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農業問題（主として米）について 
 
普段新聞やテレビ等のニュースで私なりにもう少し知りたいと思ったことを調

べたもので、皆さんと視点が異なる場合が有りますがご容赦下さい。 
 
１． 食料自給率 

日本の食料自給率の推移                        (別表 1―1) 
  2005 年自民政権閣議決定目標 2015 年までに 45%へ 

2010 年民主   〃     2020 年 〃  50%へ 
自給率の計算方法                          (別表 1―2) 

  
① 供給熱量ベースの計算は 1987 年～ 農林省が考案（それまでは生産額ベ

ース） この計算方式を使用しているのは韓国、台湾等ごく一部。 
現在ではこの 39％の数字が話題となり問題視されている 
比較に欧米の供給熱量ベースの数値も出ているが 
（米 130 独 93 仏 121  英 65 伊 59） 

これは各国の材料をもとに農水省が計算したもの 
 

② 供給熱量ベースと生産額ベースの差異 
農業総産出額の推移                         (別表 2―1) 

 年間１人当たりの食料消費量の変化                  (別表 2―2) 
 

ィ。米の比率低下と野菜の増 S59 年と H23 年の米と野菜の生産額の比 
      米  34%→22%  野菜 17 →26 

米と野菜のカロリー差 野菜は一般的に Cal 低い 
  米 350（kcal／100g 当）  キャベツ 23 大根 20 白菜 14 

りんご 54 柿 60  苺 34 等  
 

ロ．輸入飼料の扱いの差 
  供給熱量ベース：輸入飼料 100%で育った家畜は輸入扱い 
  生産額ベース ：全生産費(含労務費等)の中の輸入飼料費分が輸入扱い 
 
 



                              －２－ 
（参考 1）牛肉 1kg 生産に要する穀物  ・・・11kg 
              豚           ・・・ 7 
              鶏           ・・・ 4  

(参考 2)   マグロ                ・・・20kg(鰯、鯖) 
養殖マグロ 30~50kg で出荷（600~1000kg の餌必要） 
養殖マグロは禁止し鰯、鯖を食すべき 
 

③  国民１人１日当たりの供給熱量と摂取熱量の推移   (別表 3―1) 
１人に供給される１日分のカロリー      (別表 3―2) 

 
供給熱量 2,436Kcal は供給熱量ベース計算の総額÷人口、365 日 
摂取熱量 1,788Kcal は厚生労働省（独法 国民健康栄養研究所）調査 
     欧米は 2,500Kcal 強 
     H22 年 平均 1,849Cal(男 2,058  女 1,603) 75 歳～1,071 
両熱量の差 648Kcal は廃棄食料（供給の 27%）白書では 2,000 万トン 

          廃棄は加工、販売、飲食店、家庭で（家庭がその内約 60%） 
 
ドキュメンタリー映画「もったいない」Taste the waste      (別紙-10) 
 25.11.25 NHK クローズアップ現代「食べられるのに廃棄 食品ロスを減ら

せ」 
  
（ 「食料自給なくして国防なし」 の言葉もあるが、食料自給率の改善に 

  は細かな事の積み重ねで行くよりしょうがないよう思う ）    
a.学校給食の米飯実施回数を増やす（2010 年 3.2 回） 
b.  〃  パンは米粉使用にする 
c.耕作放棄地 40 万 ha あり 税金を高くする 牧草を植えてもらう。牧草

は素人でも作れるのでは（輸入飼料減になる） 
牧草の多くは多年草。暖地では年 2~3 回収穫できる。 

d.品種改良 こしのある讃岐うどんは豪州産小麦使用でないダメというが 
国産小麦の改良をする 

e..米消費の拡大には増収、規模拡大、コストダウンによる小売価格下げ 
が必要。この 40 年間増収品種研究はなされてなかった。コメの生産性は

韓国,米国に負けている。現在米作農家の平均年齢は 68 歳、年月の経過

とともに米生産者はどんどん減る。 
f.農地法の改正必要 
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株式会社の視点からの大規模化、合理化必要。現在は一般の株式会社は農

地取得はできない。株式会社は賃借はできるが厳しい規制がある。農業委

員会が関与、賃借の取り消しもできる。 
g.農地集約を進めるのには、零細農地所有者の貸し手に補助金を出す。その

代わり借り手の保護も必要。期間が不安定では土地への投資ができない。 
h.(川島博之氏)オランダは食料自給率 14%だが、農産物純輸出額は世界第１

位で 280 億ドル ２位はアメリカ 
輸出品は煙草、チーズ、ビール、牛豚鶏肉等 

(日本とオランダで豚鶏肉の生産条件に差は無いように思う。調査研究必

要。両国とも餌は輸入のトウモロコシ。農水省の予測では TPP で関税

０になると国内の豚鶏肉は生産半減するとしているが） 
 

2. 減反と農家補助 
・キャノングローバル研究所 (山下一仁氏 H25.10. 1）の話 

日本の消費者は米農家に対し、納めた税金（財政）から 5,000 億円、高 
い米の購入に 5,000 億円 合計 1 兆円の負担をさせられている。米産業

の産出額は 1.8 兆円なのに。 
  (その後の同氏の話 H25.11.25) 
減反政策を採らなければ、価格は今の 14,000円/俵（233円/kg）が 8~9,000 
円(133~150 円/kg)に下がっている筈。 

（参考）米の産出額 1.8 兆円を年産 800 万トンで割ると 225 円/kg 
・ (H25.11. 6 朝日)参院農林水産委員会で政府側答弁。1971~2012 年度の減

反費用（含転作補助金）7.6 兆円。最近は年間 1,500~2,300 億円程度。 
これには民主党政権下での減反参加者に配られた戸別所得補償分 
6,100 億円（2010~2012 年）は含まず。                      (別紙-9) 
 

①高い米の購入に消費者は 5,000 億円負担 
    5,000 億円÷年産 800 万トン=60 円/kg 
  小売価格（5kg で 1,500~4,000 円位） 60 円/kg 安くなると 

1,200~3,700 円に 
 国際コメ価格（FAO）                    (別表 4―1) 

 最近の米国での主食用米の現地価格約 1.1 ドル/kg（10 年で２倍に） 
タイ米の価格は米国と似るが耕地面積小さく農民は貧しい 
（タクシン 反タクシン） 
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③ 税金（財政）から補償金 5,000 億円支払 

民主党が H21(2009 年)の選挙で勝利、H22~は民主党政権が予算執行 
H25 年度は自民党政権だが内容の変更はせず（名称のみ「経営所得安定策」 
に変更） 

H22 年度        H23 年度   H24 年度 
   イ. 1,529 億円    1,533 億円      1,522 
   ロ.  1,890       2,218           2,223 
   ハ.  1,271       1,578           1,781 
  合計   4,690       5,366           5,603  

（合計には 規模拡大加算措置 36, 47 億円を含む） 
 
イ．.米の所得補償交付金 

米の生産数量目標に従って生産を行う農業者に対して、標準的な生産費と販 
売価格との差を交付する（15,000 円/10a） 

ロ．水田活用の所得補償交付金 
水田を活用して食料自給率向上のポイントとなる麦、大豆等の生産拡大を促

す。主食用米並みの所得（105,000 円/10a）を確保しうるよう交付金を面積

払い 
ハ．畑作物の所得補償交付金 

麦、大豆等の生産を行う農業者に対して、標準的な生産費と販売価格との差

を交付する 
 
H21(2009 年)の選挙前の自民政府の補償金は   
イ。は 4ha 以上の農家（北海道 10ha）と集落営農（20ha 以上 約 12,000）で

あった。民主党の新方式で 
小農地でも補助金がでるなら米作やると貸しはがしも起きた  

ロ。は対象作物を限定 そば、菜種等は対象にならず    
 
農民票は自民→民主へ   
民主は補償金の増は土地改良事業費の 6 割カットでひねり出す。 
 
③H26 年度～の自民党の政策（H25 年 10~11 月の報道） 
 イ 減反を H30 年度より廃止 

15,000 円の補助金を来年度より半減 7,500 円に H30 年より０に 
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ロ．飼料用米、米粉用米の生産者に主食用米並みの収入（10.5 万円）を。 
  今までの 8 万円/10a 補助では魅力低く 66,000ha しか作付けされず。 
  補助金 8 万円→最大 10.5 万円に増額  売値は 2~3,000 円/俵 
 
（キャノン山下氏のコメント 25.11.25 NHK ビジネス展望） 
 農水省の考えでは、75 万 ha で 450 万トン生産を見込む。 
 今までは 6.6 万 ha で補助金 544 億円だが、6,000 億円以上必要になる 
 米国からのトウモロコシ輸入が減れば（H24 年度は 3,100 億円輸入）新たな

貿易摩擦が起こる。米国は WTO へ提訴。自動車に報復関税の可能性も。 
 主食用米の生産が減り、小売価格は上がる 
  （参考 1）H24 年度農産物の輸入 総額 54,000 億円(輸出 2,500 億円) 

（①タバコ 4,600 億円②トウモロコシ 4,090 ③豚肉 4,090） 
     (参考 2)  WTO は自由貿易を目指しているが、具体的にどのような政策 

は良く、何がダメなのかはっきりしない。米国は約 1 兆円の輸 
出補助金をだしている。         （別表 4―3） 

                                 
 25.10.30 朝日 JT 社員２割削減へ 4 工場閉鎖 消費は 1996 年がピーク 

（国民の健康保持、貿易収支の改善のためにも煙草の小売価格は値上

げを。 ニューヨーク 11~14.5＄/箱 英、ノルウエー1,000 円  他

の欧州諸国 500~800 円   日本 2010/10 月値上げ 410 円） 
 
３．これまでの農政 

1942 年 食糧管理法（政府が購入、販売） 
米生産は開田事業、農業水利開発 寒冷種開発他栽培技術の改良等により 
1950 年代～1960 年代、５年毎に 100 万トン増加の勢いで 1967 年には 
1,400 万トンを超えた。            収穫量      (別表 4―2) 
    八郎潟干拓 2.2 万 ha の日本第２の湖 852 億円（1957~1977 年）  
   入植 1967~1977  9,000ha の農地に 589 戸入植 15ha/戸  
一方消費量は 1962 年がピーク（1965 年の消費量 112kg/人） 
  （３K 赤字 国鉄、健康保険、米   米は食管赤字） 
  1971 年～7 年間で過剰在庫 511 万トンを処理。費用 3 兆円。1971 年の

一般会計予算は 9.5 兆円 
1969 年 自主流通米制度始まる。実態は全農（全国農業組合連合会）ルート

のみ。販売価格も政府米の売渡し価格を基準 
1970 年 減反開始（行政指導）   
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 減反  水田 317 万 ha に対し  34 万減反 耕作は 283 万 ha 
生産減 139 万トン (68/kg 支払) 

   現在は 水田 250 万 ha に対し 100 万減反 耕作は 150 万 ha 
   減反諾否による農村社会の亀裂(生源寺氏日本農業の真実」より 

(別紙―8) 
     なお、減反拒否面積は千葉県がトップ、茨城、新潟の順 
1988年 自主流通米の比率が 5 割を超える 
1993年 ウルグアイラウンド決着 適用は 1995 年~ 日本はコメの関税化 

拒否の変わりに MA 米（輸入義務米 当初 43 万 t  ６年後には 85 万 t） 
1995年 食管法廃止 食料法へ 米小売の自由化（ヤミ米の呼称なくなる） 

価格支持政策廃止 政府買い入れは備蓄米と WTO 協定による輸入義務 
米のみに.。  農家は相手が消費者なら直販できるようになった。  

1999年 輸入米関税化認める。関税 351 円→現在 341 円/kg 
しかし MA 米は残り 2000 年～77 万トン輸入は継続（MA 制は大失敗） 

2003 年 米の卸業者許認可制→届出制に 
2004年 減反面積の配分→生産目標数量の配分へ（生産調整への参加、不参 

加は農家の判断）但し生産調整に参加しないと補助金は出ない 
農家は卸、小売等どこへでも売れるようになった。 

2012 年 全農の米取り扱いシェアは 34%に低下 販売事業は赤字。 
金融と保険で稼いでいる状態 

（1970 年の米あまりによる減反開始時点で食管法は廃止すべきだっ

た。麦の管理を未だに政府が一元管理しているのは不可解） 
 
４．農業、農家の実態 

農地：最高は 1961 年の 609 万 ha  現在は 465 万 ha  内水田 250 万 ha 
      減反 100 万 ha  耕作は 150 万 ha 米作農家 1ha/戸（全農家 1.8ha） 
    （米国農家 180ha   豪州 3,400ha） 
米の生産量、消費仕向量等の推移          (別表 5―1) 
専業・兼業別農家の推移              (別表 5―3) 

  農業就業人口の推移                (別表 6―1) 
専業及び兼業でも自営農業が主の者 

農業経営組織別基幹的農業従事者の年齢構成     (別表 6―2) 
基幹的農業従事者とは自営農業のみの従事者 
及び兼業でも農業が主の者 

稲作部門の 10a 当たり農業粗収益及び農業所得の推移 (別表 7―1) 
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水田作経営麦類部門の 10a 当たり農業粗収益及び農業所得の推移 

(別表 7―2) 
主副業別の所得の推移               (別表 7―3) 
 

 
５．TPP 
   a.H25 年 3 月に安部政権は交渉参加を決定。政府試算では関税が無くなると

10 年後の GDP は＋3.2 兆円（農業は△3.4 兆円  米生産、乳製品、牛豚

肉は半減、砂糖、小麦はほぼ全滅） 
   b.その前の段階では 
   経産省：TPP に加わらないと GDP△10 兆円 雇用△81 万人 
   農水省：TPP に入ると農産物△4.1 兆円 食料自給率 40→14%へダウン 
       米生産△90% 
重要５品目（米、麦、砂糖、乳製品、牛豚肉）の関税扱いは 25 年 12 月には

まとまらず 26 年 1 月に再交渉  
                               以上 
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         「食の戦争」     鈴木宣弘 
         「稲作の戦後史」   刑部陽宅 
         「食料自給率の罠」  川島博之 
         「コメほど汚い世界はない」 吾妻 
         「米政策の転換」   服部信司 
         「現代日本農業の政策過程」 本間正義 
 
 

 
 
  
  


