農地における稲作の割合であることが分かった。 

 また、コブダグラス型関数形を用いて、農業において規模の経済が働くかどうかを分析

した。その結果、規模の経済が働くという有意な結果を得た。それにより、農地を集積す

ることにより大規模化をすることが、日本の農業活性化に繋がるという結論に至った。 

 

４、政策提言 

 これまで行った現状把握と実証分析を踏まえて具体的な政策を 2 つ提案する。１つ目の

政策は農地における優遇税制の撤廃である。これは税制的に優遇されている農地に宅地並

みに課税することによって土地持ち非農家や兼業農家に農地を手放す負のインセンティブ

を与える政策である。2 つ目の政策は減反政策の撤廃と、戸別所得補償制度の見直しであ

る。減反政策は結果的に米価を引き上げており、財政的にも負担となっている。戸別所得

補償制度についても現行の制度では兼業農家にも支払われているが、それを専業農家や生

産法人だけに支払うようにする。そうすることによって政府の財政的負担を軽減すること

ができ、専業農家の経営を安定させることができる。以上の二つの政策提言によって、土

地持ち非農家の農地の保有や兼業農家の離農を促し、農地集積を図ることが可能となる。 
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はじめに 

日本の農業構造を変革すべき時が来ている。1960 年代以降就業者数の減尐は著しく、高

齢化も進行している中で、耕地面積が転用などによって減尐し耕作放棄地も増加するとい

う事態が起きている。このような変化がここ 50 年間で起こった要因としては、経済成長

による第一次産業以外の産業との所得格差拡大により離農する農家が増え、労働力が他産

業に移動したことなどが挙げられる。現在では農業で生計を立てている専業農家は減尐

し、農家数全体で見ると兼業農家が大多数を占める割合となっている。 

確かに、以上に述べたように他産業との所得格差拡大などによって離農する農家が増加

し、担い手が減尐しているとすれば、農業は衰退していると捉えられる。しかし、この 50

年のうちに機械化が進み、農作業に費やす労働力は手作業で行っていた時代と比較すれば

格段に尐なく抑えられるものとなった。つまり現在では農業就業者が尐数であっても、農

地を集積して生産性を上げることは可能であり、現に他国では機械・IT 技術等を駆使した

大規模農業を展開しているところもある。 

では、依然として日本の農業が発展しないのはなぜか。それには長年の政府による非効

率な政策や制度にも原因があると考えられる。農業を取り巻く環境は変化していった。そ

れにも関わらず、農政はそれに対応した政策を施行し続けてきたとは言い難く、農業は過

剰な保護政策や優遇制度の下で発展しないまま現在に至っているといえる。過剰な保護政

策と優遇制度によって、兼業農家や離農しても土地を持ち続ける非農家が多く存在してお

り、専業農家の下への土地集積が進んでいない。その結果として生産性向上が妨げられ、

効率性を欠いた農業が続けられているのだ。今後もこの構造を脱却できなければ、農業は

発展する機会を失う。特に現在議論されている TPP 交渉といった自由貿易協定が今後締

結されれば、国際競争力が求められることとなる。他産業がこれまで辿ってきたように国

内だけではなく世界への輸出も視野に入れたうえでの競争力をつけることで、国内外問わ

ず勝負のできる産業にしていくことが可能である。しかしそのためには、これまでの体質

を脱却するための農政改革が必要である。 

本稿では今後農業が強い産業として発展するために、農地を専業農家や生産法人に集積

することで一戸もしくは一農業経営体あたりの耕地面積を拡大し、生産効率化を図ること

を目的とした政策提言を行う。政策提言に至るまでに、現地調査や地方自治体へのヒアリ

ングなどによって、今後農業に見られると考えられる傾向を考慮しながら現状把握を行っ

た。また、数量分析を使った実証分析をすることで政策の効果を測定する作業を行い、よ

り現実的な政策提言を可能とした。 

より良い農政によって今後日本の農業は成長し、次代に継承され続ける魅力ある産業に

なることを信じ、我々は政策提言を行う。 

  

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

7 

 

第1章  問題意識・現状把握 

第1節 問題意識 
日本の農業は現在局面を迎えている。これまでの 50 年余りの間に、農業就業人口の減尐や

高齢化、専業農家の減尐など、農業分野において様々な変化が見られた。それにもかかわら

ず、依然と変わらない政府による国内農業の保護政策のために兼業農家が滞留し、土地持ち非

農家が農地を手放さずに土地集積が進まないなどの非効率な農業構造が出来てしまった。この

ような農政が行われてきた日本の農業において、今後変わらず同じような政策が行われ続けれ

ば、農業は保護体質から抜け出せず、成長産業として発展できないだろう。また、耕地面積の

減尐や耕作放棄地の増加なども食い止めなければ、国際的に見ても小規模で競争力があるとは

言えない農業のままではないかと予想される。 

また、今後 TPP（太平洋経済連携協定）などによる貿易自由化が進展する可能性は高く、国

際的にも競争力を持った農業となることが必要となる。協定が締結されないにしてもこれまで

続けてきた保護政策を見直すことで効率化を図り、農業を成長産業に変えていくべきである。

そうすれば、尐子高齢化によって今後縮小すると予想される国内市場だけをターゲットにした

農業に限らず、国外にも市場範囲を拡大し、更なる発展を遂げることが出来るだろう。 

以上に述べたような強い農業を目指すためには、農地を主に専業農家をはじめとする戦略的

農家や生産法人に集積し、より効率的で生産性の高い農業を行うことが必要である。このよう

な観点から、我々は農地に焦点を当てた研究を行う。現在だけでなく、今後ますます農業就業

人口の減尐などの傾向が強まると予想されるため、将来的に見ても農地を集積して有効利用を

図ることは農業において非常に重要な課題である。 

では一体どのような政策を施行することで今後農地を集積し、農業の効率化を図ることが出

来るのだろうか。我々はこれまでの農業や農政の在り方を把握し、分析を行うことによってこ

の課題を達成するための政策提言を行う。 

第2節 日本の農業事情 
本節では、日本の農業事情を示す 5 つの項目について述べ、今後の日本の農業の方向性につ

いて検討する。まず、農業就業人口2推移について言及する。農業就業者は、約 30 年前に

あたる 1980 年には 700 万人近く存在していた。しかし、1980 年代後半から 1990 年にか

けて急激に減尐し 500 万人以下になり、その後現在にいたるまでそれ以前よりは緩やかで

はあるが、減尐し続けている。2009 年には 300 万人以下と、1980 年と比べて半分以下に

なっていることがわかり、現在の農業就業人口は以前に比べると大幅に減尐している。 

                                                      
2 15 歳以上（平成２年以前は 16 歳以上）の世帯員で調査期日前１年間に農業のみに従事した者及び農
業とその他の仕事の両方に従事した者のうち，農業が主である者。 
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＜図 1 農業就業人口の推移＞ 

出所：総務省(2011)『農業就業人口』より作成 

 

次に、年齢別農業就業割合について述べる。年齢別で農業就業人口を見た場合、60 歳以

上が 72％を占めており、農業就業人口の高齢化が明らかであることが分かる。また、注目

すべきは全体のうち 39 歳以下が 8％、40～49 歳が 6％ということだ。若い世代は非常に尐

なく、現在の 60 代以上の世代が引退する時期に差し掛かれば、農業就業人口は現在よりもか

なり減尐すると予想される。 

 

＜図 2 年齢別農業就業人口割合＞ 

出所：農林水産省(2009)『農業労働力に関する統計』より作成 
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また、農林水産省の新規就農者3調査によると、2006 年には新規就農者は 81031 人だった

が、2007 年には 73460 人と、前年度と比較すると 7571 人減であり、2008 年はさらに大

きく減尐し 60000 人であった。2009 年においては、前年度と比較すると 6820 人増の

66820 人で、新規就農者は増えてはいるものの、2006 年の新規就農者と比較すればやはり

その数は尐なく、新規就農者数が今後格段に増加するとは考え難い。 

次に、農家の経営形態についての説明と、農業形態別の農家数割合の推移について言及

する。ここでは、農家を大きく分けて専業農家と兼業農家に分類する。専業農家は、世帯

員の中に兼業従事者が 1 人もいない農家を指し、兼業農家は世帯員の中に兼業従事者が 1

人以上いる農家を指す。図 3 には、この二つの農業形態割合の推移を示している。1950

年には専業農家と兼業農家の割合はおよそ同じであり、農家全体の戸数も 600 万戸を超え

ていた。しかしその後、農家全体の数は減尐する一方であり、特に 1990 年から 1995 年の

間に大きく減尐している。割合としても、1955 年以降兼業農家の数が専業農家の数を上回

るという傾向が強くなり、現在では農家の大多数は兼業農家であり、農業だけで生計を立

てている農家は非常に尐ない。 

 

＜図 3 専業・兼業農家割合＞ 

出所：農林水産省(2010 仮)『農林業センサス』より作成 

 

以上のような局面を迎えている日本の農業は、国際的に見ると、生産性・国際競争力と

もに極めて低いと言える。日本は国土が狭いから、大規模農業が出来なくても仕方がない

という見解もあるが、他の小国では日本より狭い国土で農業分野を強化できているところ

もある。例としては、デンマークがその一つである。デンマークは面積が北海道の半分の

431 万 ha で、人口も 543 万人と尐数であるにも関わらず、農家 1 戸当たりの耕地面積は

55ha と EU 内でもトップレベルであり、農業近代化の中で農家の専門化・大規模化が進

んでいる。機械類の輸出が多くなってきた今日においても、農産物とその加工品の約 3 分

の 2 が海外に輸出されており、盛んに海外と取引をしている。一方で日本は生産性が非常

に低く、政府による保護の割合が高い。日本の一戸当たりの耕地面積は 2ha と、デンマー

                                                      
3農林水産省の新規就農者調査において、自営農業就農者と雇用就農者と新規参入者を合計した人数。 
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クの一戸当たりの面積には遠く及ばない4。デンマーク以外の国々と比較しても日本の一戸

当たりの耕地面積はドイツの 23 分の 1、フランスの 28 分の 1 と、非常に小規模な農業が

行われていることが分かる5。小規模な農業の継続は農地集積を阻害し、生産性向上の妨げ

になると考えられる。また、小黒(2009)の分析によると、国際比較した場合行政による保

護率が高い国ほど、その国での GDP における農業の割合が低いとの見解を示しており、

日本についてはまさに保護されている割合が高く、GDP 寄与度の低い国と評価している
6。これまでの日本農政の在り方、そして農業規模の小ささのために、日本の農業は発展す

ることが出来なかったのではないかと考えられる。 

以上のことをまとめると、日本国内において農業就業人口の減尐、農業就業者の高齢

化、農家の全体数の減尐と専業農家の割合の減尐が起こっていることが分かる。加えて、

日本の農業は国際的に見ると生産性の低い小規模な農業が展開されていることが分かっ

た。 

これまで述べてきたことは農業就業人口の変遷や農家数の割合の変遷など、現在までの

農業についての考察であったが、今後の農業がどのように変化していくのかについても考

察するため現場に赴き、アンケート調査・ヒアリング調査を行った。今回我々が焦点を当

てて調査した農地についての質問をメインに、次節ではアンケート・ヒアリング調査の結

果を示す。 

第3節 アンケート調査・ヒアリング調査の   

結果と今後の農業の行方 
 我々は農業の今後を考察するために、農村部に赴いてアンケート調査とヒアリング調査を

行った。また、それと同時に今回アンケート調査を行った宮崎県日向市の農林水産課の方にも

ヒアリング調査を実施し、農業就業者の減尐や高齢化といった問題を抱えている自治体として

はどのような取り組みをし、今後どのように農政をしていく方針であるかといったことを調査

した。以下に各々の調査の概要と結果を示す。 

 

2－1 農業就業者に対するアンケート・ヒアリング調査の概要 
●実施日   2011 年 9 月 14・15 日の 2 日間 

●実施対象者 宮崎県日向市在住の農業就業者 50 人 

●実施場所  ①宮崎県日向市東郷町 道の駅とうごう内 生産者直売所      

「ふるさと市場」 

        ②宮崎県日向市 JA 日向グリーントップ内 生産者直売所 

「八菜館」 

       ③宮崎県日向市東郷町の農家を直接訪問 

●実施方法  生産者直売所…早朝に生産物を直売所に搬入する農業者へ声をかけ、アン

ケートの各項目についての回答を要請。ヒアリングも同時に行う。 

       直接訪問…農家へ直接訪問し、アンケートの各項目についての回答を要

請。ヒアリングも同時に行う。 

●アンケート項目 

(1) 年齢  

                                                      
4農中総研『調査と情報』(2009 年 5 月 第 12 号)参照。 
5農林水産省(2010)「耕地及び作付面積統計」、「農林業センサス」、EU (2008)“EUROSTAT”抜粋。 
6RIETI 小黒一正(2009.12.4 ) 第 15 回「成長戦略(3)‐戦略的農業支援により、日本農業の国際競争力を
強化せよ」抜粋。 
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(2) 所有している農地はすべて使っているか。 

(3)(1) で 50 代と回答した方に質問→後継者はいるか。 

(4)(3) で、②いいえ ③まだ分からないと答えた方に質問→後継者が見つからなかった場

合、今耕作している農地をどうするか。 

以上のような概要でアンケート調査・ヒアリング調査を行った。なお、ヒアリング調査

に関しては 2011 年 11 月 4 日に千葉県の農家 1 戸に対して行ったヒアリング調査の結果も

含めている。 

 

2－2 農業就業者に対するアンケート調査・ヒアリング調査の結果 

まず、アンケート調査における各項目の調査結果について言及する。 

項目(1)の年齢について言及すると、年齢別割合としては 50 代以上が 50 人中 49 人とい

う結果となり、60 代が 20 人、70 代が 21 人と、最も高い数値を示しているということか

ら、農業者の高齢化が明確に示される結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 4 質問項目(1)：年齢(単位：人)＞ 

 

また、項目(2)の所有している土地の利用については、25 人がすべて利用していると答

えており、19 人については減反や作付面積の縮小を行ったことで利用していない農地があ

ると答えている。また、農地や園芸施設を借りて農業をしている人もわずかにみられた。 
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＜図 5 質問項目(2)：持っている農地は全て使用しているか？(単位:人)＞ 

 

 項目(3)の後継者の有無では、50 代以上である 49 人のうち、32 人の回答者が後継者

はいないと回答しており、また、3 人は子や孫はいるが後継者となるかどうか分からない

と回答した。後継者がいると答えた回答者は 14 人いるものの、全体で見ると割合は尐な

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜図 6 質問項目(3)：50 代以上の方 49 人を対象、後継者の有無(単位：人)＞ 
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続いて、質問項目(4)では、後継者がいない回答者もしくは後継者についてはまだわから

ないと答えた回答者について、15 人がとりあえず子や孫に土地を継がせると答えており、

この回答が最も多かった。この回答においては、農地としての今後の利用が確実とはいえ

ない。次いで、個人や企業に農地を売ったり貸したりすると答えたのは 8 人で、何らかの

形で農地としての今後の方向性を考えている。放置すると答えた 3 人や考えていないと答

えた 6 人に関しては、やはり今後子や孫が農業をする予定もなく、どうしようもないとい

った意見があった。 

 

＜図 7 質問項目(4)：(3)で後継者いないもしくはわからないと答えた人についての質問 

後継者が見つからなかった場合農地をどうしようと考えているか。(単位：人)＞ 

  

 これまでのアンケート結果をまとめると、現在の農村部においては、高齢化が著しいこ

とがわかり、農地は現時点ではすべて使用している農業就業者が多くいた。後継者問題に

ついては、後継者が確実にいるという回答者は尐なく、将来的な農地利用についても今後

農地が使われるという可能性はあまり高くないのではないかと予想される結果となった。 

 次に、同時に行ったヒアリング調査について述べる。ヒアリング調査においては、後継

者問題や農地についての様々な意見を聞くことができたが、子や孫の世代において農業に

関心がないことや、都心部などで働いており地元へ帰ってくる見込みがないことなどを語

る回答者が多く、今後ますます農村部における農業就業者の減尐と耕作放棄地の増加を示

唆する結果となった。一方、尐数ではあるが子が定年で退職した後、所有する農地を使っ

て農業をするなどという回答もあり、農業が将来も継続される可能性は皆無ではない。 

 それでは次に、日向市役所に行ったヒアリングの概要と結果を以下に示す。 

 

2－3 日向市役所ヒアリングの概要 

●実施日 9 月 13 日  

●場所  宮崎県日向市役所 

●担当者 産業経済部 農業水産課 農業振興係 

     主査 三浦 浩司氏 

●目的  宮崎県日向市における農政事業について調査するため。 

 

以上のような概要でヒアリング調査を行った。以下にその結果について示す。 
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2－4 日向市役所ヒアリング結果 

前節のアンケート結果でもわかるように、日向市の農業は高齢化が著しい。それに加

え、平地と中山間地が混在している地域である。そのような地域であることを視野に入

れ、日向市役所は農政を行っている。具体的には、まず、集落営農をすることで集落ぐる

みで農地を保全していき、高齢化に対応する事業を行っている。これは、現在市内で 5 つ

ほどあるということで、これからさらに増やす方針である。また、中山間地においては農

地整備を進めており、それらをブロックごとに作る作物を決めたりしながら、狭いながら

も農地を集積し効率的に農業ができるようにしているということだった。また、建設業界

などが農業に参入することで活性化させようとする動きがあるが、土地を売ったり貸した

りすることを拒む人が多く、農地を確保することが難しいことや、生産法人を組成したく

ても採算性がないと法人化に踏み切れないためにそこまで発展する組織が尐ないことな

ど、課題は山積みのようであった。 

 以上がヒアリング調査の結果である。農業就業者に対するアンケート調査での傾向に即

した対応策を日向市でも行っていることが分かったが、しかし実際は難航しているという

ことも明らかになった。高齢化が進む農村部の地方自治体において農政を適切に行ってい

くのは非常に難しいという印象を受けたが、様々な手を尽くす中で、やはり農地を売った

り貸したりすることを拒む人々がいることによって企業参入が阻まれているようだ。農地

が確保されなければ農業はできないことを考えると、やはり農業の生産基盤である農地の

維持は重要であり、今後の方向性についても見直すべき部分が多々あると考えられる。 

 次章では、これまでの現状把握とアンケート調査・ヒアリング調査の結果を踏まえなが

ら、本稿で焦点を当てて研究する農地についての現状把握を行い、課題点を指摘する。 
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第2章 日本の農地問題 

本節では、我々が焦点を当てて研究を行った日本国内の農地・耕作放棄地についての現

状を分析し、それらについての問題を指摘する。 

 

第1節 日本の農地の現状 
本節では、まず日本の耕地面積の推移について言及する。図 8 に示したのは耕地面積の

推移である。1960 年の日本における耕地面積は 607 万 ha であり、その後 1961 年には最

高値である 609 万 ha もの耕地があった。しかしその後耕地面積は減尐し続け、2008 年に

は 463 万 ha と、1960 年よりも約 50 万 ha も減尐した値となっている。 

＜図 8 耕地面積の推移(単位：万 ha)＞ 

出所：農林水産省(2008)『食料・農業・農村白書』より作成 

 

 

また、図 9 のかい廃7面積の推移を見ると、かい廃がもっとも進んでいたと考えられる

1965 年頃から 1980 年頃と比較すれば近年は減尐傾向だが、多くの農地がこれまでにかい

                                                      
7田又は畑を他の地目に転換し、作物の栽培が困難となった状態の土地のことをさす。 

http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E7%9B%AE
http://www.weblio.jp/content/%E8%BB%A2%E6%8F%9B
http://www.weblio.jp/content/%E4%BD%9C%E7%89%A9
http://www.weblio.jp/content/%E6%A0%BD%E5%9F%B9
http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%9F%E5%9C%B0
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廃されてきたことが分かる。かい廃された農地の用途は駐車場や土石等採取用地、もしく

は住宅用地や商業・サービス等用地などである8。 

 

＜図 9 かい廃面積の推移(単位：万 ha)＞ 

出所：農林水産省(2008)『食料・農業・農村白書』より作成 

 

これまで述べてきた耕地面積の推移やかい廃面積の推移から、1960 年以降かい廃などに

より耕地面積が減尐し、現在では 463 万 ha の耕地面積となっていることが分かる。ま

た、耕地面積自体も減尐しているが、それに加えて耕地利用率も長期的に減尐傾向にあ

る。この耕地利用率の低下によって、近年浮き彫りになってきたのが耕作放棄地の増加で

ある。 

図 10 に示したのは、耕作放棄地の推移である。1975 年には内全体で 13.1 万 ha だった

が、その後 1980 年に一度は減尐したものの、その後 2005 年に至るまで増加し続けてい

る。特に 1985 年から 1990 年にかけて、1995 年から 2000 年にかけて大きく増加してお

り、2005 年における耕作放棄地は 38.6 万 ha となった。これは実に埼玉県の面積と同じ

であり、耕作放棄地面積率は 9.7%に達した。2005 年から 2010 年にかけての耕作放棄地

面積の伸びは緩やかになってはいるが、増加し続けている状況である。 

 

                                                      
8  
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＜図 10 耕作放棄地面積の推移(単位：万 ha)＞ 

出所：『農林業センサス』(農林水産省)より作成 

 

それでは、なぜ耕作放棄地が増加しているのだろうか。農林水産省(2007)より発行され

た『耕作放棄地の現状と課題』によると、2005 年における農家の形態別の耕作放棄地面積

内訳は、16.2 万 ha が土地持ち非農家であり、7.9 万 ha が自給的農家、7.7 万 ha が副業的

農家、3.4 万 ha が準主業農家、3.3 万 ha が主業農家となっている。この内訳からわかる

ことは、土地持ち非農家9が所有している農地においての耕作放棄率が高いということであ

る。 

また、農政調査委員会発行の「農業振興地域・農地制度等の実態把握及び効果分析に関

する調査結果10」によると、2004 年における耕作放棄地の発生要因は図 11 に示したよう

な結果となっている。分類された 4 つのどの地域においても高齢化等により労働力が不足

していることが 50％近くを占める要因となっており、それ以外の要因としては、生産性が

低いことや農地の受け手がいないこと、そして土地条件が悪いこと等、土地の状態や、需

要についての項目が挙げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9農地を所有しているが、実際には農業を行っていない農家のこと。 
10：平成 16 年 2 月に全市町村を対象に調査したものであり（回収率 67％）、回答市町村数(上位２つまで
重複回答あり）の構成比である。 
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＜図 11 耕作放棄の発生要因＞ 

出所：農政調査委員会(2007)「農業振興地域・農地制度等の実態把握及び効果分析に関

する調査結果」より作成 

 

以上のことから、面積別で見ると土地持ち非農家が多くの割合で耕作放棄をしているこ

とが明らかとなり、発生要因調査では高齢化等による労働力不足や農地の受け手がいな

い、すなわち後継者がいないことが大きな原因だということが明らかとなった。これらの

ことから、前節の日本の農業事情を反映しながら、耕作放棄地は増え続けているというこ

とがいえる。土地持ち非農家は、今後ますます農業就業人口の高齢化が進み、農業から退

出する農家が増加すれば、当然増加していくと考えられ、それが結果として耕作放棄地増

加につながると考えられる。では、このまま耕作放棄地を増加させ、耕地面積を減尐させ

ることは問題ではないのだろうか。次節では農地の役割とその重要性について言及し、今

後の農地の在り方を検討する。 

第2節 農地の役割とその重要性 
本節では、農地の役割とその重要性について言及する。 

前節の耕作放棄地の推移や第 1 章のアンケート結果などによって明らかになった通り、

耕作放棄地は現在増え続けており、今後もその傾向が続く可能性が高い。耕作放棄地は、

長年放置してしまえば荒廃し、農地として再生することに多くの労力と時間を費やすこと

になる。耕作放棄地を放置しているということは、当然耕作が可能な状態の農地が縮小し

ているということであり、今後農業を続けていくうえでの生産基盤を徐々に失っていると

の解釈もできる。転用することにおいても、耕作が不可能となるため、同様のことが言え

る。 
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確かに、前章で述べたような局面を迎えている日本の農業において、今後農業就業人口

が減尐し、高齢化によって農業を担う若手が尐ないのであれば、多くの農地を維持してい

く必要性はないとの考え方もあるかもしれない。しかし、農業に就業する若手が全くいな

いわけではない。現在の 30 代 40 代の農業就業者は尐ないながらも存在し、今後規模を拡

大しながら農業を続けていこうと考えているのだ。それを示すものとして、以下の図 12

の意向調査の結果が非常に参考になる。これは、農林水産省(2011)が行った『食料・農

業・農村及び水産資源の持続的利用に関する意識・意向調査』において、農業者モニター

2000 人に対して調査した農業の経営規模に関する意向調査の結果である。農業者モニター

でこの調査に回答した農業者モニターは 1627 名であるが、図 12 は各年齢別に今後の意向

を示した結果である。農業経営規模に関して、今後農業経営面積を拡大したいと考えてい

る農業者モニターは 20～29 歳で 46.4％、40～49 歳で 36％となっており、若い年代の農

業者が今後経営規模を拡大したいと考えていることが分かる結果となっている。やはり、

若手は今後規模を拡大したいと考える傾向があり、農地集積することがこの経営規模拡大

の一助となるはずである。 

 

＜図 12 今後の農業経営規模に関する意向（年齢別） ＞ 

出所:農林水産省(2011) 『食料・農業・農村及び水産資源の持続的利用に関する      

意識・意向調査』より作成 

 

また、就業人口が減尐しても、現在のように機械化が進んだ農業であれば尐数で効率よ

く農業をすることが可能であり、生産性を上げることにつながる。国内に現在所有権が分

散している多くの土地持ち非農家が持つ農地や兼業農家が持つ農地を、若手の専業農家を

はじめとした戦略的農家や生産法人に集約することにより、より効率的で生産性の高い農

業を実現し、国際競争力を持つ強い産業に成長するのではないのだろうか。そして、農業

が効率化し、成長産業として魅力あるものとなれば、農業就業者の子や孫の代においても

農業を継承していくことにつながるはずである。耕作放棄地や農地から転用してしまった

土地が多くある状態では、農地集積することが出来なくなり、生産性を上げることが難し

くなると考えられる。 

また、農地は前述したような生産基盤としての役割だけではなく、他にも役割を果たし

ている。農林水産省ホームページには、農業・農村の多面的機能について、「農業の多面

的機能とは、国土の保全、水源の涵養（かんよう）、自然環境の保全、良好な景観の形



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

20 

 

成、文化の伝承など農村で農業生産活動が行われることにより生ずる、食料やその他の農

産物の供給の機能以外の多面にわたる機能のことをいいます。」と記述されている11。農

業とは、多面的機能を持つ大事な産業であり、それらの有無によって環境が大きく変わる

のである。特に農地については、一度工業地や住宅地に転用してしまうと土壌の状態が変

容してしまい、再度農地として活用することは難しいと考えられるので、容易に転用する

ことは農業用地を失うだけではなく、多面的機能も失う危険がある。しかし、転用せず農

地を放置し、手入れを怠ることによっても土地は荒廃してしまい、多面的機能を失ってし

まうので、耕作放棄は望ましくないといえる。 

表 1 は、農業の多面的機能の定量的評価である。これは、農業の多面的機能として考え

られる 5 つの機能について、代替財を当てはめるなどして貨幣評価を行ったものである。

どの機能に関しても年間の評価額は相当大きなものであり、特に洪水防止機能については

年間 3 兆 4988 億円とかなり大きな金額である。確かに、近年の日本における異常気象下

では、洪水を防止する機能がある農地を維持することによって、防災を図ることにもつな

がるのではないかと考えられる。次に評価額の高い河川流況安定機能についても 1 兆を超

えている。このように、貨幣に換算して評価することによって、農業の多面的機能という

ものがいかに大きな役割を果たしているかが分かる。多面的機能という面においても、農

業を存続させ、農地を維持していくことが重要ではないかと考えられる。 

 

＜表 1 農業の多面的機能の定量的評価＞ 

 

 

 

 

 

 

 

出所：日本学術会議(2000)『地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機

能の評価について(答申)』より作成 

 

これまで述べたことから、今後農業就業人口が尐なくとも、戦略的農家や生産法人に農

地を集約することによって生産効率の高い農業を実現できるのではないか、また多面的機

能という側面においても耕作放棄地増加を抑制し、できる限り農地を有効活用していくこ

とが望ましいのではないか、という観点から、我々は日本国内の農地集積によってこれら

のことを達成し、農業を今後も存続・発展させるべきではないかとの結論に至った。農地

集約は、これまでにも議論されてきており、様々な政策が施行されてきた。しかし、実際

には前述したように土地持ち非農家のもとに多くの農地が留保されており、しかも耕作放

棄をしているのが現状である。また、効率化・成長産業化の観点から述べると、戦略的農

家や生産法人に対して農業政策は行われるべきであるにも関わらず、現行制度では兼業農

家にも一律で行われる場合があり、それによって多くの兼業農家が土地を手放さずに農業

を続けている。生産性の低い兼業農家が政策によって優遇されてしまえば、結果として国

内全体の農業で生計を立てている農家や生産法人などを苦しめてしまうことになる。 

以上のことを踏まえて、次節では土地持ち非農家が農地を保持し続けている要因や、兼

業農家が高い割合で国内に存在している要因など、農地集約を阻害すると考えられる要因

を何点か挙げ、農地を集約するための農業政策はどのように行われるべきか検討する。 

                                                      
11  農林水産省ホームページ「農業・農村の多面的機能」より抜粋(最終閲覧日 2011 年 9 月 24 日)。 
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第3節 農地を集約するにあたっての阻害要因  
 

 本節では、農地集約を阻害していると考えられる要因を指摘し、それらを改善するには

どのようにすべきかを検討する。 

農地集約を阻害しているのは、やはり前節で述べたように土地持ち非農家が耕作放棄し

ているにも関わらず、そのまま所有し続けること、また、第 1 章の現状把握で明らかに

なったように兼業農家が農家の割合の大多数を占めており、専業農家や生産法人に農地が

渡らないことの 2 つが主な原因であると考えられる。では、なぜ土地持ち非農家は農地を

所有し続け、兼業農家は農業を保持し続けるのか。これらの現象を引き起こしていると考

えられる原因を以下に述べる。 

 

3－1 転用収入の期待 

まず始めに、転用収入の期待による農地所有が挙げられる12。これは、土地持ち非農家

に関しても、兼業農家に関してもあてはまるものである。農地は通常、耕作目的で売却す

る場合は、宅地等の売買価格よりも低い傾向がある。しかし、転用目的で売買される場合

は、宅地並みに高い価格で取引される。このために、農家は転用目的での売却機会が今後

あることを期待して農地を手放さないのである。確かに、これによって農地の集積が阻害

されているのではないかとの見方ができる。農地の転用は原則禁止とされているが、実際

は農林水産大臣や都道府県知事による許可が得られれば可能である13。これを期待し、土

地持ち非農家や零細な兼業農家は所有している農地を手放さずに持ち続けていると考えら

れる。 

 

3－2 税制面での優遇措置 

2 つ目の阻害要因として、農地における税制面での優遇措置が挙げられる。農地にかか

る税は、宅地に比べ優遇されている場合が多い。例えば、固定資産税がその一つである。

農地には大きく分けて一般農地と、市街化区域農地がある。図 10 にそれを示すが、市街

化区域農地はさらに 3 種類の農地に分けられる。一般市街化区域農地と三大都市圏の特定

市の市街化区域農地(特定市街化区域農地)以外は、農地評価で計算され、農地課税され

る。この農地課税であるが、一般農地と生産緑地地区の指定を受けた農地について、農地

評価は正常売買価格×55％と、約半分近い評価額が課税の対象となり、これに 1.4％の税

率をかけたものが固定資産税となる。また、一般市街化区域農地については宅地並評価で

あるものの、農地の負担調整率を適用しているために、やはり宅地並課税よりも低くな

る。以上のように、農地の大部分については、固定資産税が優遇されている。その他に

も、農地が相続される場合や贈与される場合などについても納税優遇制度が存在し、猶予

総額は相当なものである。確かに、贈与などにおいての納税優遇制度は農地の売買におい

て良い結果をもたらすこともあるように見える。しかし、固定資産税が宅地よりもかなり

負担の尐ない額であれば家計の負担にはならず、前述したように土地持ち非農家や兼業農 

家が転用機会を待つことを容易にしているのではないかと考えられ 

 

 

 

 

                                                      
12 第 4 章の大橋・齋藤(2008)参照。 
13 農林水産省「農地利用制度の概要」参照。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

22 

 

 

＜図 13 農地の分類＞ 

農林水産省(2011)「農地を保有している場合の固定資産税」より作成 

 

3－3 現行の農業保護政策 

現在に至るまで、兼業農家が小規模でも農業を続けることを促すような政策が行われて

いる。 

まず 1 つ目に、米における減反政策である14。これは米の消費量が減り、過剰になって

しまった生産量を調整するために 1970 年以降行われ続けているものだ。この政策はコス

トを下げて農業所得を向上させるのではなく、米価を上げて農業所得を向上させようとし

たために、結果的には米価引き上げ政策となってしまった。米価が上昇したことで、生産

効率の良くない兼業農家などの小規模な農家は、米を高い値段で買うよりも生産を続けた

ほうが安く済むために、農業を続けてしまっている。実際に、図 14 に示した農家類型別

の算出割合がこれを示したものである。ここでの農家類型は、主業農家と準主業農家と副

業的農家に分けられるが、やはり減反政策による米価引き上げが兼業農家に稲作を続けさ

せていることが分かる。農地を手放さない原因となっていると考えられる。また、減反政

策には多額の補助金が支払われていることも兼業農家滞留の原因となっている。 

 

                                                      
14 『強い農業を作るための政策提言』「強い農業」を作るための政策研究会(2011)参照。 
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＜図 14 米・野菜・酪農における農業形態別算出割合＞ 

 

2 つ目に、戸別所得補償制度である。この政策も昨年実施されたばかりではあるが、尐

なからず兼業農家を滞留させている要因ではないだろうか。これまでにもバラマキ批判は

されてきたが、戸別所得補償制度は、兼業農家も含めてほとんどの農家に支払われている
15。これは、対象者が販売農家という枠組みのために、農業所得で生計を立てている農家

以外についても補償されるためである。所得補償制度によって補助金を獲得できるうえ

に、農作物の価格は高いままであるため、やはり兼業農家は農業を続けてしまう。所得補

償制度の対象品目は主に米であることからも、図 14 で示したような準主業的農家や副業

農家のような兼業農家に対しての補償割合が高くなることは容易に想像できる。こうし

て、現在行われている農業政策が農地集積の阻害を招いているのだ。 

 

以上の 3 点を主な農地集積の阻害要因として指摘した。土地持ち非農家や兼業農家の保

有している農地を、大規模な農家や生産法人に集約していくためには、これらの阻害要因

を何らかの策を打つことによって取り除かなければならない。次章では先行研究について

調査し、阻害要因の打開策を検討する。 

 

                                                      
15 『戸別所得補償よりも減反政策の廃止を』(WEBRONZA2011.10.11 号掲載山下一仁著)参照。 
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第3章 先行研究及び本稿の位置づけ 

第1節 先行研究 
前章までに、日本の農業における現状把握から、農地における現在までの諸問題を指摘

し、農地集約が進んでいない原因を指摘した。農地集約の阻害要因を視野に入れたうえ

で、本章では、我々と類似した研究を行っている先行研究について言及する。まず初めに

大橋・齋藤(2008)、その次に壁谷・伊多波(2008)を紹介する。 

 

1－1 大橋・齋藤「農地の転用期待が稲作の経営規模および生産性に与える影響」(2008) 

この論文は、転用目的での農地価格が耕作目的での売買取引に比べて高額で取引される

ために、農地を手放さずに持ち続ける農家の存在が大規模化を阻害しているのではないか

との観点から、シミュレーション分析を行い、検証している。分析の結果、1995 年以降に

転用目的で売買される価格が耕作目的で売買される価格と等しくなった場合、2005 年にお

ける稲作の平均作付面積を現実値と比較して約 30％増加し、労働生産性は約 23％向上す

ることが明らかにされている。また、これにより、農地を転用した場合の収入期待が経営

規模の拡大や生産性向上を妨げているということも実証されている。 

 

1－2 壁谷・伊多波「土地税制と地方財政収入―農地に対する優遇税制を巡って―」(2008) 

この論文は、農地が税制面で優遇されているために宅地転用が阻害され、宅地価格が上

昇することや宅地価格が高額に維持される結果、開発費用が高くなることなど、以前に先

行研究で示唆されてきたことをこの論文の研究で確認し、さらには市町村合併においても

農地の優遇税制が障害となっていることを述べている。農地における優遇税制を廃止する

ことによってこれらの弊害を克服し、廃止された場合にどの程度の財政収入増が期待され

るかシミュレーションすることによって、優遇税制廃止の重要性を確認している。 

第2節 本稿の位置づけ 
 第 1 節で紹介した大橋・齋藤(2008)と壁谷・伊多波(2008)は、それぞれ本稿と類似して

いる部分がある。前者においては、転用期待が大規模化や生産性の向上を妨げているとし

て分析しているが、本稿においても転用期待の存在は農地集約の阻害要因の 1 つであると

考えている点で類似しており、非常に参考になる先行研究である。 

 後者については、問題意識は異なるものの、農地の優遇税制を撤廃することによる効用

の変化をシミュレーション分析しており、本稿において農地集約を阻害する要因として挙

げた優遇税制の存在に着目している点において類似している。 

 以上の 2 つの先行研究を踏まえたうえで本稿では、具体的に農地を利用することもしく

は集積することが農業に及ぼす影響を、重回帰分析を用いて示したうえで、農地集積を進
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める際の阻害要因を取り除くべく、農地の優遇税制を撤廃することで土地持ち非農家や兼

業農家に負のインセンティブを与え、転用期待を喪失させた場合の効用を分析する。具体

的には、両先行研究の分析を参照し、重回帰分析とコブダグラス型の関数形を用いた分析

を行う。 
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第4章 実証分析 

第1節 重回帰分析による農地利用・農地集積           

の重要性の実証 

本節では、これまでの現状把握やアンケート調査をもとに、さらに実際に農地の利用に

関して影響を与えているものは何かを調査するために、客観的なデータを使って重回帰分

析を行った。 

被説明変数には都道府県別の農地利用率を用い、説明変数には以下で説明する複数のデ

ータを用いての分析を行った。なお、農地利用率は、耕作放棄面積(農林水産省(2010)「農

林業センサス」農林水産省)を農地面積(農林水産省(2010)「農林業センサス」)と耕作放棄

面積を足したもので割り、それを１から引いた値に 100 かけたものを使用する。説明変数

には、各県の生産農業所得(農林水産省(2008)農業所得統計)を農家数(「2010 年農林業セン

サス」農林水産省)で割った一戸当たりの生産性、稲作面積(「2010 年作物統計」農林水産

省)を県全体の耕作面積(「2010 年作物統計」農林水産省)で割った稲作割合、地価平均価格

(「2009 年都道府県地価調査」国土交通省)、70 歳以上の農業就業者数「2010 年農業労働

力に関する統計」農林水産省)を総農業就業者数(同上)で割った値に 100 をかけた、70 歳

以上の農業就業割合を用いて分析した16。 

推定の前に、被説明変数の都道府県ごとの違いを確認する。図 10 は、都道府県別農地

利用率である。農地利用が最も高いのは北海道であり、その後滋賀県、富山県が続く。逆

に農地利用率が特に低いのは、長崎県や山梨県、広島県である。隣接している県で数値が

近いなどの傾向はなく、バラつきが見られる。これらのことを考慮しながら、分析を行う

こととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16データ収集の都合で各変数の年次が統一されていないが、都道府県のこれらの間の数字はそれほど大き
く変化していないと思われる。  



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 14 都道府県別農地利用率＞ 

 

 

表 2 は、重回帰分析の推定結果である。 

 

＜表 2 重回帰分析による推定結果(被説明変数:農地利用率)＞ 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***は 1%、**は 5%、*は 10%で有意であることを示す。 

()内は標準誤差を示す。 

  

推定結果を見て分かるとおり、一戸当たりの生産性と農地における稲作の割合について

は 1％で有意だった。したがって、農地の利用率に強い影響を与えているのは、農家一戸

当たりの生産額と農地における稲作の割合である。農地の利用率の違いに、一戸当たり生

産額は影響を受けるのではないかと予想していたが、その通りの結果になった。一戸当た

り生産額が大きい、つまり、農家の規模が大きいと、農地の利用率が高まる。また、稲作

の割合についても、やはり稲作は大規模な田で行われることが多いために、稲作の割合が

係数
()内は標準誤差

一戸当たりの生産性
 599.672***
(147.0197)

農地における稲作の割合
0.181***
(0.0507)

地価平均価格
0.163**
(0.0696)

70歳以上の農業従事率
0.513

(0.615)

R2 0.214299
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大きいほど農地の利用率が上がるのではないかと考えられる。また、地価平均価格につい

ても 5％で正で有意な結果が得られた。これは、値段が高いほど土地を使わなければ勿体

ないという心理が働き、土地を利用するのではないかと解釈できる。 

これまでの調査から、農家の規模によって農地の利用率が増減することが分かったが、

やはり農家に農地を集積し、規模を大きくしていくことで農地の利用率が高まる。また、

地価平均価格については、地価が高いほど農地の利用率が高まるのであれば、農地につい

ても価格の違いによって利用率が増減するといえるので、優遇税制措置などの問題と関連

性があるのではないかと考えられる。 

なお、70 歳以上の農業就業者割合については、重回帰分析で影響は見られなかったが、

第 1 章で示したアンケートの調査結果を見ると、高齢化によって今後利用率に影響が出る

ことが予想される。 

以上のことから、規模の大きな農家が増加するほど、利用率が高まるという結果から、

農地を集約し、規模の大きい農家にすることによって今後農地も維持できるのではないか

と考えられる。 

次節では、農地の優遇税制を撤廃した場合に、どのような効果が出るかを分析し、さら

に大規模化による生産性の向上についても実証することによって、大規模化のもたらす効

果を見ていく。 

第2節 重回帰分析による転用期待の実証 
 

本節では、人々の農地の転用行動に影響を及ぼすものは何であるのかを明らかにするた

めに、複数のデータを用いて重回帰分析を行った。 

 被説明変数には、平成 17 年度の都道府県別の一年間の田の転用割合(「固定資産の価格

等の概要調書」総務省(2005)、「農地の移動と転用」農林水産省(2005))を用いた。また説

明変数には、1a あたりの耕作目的の田の売却価格(「田畑売却価格等に関する調査結果」

全国農業会議所)と、地価平均価格の物価指数(「住宅地の都道府県別の価格指数」国土交

通省)を用いた。なお、説明変数に用いたデータも被説明変数と同じく、2005 年度のもの

である。 

 以上の３つのパラメータを用いて重回帰分析を行った結果が、以下の表 3 である。 

 

＜表 3 重回帰分析による推定結果(被説明変数：１年間の田の転用割合)＞ 

係数
()内は標準誤差

耕作目的の売却価格
-0.00374***
(0.001268)

地価平均価格の物価指数
0.079058***
(0.007683)

R２ 0.784983
 

***は 1%、**は 5%、*は 10%で有意であることを示す。 

()内は標準誤差を示す。 

 

 結果を見て明らかのように、耕作目的の売却価格と地価平均価格の物価指数の両方の説

明変数で、１%有意が得られた。まず耕作目的の売却価格についてであるが、こちらでは

負の有意性がみられた。これは、耕作目的の売却価格が上昇するにつれ、農家は田を転用

しなくなるということを示している。その原因としては、耕作目的としての農地が高く売
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れるならば、わざわざ転用する必要がなく、農地を農地のまま売却するからだと考えられ

る。つまり、そもそも農地の売却価格が安いため高く売却するために転用していた人々が、

そうする必要がなくなるのである。次に、地価平均価格の物価指数であるが、こちらでは

正の有意性がみられた。これは、地価の平均価格が上昇するにつれ、人々が田を転用し始

めるということを示している。地価が上昇すれば、農地として保有するよりもその土地を

宅地に転用したほうがより高値で売却できるため、人々はそのような行動に移ると考えら

れる。 

 以上のことから、前章で述べたとおり転用期待が農地の集約の阻害要因となっているこ

とが実証された。 

上記の結果を踏まえ、次章以降では、農家の転用を抑えるにはどのようなインセンティブ

を与えるのが有効であるかを分析していく。 

 結果を見て明らかのように、耕作目的の売却価格と地価平均価格の物価指数の両方の説明変

数で、１%有意が得られた。まず耕作目的の売却価格についてであるが、こちらでは負の有意

性がみられた。これは、耕作目的の売却価格が上昇するにつれ、農家は田を転用しなくなると

いうことを示している。その原因としては、耕作目的としての農地が高く売れるならば、わざ

わざ転用する必要がなく、農地を農地のまま売却するからだと考えられる。つまり、そもそも

農地の売却価格が安いため高く売却するために転用していた人々が、そうする必要がなくなる

のである。次に、地価平均価格の物価指数であるが、こちらでは正の有意性がみられた。これ

は、地価の平均価格が上昇するにつれ、人々が田を転用し始めるということを示している。地

価が上昇すれば、農地として保有するよりもその土地を宅地に転用したほうがより高値で売却

できるため、人々はそのような行動に移ると考えられる。 

 以上のことから、前章で述べたとおり転用期待が農地の集約の阻害要因となっていることが

実証された。 

上記の結果を踏まえ、次章以降では、農家の転用を抑えるにはどのようなインセンティブを与

えるのが有効であるかを分析していく。 

 

第3節  農地の課税についての効用分析 
 

本節では、壁谷・伊多波(2008)を参考にして、農地の優遇税制を撤廃することで土地持

ち非農家や兼業農家に負のインセンティブを与えたときの農家の行動について分析した。 

図～は横軸に、農地面積(「2010 年農林業センサス」)を農地面積+宅地面積(「平成 20 年度

末国有財産現在額口座調書」財務省、「平成 19 年度公共施設う状況調査」総務省、「平成 20

年度固定資産の価格等の概要調書」総務省)で割ったものを取り、縦軸に都道府県別の農地平均

価格(「平成 21 年都道府県小作料，農地価格及び使用目的変更田畑売買価格」総務省)を取った

ものである。(東京都、神奈川県、大阪府、奈良県及び沖縄県を除く) 

rA は課税前の農地地代線を表している。ここで rA に現行の農地税を課税すると rA’と

なる。そして、宅地並みに課税したものは rA’’となる。農地地代線が右下がりになってい

るということは、農地面積が多くなるほど収益性が低下していることを示している。つま

り、さらに課税すると収益が下がるということである。 

現行の農地税を課税した rA’では、土地持ち非農家や兼業農家が農地を手放すほどのイ

ンセンティブを与えることはできない。しかし、宅地並みに課税した rA’’では、農家が無

視できないほど収益性が下がり、土地持ち非農家や兼業農家が農地を手放すことが考えら

れる。 

 次節では、本節で分析した結果を基にコブダグラス型分析を用いて、農業の規模の経済

について見ていく。 
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図～：農地の課税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 15 農地の課税＞ 

 

第4節 コブダグラス型分析による規模の経済

性の導出 
 

 前節において、農地に宅地並みの課税をすることで、転用期待を持つ土地持ち非農家に

負のインセンティブが働き、農地を手放していくという分析結果を得た。そこで本節で

は、斉藤・大橋（2008）を参考にして、その手放された農地を集約し大規模化すること

が、日本の農業活性化に繋がることを明らかにする。具体的な方法として、農業の生産関

数を推定し、農業における規模の経済の有無を分析する。分析における生産関数には、コ

ブダグラス型の関数形を用いた。また、本分析ではデータとして、2000 年、2005 年、

2010 年の 3 時点における農林業センサス17と、同年の生産農業所得統計18を用いた。な

お、これらのデータは都道府県別に集計したものである。 

 

コブダグラス型の推定式は、以下の式を用いて表すことができる。 

 

  logYtpi =δglogGtpi +δllogLtpi + δklogKtpi + δdtDTt + δc + εtpi  ･･･（１） 

 

 （1）の式において、パラメータδg，δl，δk，δdt，δc を推定する。では、実際の分

                                                      
17 「2000 年農林業センサス」、「2005 年農林業センサス」、「2010 年農林業センサス」 
18 「2000 年農業所得統計」農林水産省、「2005 年農業所得統計」農林水産省、「2010 年農業所得統
計」農林水産省 

rA’ ’ 

rA’ 

rA 
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析に移る。 

 今回の分析において、農家は農地面積 Gtpi、農業従事者 Ltpi、農業機械 Ktpi の 3 つの生

産要素を投入して、農業産出 Ytpi を得るとする。そこで、農業産出 Ytpi に対して、農地面

積 Gtpi、農業従事者 Ltpi、農業機械 Ktpi を生産要素とした生産関数を推定する。また上記

3 種類の生産要素に加えて、時点別の固定効果 DTt を用いる。固定効果 DTt を用いるのは、

主に年による個別効果を除去するためである。それにより、調査を行った年による投入指

標の作成方法の相違や、時点による生産性の変化を吸収することが期待できる。以上の説

明変数、被説明変数を合わせた各パラメータの対数を取り、回帰分析を行ったものが以下

の表 4 である。 

 

＜表 4 生産関数の推定結果＞ 

推定番号 (1) (2)
関数形 Cobb-Douglass型 Cobb-Douglass型
推定方法 OLS OLS

δ g：農地面積

δ l：農業従事者

δ k：農業機械台数

δ d2000：2000年
固定効果

δ d2005：2005年
固定効果

0.8648260.895091

δ c:定数項

サンプルサイズ

標準誤差

R２

-3.83063
（0.353813）

-4.044228
（0.5158）

0.171053
(0.108661)

0.199236
(0.071823)
0.517523

(0.047955)
0.519865

(0.079673)

0.23799 0.274162

94141

0.325184
(0.074873)

0.373841
(0.111343)

0.880809
(0.092436)

-0.01546
（0.050127）

-0.02222
(0.058526)

 
()内は標準誤差である。 

OLS の標準誤差は White の分散不均一修正の推定値である。 

 

 なお、表 4 では 2010 年のデータをレファレンスグループとしている。 

 推定（Ⅰ）の結果を見てみると、δg + δl + δkの和は約 1.042 と有意に 1 を超えており、

規模の経済があることが分かった。また、（Ⅱ）の結果は 2005 年と 2010 年のみで分析を

行った場合の数値である。こちらの結果もδg + δl + δkの和は約 1.065 と有意に 1 を超え

ており、規模の経済の大きさは（Ⅰ）よりも大きくなった。 

 以上の結果より、規模の拡大が農業産出額の増大をもたらすことが明らかとなった。こ

の事実をもう尐し詳しく考察してみたい。注目すべきところは、農地面積にも規模の経済

が存在する点である。農地が増えれば農業産出額が増大することは一見当たり前のようで

あるが、前章で述べたとおり、現在では耕作放棄地や土地持ち非農家の影響で、農地が農

地として機能していない状態である。そこでそのような土地持ち非農家には農地を手放し

てもらい、農地を本来の用途で使いたい人材へ売り渡すことが、農業活性化に繋がると考

えられる。そしてその方法としては、前節の分析で明らかになったように、農地に宅地並

みに課税することが有効である。そのようにして手放された農地を、力のある農家が買い

取り、集約し、大規模化することで、農業産出額を更に増大させることが可能になるので
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ある。また、その他の特徴として挙げられるのは、上記で述べたように、（Ⅱ）の結果の

方が、有意が強い点である。この原因としては、近年に近づくにつれ生産能力が向上し、

より強く規模の経済が働きやすくなっているということが考えられる。 
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第5章 政策提言 

 第 4 章では、重回帰分析とコブダグラス型分析を行った。これまでに行ってきた現状把

握と実証分析を踏まえて、本章では具体的な政策を 2 つ提言する。 

 1 つ目に提言する政策は、農地における優遇税制の撤廃である。これは今回我々が分析

し、最も強く提言したい政策である。農地を所有しながら効率的に利用しないことに対し

て負のインセンティブを与え、宅地並みの課税を強いられる土地持ち非農家や兼業農家が

土地を手放すようになることが目的の政策である。これまでは、農地に対しての税の負担

が軽かったために農地を単に所有しておくことに関しては抵抗があまりなかった。しか

し、負担が大きくなればそれだけ支出を強いられてしまうため、農地を持つことにメリッ

トを感じなくなるはずだ。また、農地を所有している段階での負担を考えれば、転用期待

は喪失すると考えられるので、農地集約が促進されると考えられる。もし農地を手放さな

いという選択をする農家が存在したとしても、手放さないという選択を行なった農家から

の税収の増大が見込めるので、税収増大によって地方財政の基盤形成の一助となるであろ

う。 

一律で農地の税を上げてしまうと、専業農家についても負担が大きくなる。しかし、専

業農家の場合、直接支払制度を適用して従来の農地に支払っていた税を上回る金額分を実

質キャッシュバックするという形で負担を軽減することで対処できる。我々は、この優遇

税制の撤廃を 1 つ目の政策提言とする。 

 2 つ目に提言する政策は減反政策の撤廃と、戸別所得補償制度の見直しである。減反政

策については、農地集積の阻害要因として第 3 章でも述べたが、結果として米価を引き上

げており、さらには減反政策に関しては補助金も年間 2000 億円支払われ続けている19。消

費者の負担だけではなく、財政的な負担も強いられており、非常に非効率な政策である。

また、戸別所得補償制度についても、兼業農家に対して支払われており、バラマキとも言

える無駄遣いをしている状態である。現在兼業農家に対して支払われている分を支払わ

ず、戦略的農家と生産法人のみに対してだけ所得補償をするのである。それだけで、財政

的負担を軽減することが出来るだけでなく、農業のみの所得で生活している農家や事業体

の経営安定化を促進することができる。また、税制優遇の撤廃と減反廃止・兼業農家に対

する戸別所得補償廃止が相まって兼業農家が農業を続けるメリットがなくなり、農業から

退出していく。以上が 2 つ目の政策提言である。 

 以上の 2 つが、我々が提言する政策である。これらの政策を施行した場合に期待される

効果を、図 16 に示した。特に 1 つ目の政策を適用することによって、兼業農家や土地持

ち非農家に農地を保有することへの負のインセンティブを与えることができる。それによ

り戦略的農家への土地集約が実現され、今後の農業がより効率的なものへと変わっていく

ことが期待できる。 

現在、農業は非常に弱く後継者のいない危ない産業であるというイメージが持たれるよ

うな状況である。しかし、効率化を図り、生産性を上げるために農地を集約することに

よって、就業人口が尐なくても強い農業は実現できる。より多分野で機械化が進み、技術

                                                      
19山下一仁『週刊エコノミスト』2009 年 4 月 13 日号（毎日新聞社）参照。  
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水準の向上が見られる今日において、長年の非効率な保護体制から脱却し、真の成長産業

として農業が生まれ変わらなければならない時が来ている。今後更なる高齢社会に突入

し、TPP などの交渉により多国間での取引が活発になる可能性を考えても、日本の農業に

は大胆な変革が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 16 政策効果のイメージ＞ 
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