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１. 農業取引に参入する金融機関が増えてきた

ここ数年、新聞、テレビ等を通じて、農業向け取引の拡大を推進する金融機関を

目にするようになりました。農業金融の市場環境を俯瞰すると、戦後長い間、その

メインプレーヤーはJA（農協、農業協同組合）と政府系金融機関である農林漁業

金融公庫（現日本政策金融公庫、日本公庫）でした。2002年の政策金融改革の議

論でも、「農業向け融資」は検討課題とされませんでしたし 1、全国銀行協会が改革

提言をしたのは「中小企業」「住宅」「国際」向け融資の 3分野で、農業は触れら

れませんでした 2。

こうした流れを変えたのは、リレーションシップ・バンキングの導入や、国内の

マーケットの縮小があげられます。これに加え、農業向け融資手法の開発という技

術的側面が後押ししているようです。大手銀行による中小企業向けポートフォリオ

融資の手法を用いた農業法人向け融資、リース会社による農業向け融資の民間保証

開発などはその代表例でしょう。

1　「政策金融改革について」（2002 年12月13日経済財政諮問会議）
2　「政策金融のあり方について」（2005 年 2月全国銀行協会金融調査研究会）

地銀・信金等の動向1-1-1

農業向け取引の拡大を進める金融機関が増えてきているようで

す。なぜでしょう。Q

A
農業向け融資の市場規模は決して大きくないですが、農業と接点

の乏しい金融機関から見れば「未開の地」といえます。もともと、

農村地域に店舗網を広げる地銀・信金から見れば農業は「近くて遠

い存在」でもあります。農産物の流通・販売方法などが多様化しつ

つある現状を捉えて、新たな農業の仕組みに金融システムを対応さ

せ、新たなビジネスチャンスをつかみたいという金融機関が増えて

いると考えられます。
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２.�農業融資の市場規模はそれほど大きくない

ＪＡバンクの農業関係資金貸付金残高は 2.1 兆円程度、また日本政策金融公庫

の農業関係資金貸付金残高は 2.2 兆円程度であり（1-1-2参照）、銀行・信金貸出

の残高 579兆円（日本銀行「貸出・預金動向」2021年 3月）と両者を比較して

もそれほど大きいとはいえません。

とはいえ日本の場合、民有地162千 km2 のうち 3割が田畑ですから 3、地域金融

機関にとって農業は、長い間「近くて遠い存在」ではなかったでしょうか。（農業

を含めた）中小企業向け融資を伸ばすよう金融庁から指導を受けているケースはと

もかく、もともと融資残高がゼロに近く、新規開拓を図る余地がある農業について、

リレーションシップ・バンキングの一環として関与しようと考える金融機関が増え

ることは自然な流れかもしれません。

３.�市場の変化を捉えた農業ビジネスを支援する取組みが求められている

農業の現場では、これまでの概念にとらわれずに事業を進めようとしている動き

が増えています。預金、融資に限らず、為替、決済システム、さらにはビジネス・マッ

チングなど、農業分野には総合的な金融サービスを提供できる可能性が広がってい

ます。地銀・信金等は、農業分野における顧客層拡大に向け、農業に関する専門知

識等の習得を進めています。JAバンクとしては、本来的事業基盤である農業分野

への地域金融機関の侵食を防ぎ、農業メインバンクとしての機能発揮に向けた取組

みが求められており、そのために必要な知識を習得する必要があります。

本講座では、こうした背景を踏まえ、①基本的な産業構造の理解、②目利きのポ

イントの把握、③ケーススタディという 3ステップを用意しました。農業および

農業金融に関する知識を改めて身につけたうえで、他事業との連携による総合事業

体として農業者のニーズに十全に対応し、農業メインバンクとしての機能をより発

揮していただきたいと考えています。

3　国土交通省土地・建設産業局「土地利用・利用概況調査報告書」（2018 年 3月）
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１．ＪＡバンクの農業関係資金貸付金残高は2兆円

2021年３月末のＪＡバンクの農業関係資金貸付金残高 4は 2兆 1,391億円（う

ち農業経営向け貸出金１兆2,943 億円）、日本政策金融公庫等の受託貸付金 5残高

は 5,345億円を取り扱っています。

ＪＡバンクは主要な農業関係の制度資金である、農業近代化資金や日本政策金融

公庫農業資金（公庫の直貸除く金融機関別）の取扱いにおいてトップシェアとなっ

ています。

なお、日本政策金融公庫の 2021 年３月末における農業関係資金の貸付金残高

4　農業関係の貸付金とは、農業者および農業関連団体等に対する貸付金であり、農業生産・農業経営に必要な資金や、農産物
の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。

5　ＪＡバンクが農業者の窓口となり、日本政策金融公庫などの貸付金の受託取扱いを行っています。受託貸付金残高には、ＪＡ
転貸分を含みます。

農業金融の動向
（農業融資残高等）

1-1-2

農業融資のおおまかな動向について教えて下さい。Q

A
農業金融を取扱う主な金融機関はＪＡバンクと日本政策金融公庫

です。一方、国内銀行等では新たに農業融資部署を設置するなど、

農業融資を積極的に進めるための体制構築を進めています。

農業近代化資金
融資残高のシェア

日本政策金融公庫
農業資金取扱残高のシェア

JAバンク
91.1％

JAバンク
23.9％

農林中金
2.0%

銀行等
8.5% 農林中金

4.6%

JA0.3% 銀行等
5.8%

JA
81.0%

信農連
 8.4%

日本公庫
70.3%

信農連
19.0%

2020年12月末現在
出所：農林水産省・農林中央金庫

2021年３月末現在
出所：日本政策金融公庫　農林水産事業
　　　「業務統計年報」

図表 1-1-2-1　農業近代化資金融資残高のシェア、日本政策金融公庫農業資金取扱い残高のシェア
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は 2兆 2,231 億円となっています。

２．民間銀行・信用金庫の農業・林業向け融資残高は9,939億円程度

上述のとおり、農業向け融資市場は、ＪＡバンクと日本政策金融公庫農林水産事

業がその大部分を占めていますが、民間金融機関も農業向け融資に積極的に取り組

んでいます。

2021年 3月末時点における農業向け融資残高（林業向け融資残高を含む）は、

民間銀行が 8,429 億円、信用金庫が 1,510 億円となっています。（日本銀行「貸

出先別貸出金」2021年 3月）

なお、2012年 3月末時点における同融資残高は、銀行が 5,787 億円、信用金

庫が1,227億円でした。銀行の伸び率が目立っています。

３．民間金融機関の農業融資は「１機関当り残高数10億円・融資件数50件未満」

2006年度、2007年度に農林水産省が行った調査 6でも興味深い結果が出てい

ます。54の民間金融機関（22JA、24銀行、8信用金庫）に対し、農業融資残高

の分布状況を調査したところ、「10～ 50億円未満」（銀行および信用金庫 45％、

JA34％）が最も多く、次いで「1～ 5億円未満」（銀行および信用金庫 22％、

JA29％）と続きました。また、融資件数については、銀行および信用金庫では「0

～ 50 件未満」（31％）が最多で、JAでは「100 ～ 300 件未満」（30％）が最

も多くなっています。こうした調査から見ても、民間金融機関が農業融資に注力し

ている現状がうかがえます。

6　農林水産省経営局金融調整課「農業法人向け融資の現地実態調査」（2006、2007年度）
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１．事例①　ビジネスマッチング

新たな成長分野として農業関連ビジネスに注目し、同分野への取引推進を強化す

る金融機関に関する新聞記事などをよく目にするようになりました。各金融機関が

力を入れている取組みとして、農業ビジネスに関心がある取引先企業（食品産業、

外食産業、資材業者など）と農業者とのビジネスマッチングがあげられます。ＪＡ

バンクでは、ＪＡ・信連・農林中金が連携して系統団体・農林水産業者および商工

業者のニーズを収集し、組織同士の恒常的な取引に繋げる取組みを実施しています。

各金融機関は、顧客企業を日常的に接点がない農業者と引き合わせ、新たなビジネ

スの創出、農商工連携実現化のサポートといった「仲人」としての役割を担ってい

ます。

その他、各種商談会の主催といった取組みも増えています。ＪＡバンクでは、各

県域のＪＡ・ＪＦグループなどとの連携による地域商談会のほか、ＪＡ全農と共催

し、毎年、全国規模の国産農畜産物商談会を開催（注）すること等により、農業者と

地域企業等との懸け橋となり、ビジネスマッチングの強化や個々のニーズへの対応

に取り組んでいます。他方で、地方銀行では営業エリアを超えて広域に連携し、食

に特化した展示商談会「地方銀行フードセレクション」を開催し、日本政策金融公

庫ではこだわりの農産物を生産している農業者を集めた国産農産物専門の展示会

「アグリフードＥＸＰＯ」を開催するなど、金融機関ごとに特徴的なマッチング事

業が開催されています。

（注）　2021年は、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けオンラインで開催。

金融機関と農業の関わり
（取組事例）

1-1-3

今、金融機関は農業に対してどういった取組みを行っていますか。Q

A
金融機関による農業分野への取組みは、地域再生、農商工連携、

新規参入支援など、さまざまな形で積極化していて、金融機関に対

する期待と役割は一層高まっています。
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２．事例②　新たな金融手法への取組み

近年、農業に関連する企業の支援や育成を狙った独自の投資ファンドも全国的に

いくつか設立されてきました。2002年 10月に日本政策金融公庫とJAグループ

の出資により、アグリビジネス投資育成株式会社が設立され、農業法人や農林水産

業に関連する企業に対する投資育成業を行っています。

また、農業融資の物的担保は農地が主体という問題の解決策として、ABL（動

産担保融資）に積極的に取り組んでいる金融機関があります。

たとえば肉用牛では、トレーサビリティ法によって個体管理が徹底されているこ

とも追い風となっており、全国肉牛事業協同組合が牛の担保管理や担保の査定を実

施し、金融機関のABL組成に協力する仕組みも推進されています。担保対象動産・

債権の評価、月次のモニタリング、年次の再評価、万が一の際の換価処分・回収と

いう流れでABLを活用した農業融資の取組推進が行われています。

その他、認定農業者（1-1-9参照）には金利を優遇する等、きめ細かい商品設計

も進んでいます。また、金融機関と農業信用基金協会とで債務保証契約を結ぶこと

で顧客と基金協会の承諾が得られれば、農業者への融資について協会保証が付けら

れるという保全強化を盛り込んだ無担保ビジネスローンの商品も設計されていま

す。

３．事例③　さまざまな経営支援の取組み

農業経営の大規模化、法人化、業態転換といった動きや、異業種の企業が農業法

人を設立し、新たに農業経営に参入しようとする企業等への支援も行われています。

近年では、金融機関と各都道府県の農業法人協会、全国的な公益社団法人日本農

業法人協会が連携して、販路開拓、商談会出展支援、働き方改革などのセミナーも

随時開催されています。

また、災害などの緊急事態が発生したときに、損害を最小限に抑え、事業の継続

や復旧を図るための計画である事業継続計画（Business�continuity�planning,�

BCP）の策定支援や事業承継への取組支援など農業以外の業種での支援の経験や

仕組みを生かした取組みも行われています。
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１．現状と課題

耕作放棄地の増加等による耕地面積の減少や、農業就業者の高齢化に伴う農家数

の減少（1-2-5参照）が進む一方で、1経営体当りの経営規模の拡大は着実に進展

しています。また、今後の農業の担い手となる認定農業者数、法人数も増加を続け

ており（1-1-9、1-1-11参照）、重点的な金融サポートを必要とする農業者は増加し

ていると考えられます。

このようななか、農業法人の売上規模によっては地方銀行などの他金融機関の借

入割合が高くなるというアンケート調査結果もでており（図表 1-1-4-1）、ＪＡも農

業金融サービスを強化していくことが必要です。

農業金融サービス強化の方向性1-1-4

今後ＪＡが農業金融サービスを強化するにあたって、どういった

方向性で取り組む必要がありますか。Q

A
農業者の金融ニーズは多様化しており、そのニーズを的確に把握

して適切に機能提供することが必要となっています。総合事業体の

強みを発揮する農業融資体制を整備し、ＪＡバンクとして最重点の

取組みを行うことが重要です。

図表 1-1-4-1　農業法人の借入先金融機関等

項目 有効
回答

地方
銀行 農協 日本

公庫
信用
金庫

農林
中金

信用
組合

都市
銀行

商工
中金

その
他

全体 796 71.9% 70.2% 63.1% 27.4% 16.1% 6.9% 6.8% 5.8% 2.1%

売
上
規
模

〜 5 千万円 178 60.7% 74.2% 48.3% 22.5% 11.2% 5.1% 4.5% 2.8% 2.2%
〜1億円 157 72.6% 78.3% 59.2% 25.5% 14.6% 5.1% 1.9% - 2.5%
〜3億円 214 72.9% 69.6% 73.4% 29.9% 21.0% 7.9% 5.6% 3.7% 1.9%
〜10 億円 99 81.8% 57.6% 68.7% 37.4% 18.2% 7.1% 15.2% 13.1% 2.0%
〜�10 億円
以上 42 88.1% 52.4% 78.6% 31.0% 16.7% 11.9% 28.6% 33.3% 2.4%

未回答 106 71.7% 71.7% 61.3% 22.6% 14.2% 8.5% 3.8% 5.7% 1.9%
（出典）日本農業法人協会「農業法人白書〈2017年度農業法人実態調査結果〉（2020 年２月）」
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２．共通で目指すべき方向感

個人・兼業農家等の多様な担い手から大規模農業法人等の担い手経営体に対し、

経営状況を適切に把握し、経営課題を解決することで、農業所得増大を目指します。

具体的には、ＪＡを中心に貸出実施体制の整備や融資専任担当者の育成等を通じ

て、資金対応力の強化に取り組み、農業者の資金ニーズの的確な捕捉に努めること

で、農業資金残高のシェア維持・向上を図ります。

また、多様な担い手経営体の抱えるさまざまな経営課題の解決に向けて、ＪＡ内

の部門間連携（信用・営農経済部門）や、担い手サポートセンター、行政、専門家

（税理士など）等の外部機関との連携を密にしたソリューション提供により、担い

手の満足度向上を図ります。

３．日本農業のメインバンクとしての役割発揮に向けて

ＪＡバンクは、農業金融をはじめとしたさまざまな施策を通じて、担い手を全力

でサポートし、持続可能な農業の実現に貢献していくことが必要になります。

具体的には地域農業を支える多様な担い手に対して、ＪＡ・信連・農林中金が連

携した農業金融はもとより、日本政策金融公庫とも連携した農業金融の対応力強化

に取り組みます。また、商談会やビジネスマッチングによる販路拡大支援、ファン

ドを活用した 6次産業化の取組みや農業者への成長支援への取組み、事業性評価

を通じた経営課題の把握と解決に向けたソリューション提供にも積極的に取り組ん

でいきます。また、ＪＡが中心となって、農地集約化・法人化、さらに事業承継等

に係るサポート等に取り組んでいきます。

以上の事項の取組みを通じ、農業メインバンク機能の強化を図ります。
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１．「農業」とは生物の力を利用して再生産する産業

実は「農業」を定義している法律はありません。したがって、「農業」の定義を

求めようとすると、より慣習的な部分に定義を求めざるを得ません。広辞苑では、

「農業」を「地力を利用して有用な植物を栽培耕作し、また、有用な動物を飼養す

る有機的生産業」と定義しています。事業とは「自己の計算と危険において営利を

目的とし対価を得て継続的に行う経済活動 7」であることを踏まえ、本講座におい

て「農業」とは、「生物を栽培・飼養して対価を得ることを継続的に行う経済活動」

と定義します 8。

２．農業の分類（営農類型）

農業といっても、非常に多様な形態があります。統計上の正確性・客観性を保持

するために使用される「日本標準産業分類」（総務省政令）では、20の産業（以下、

営農類型）に分類されています（図表 1-1-5-1）。

農業を捉える際、最も大きな区分は「耕種（農業）」と「畜産（農業）」です。

耕種（こうしゅ）とは、土地利用型農業ともいい、田畑を耕し、作物を植える農

業です。ただし図表 1-1-5-1のとおり、きのこ類や植物工場など田畑を耕さない農

業であっても、畜産との対比において慣習的に耕種農業に区分するケースもありま

す。なお、天然性のしいたけ、きのこ、わさびなどの採取は耕種に含まれません（林

7　最判昭和 56 年 4月24日民集 35 巻 3号 672頁
8　本講座では特に断りがない限り、趣味的に行う農作業は農業に含まないこととします。

「農業」「アグリビジネス」の定義1-1-5

雑誌等を見ていると「市民農園」「田舎暮らし」から「植物工場」

まですべて一括りにして「農業」と言っているようです。「農業」

の定義について教えてください。Q

A
「農業」とは、生物を栽培・飼養して、対価を得ることを継続的

に行う経済活動です。「アグリビジネス」とは、農業の関連産業ま

で含めた概念であって、明確な定義はありません。
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業に区分されます）。

畜産とは、家畜を飼養・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業です。した

がって、ハチミツを採取する養蜂業や絹糸を採取する養蚕業もこの範疇に含まれま

す。一方、もっぱら競走馬となる馬の飼養や店舗で愛玩用の鳥獣を飼養する場合は

農業に含まれません。

図表 1-1-5-1　日本標準産業分類における「農業」
大分類�A　農業，林業
中分類　01　農業
　010　管理，補助的経済活動を行う事業所（01農業）
　　0100　主として管理事務を行う本社等
　　0109　その他の管理，補助的経済活動を行う事業所
　011　耕種農業
　　0111　米作農業
　　0112　米作以外の穀作農業
　　0113　野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）
　　0114　果樹作農業
　　0115　花き作農業
　　0116　工芸農作物農業
　　0117　ばれいしょ・かんしょ作農業
　　0119　その他の耕種農業

012　畜産農業
　0121　酪農業
　0122　肉用牛生産業
　0123　養豚業
　0124　養鶏業
　0125　畜産類似業
　0126　養蚕農業
　0129　その他の畜産農業

013　農業サービス業（園芸サービス業を除く）
　0131　穀作サービス業
　0132　野菜作・果樹作サービス業
　0133　穀作，野菜作・果樹作以外の耕種サービス業
　0134　畜産サービス業（獣医業を除く）
014　園芸サービス業
　0141　園芸サービス業

（出典）総務省「日本標準産業分類」

３．「アグリビジネス」とは

「農業」以上にあいまいなまま使われているのが「アグリビジネス」という用語

です。少なくともまだ学界では統一的な定義がなされていないようですし、使う人

によって勝手なイメージをもたれているように感じられます。一般的には、農業以

外に種苗、種畜、肥料、飼料、薬品、農業用資材、農産物加工流通をはじめ、バイ

オテクノロジーや IT、観光など、農業を核として高付加価値化、地域振興まで含

めた産業を意味する言葉として使われているようです。
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１．農業の特徴（製造業との対比）

農業といっても産業ですから、土地、資本、労働、情報という構成要素はそれほ

ど変わりません。しかしながら、その中身が少し異なります。製造業との対比とい

う目線から農業の特徴について整理すると、次の 3点があげられます（図表 1-1-

6-1）。

図表 1-1-6-1　農業の特性（製造業との対比）

（出典）筆者作成

（１）動植物の本能、潜在能力に依拠する部分が多い

生物を相手にする産業であり、動植物の本能、潜在能力を引き出して生産物を生

[ 農業 ]

×

×

×

動植物の本能、潜在能力

原材料

自然条件（土壌、気候、風土）

労働力（百姓＝百の仕事）

農畜産物

[製造業 ]

×

×

機械・装置の処理能力

原材料

労働力（分業）

工業製品

農業と他産業の違い1-1-6

農業を他産業と比べた場合、どういった特色がありますか。特に

土と水の問題は、農業経営に大きな影響を与えているように感じま

す。Q

A
農業は、生物を相手にしている難しさ、土壌・気候・風土との対

話、労働力の考え方といった点で製造業と異なります。しかし、こ

の点を見直し、変革することで新たなビジネスチャンスに結び付け

ている農業者も出てきています。
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み出す必要があることから、そのコントロールは複雑です。均一化・品質・鮮度保

持の課題もあります。突然いなくなったミツバチの話や、ストレスの増加で炎症を

起こす乳牛の話などは、農業ならではの課題といえるでしょう。

また、こうした課題に単純な機械化では対応することは難しいことも農業の特徴

です。

（２）自然条件（土壌、気候、風土）への配慮が必要

①　土壌

ア　土質

植物の肥大に影響を及ぼす窒素（元素記号N）、代謝に影響を及ぼすリン酸（同P）、

細胞内外の水分調整等に影響を及ぼすカリウム（同K）を、肥料の 3要素といい

ます。これらの 3要素は、植物における必要量が栄養素のなかでも特に多く、通

常は土壌中で不足がちであるため、肥料として使用すると、その効果が大きく現れ

ます。なかでも窒素成分は、土壌中で不足しやすく、肥料効果が大きいものですが、

肥料として与えすぎると過剰摂取となり土壌が汚染されたり、野菜に残留すると

いった問題が生じます。たとえばEU（欧州連合）委員会の場合、露地レタスの硝

酸イオン 9濃度を 2,000ppm以下と定めています。

また、日本の場合、土壌についてはハウス栽培において塩類障害のケースをよく

見かけます。これは、施肥（せひ）によって土中に堆積する硝酸イオン等の塩類が、

露地栽培のように雨水で流れることなく、蓄積することによって発生する障害で、

高濃度塩は水の吸収や生育に悪影響を及ぼします。この場合、土壌に水をためて洗

い流す湛水除塩法や大麦などの耐塩性の強い植物を栽培して吸収させる方法により

土壌を改良します。

イ　用排水

さらに、土質以外にも生育に影響を及ぼすものとして用排水があります。農作物

を見ていると、水（用水）があるかどうか、というところに目がいきがちですが、

植物の生育速度や機械の作業効率に影響を及ぼすことから、水はけ（排水）の問題

9　NO3－、酸化した状態で存在する窒素。このうちNだけをとって硝酸態窒素といいます。
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も重要なポイントです。

ウ　地形

中山間地域は、その立地ゆえ、圃場 1枚当り区画が小さかったり、不整形だっ

たり、傾斜がきついなど、農地としての制約が大きく、さらに、過疎化・高齢化等

により経営規模や経営コスト等の点で平地と格差があります（図表 1-1-6-2）。

図表 1-1-6-2　地形と生産性

資料：農林水産省「米生産費統計」「農林業センサス」
（出典）2009 年度食料・農業・農村白書

②　気候

気候というと、日々の天気予報を思い出すかもしれませんが、農業の場合、若干

目線が異なります。

1つは長期的視点です。近年、平均気温を結ぶ等温線が北上しているという報告

があります。100年で日本列島の温度はおよそ 2℃上がっており、愛媛県宇和島

市では地中海産オレンジが育っているほか、北海道富良野市ではサクランボが栽培

できるようになったり、九州南部での米栽培が難しくなった等の現象が確認されて

います 10。

もう 1つは微気象です。地表面の影響を受ける地上 10メートル付近までの気

層内の微細な時間・空間スケールの気象現象のことで、作物の生育や管理を行う場

合、非常に重要なポイントです。微気象の変化は、近くにいたり、見ていても見落

中山間
地域

15.5
（10a 当り米生産費）

13.8

0 5 10 15 20
万円

平地農業
地域

中山間
地域

（経営耕地規模別販売農家数のシェア）

0 20 40 60 80 100
％

平地農業
地域

中山間
地域

1.14

（販売農家 1戸当り経営耕地面積）

（注）販売農家１戸当り経営耕地面積および経営耕地規模別販売農家数のシェアは、都府県の数値

1.61

0 0.5 1.0 1.5 2.0
ha

平地農業
地域

0.5ha 未満 3.0ha 以上0.5～1.0 1.0～2.0

2.0～3.0

26.7 38.3 23.0

14.7 30.0 31.6 12.4 11.4

6.2
5.7

10	 日経ビジネス 2009 年 8月3日号
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としてしまうことがあり、その結果、農作物に霜が降りたり、雨にさらされたりす

ることがあります。

③　風土

「蔵が建てば腹が立つ」とは、ある地方の気性を表した言葉ですが、日本農業は、

周辺環境との調和というものを非常に重視してきました。日本の美しい農村風景は、

長い間、村落のメンバーが協力して田の草取り、水管理を行ってきた結果です。

しかし、こうした村落維持の仕組みは、新規参入者にとって障害となることがあ

ります。特にわかりづらいのが水利権と耕作権です。本来、河川法に規定されてい

る水利権とは別に、旧河川法が施行された 1896 年の時点において、河川から取

水を行っていたものを、一般に「慣行水利権」といいます。これについては改めて

河川法に基づく取水許可申請行為を要することなく、許可を受けたものとみなされ、

その内容は、社会的な承認を受けた慣行によって定まります 11。したがって、江

戸時代からある農業用水の場合、成文法ではない慣習法のなかで運用が定まること

になります 12。

耕作権については、戦前の立場の弱い小作農の地位を保護するため、農地法に

よって小作農の耕作権を認めた 13 のですが、この規定が「農地を貸したらなかな

か取り戻せない」という心理を土地所有者に生むこととなり、長期間安定的に農地

を借りるという農地流動化を進める阻害要因となっていました。

（３）　労働力の考え方が異なる

テーラーシステムなどを引き合いに出さなくとも、工業化の歴史は分業化の歴史

であったともいえます。しかし、農業は「百姓（百の姓＝仕事）」という表現のと

おり、1人で多様な仕事をこなす労働力の考え方を取っています。とはいえ、新規

11	 「水利権制度等」国土交通省ホームページ
12	 したがって農地取得等の際には農業委員会等に用排水の状況に加え、水利権についても確認しておくことが望ましいといえます。
13	 自作農と小作農
	 	　2009 年 6月の改正前の農地法では 2 条 2 項において「自作地」と「小作地」の定めがありました。「自作地」とは「耕

作の事業を行うものが所有権に基づいてその事業に供している農地」、つまり、所有者が耕作している農地のこと、「小作地」
とは「耕作の事業を行うものが所有以外の権限に基づいてその事業に供している農地」、つまり、耕作者が他人から借り受け
て耕作している農地のことです。これに即し、自作地で農業を行う者を「自作農」、小作地で農業を行う者を「小作農」とい
います。

	 	　なお、「自作」「小作」という用語は、農業経営の規模拡大が主として農地貸借を通じて行われている現状を踏まえ、改正
後の農地法において小作地の所有制限（旧法6条1項）と、自作農創設のための国による未墾地等買収（旧法9条、44条、45条）
が廃止されたため削除されました。
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参入する農業者のなかには、たとえばセル苗生産に特化して高収益を上げる企業な

ど、この考え方に変革をもたらし、高い収益を上げる仕組みを構築している人も出

てきました。
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１．農家人口

農家を構成する世帯員の総数を指します。

２．農業就業人口

15歳（1994年以前は 16歳）以上の世帯員で、自営農業だけに従事した者と、

自営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の合計です。

３．基幹的農業従事者

農業就業人口のうち、普段の就業形態が「農業の仕事が主」である世帯員です。

農業を行う人の分類1-1-7

統計等を見ると、農家人口、農業就業人口など、似たような表現

が数多く見受けられます。体系的に教えて下さい。Q

A 統計の定義によります（詳しくは以下を参照してください）。
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４．農家等分類

図表 1-1-7-1　農家等分類（1990 年世界農林業センサス以降の定義） 

用　　語 定　　　義

農　　家 経営耕地面積が 10a 以上の農業を営む世帯または農産物販売金
額が年間 15 万円以上ある世帯

販売農家 経営耕地面積 30a 以上または農産物販売金額が年間 50万円以
上の農家

主業農家 農業所得が主（農家所得の 50％以上が農業所得）で、１年間に
60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家

準主業農家 農外所得が主（農家所得の 50％未満が農業所得）で、１年間に
60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家

副業的農家 １年間に 60 日以上自営農業に従事している 65 歳未満の世帯員
がいない農家（主業農家及び準主業農家以外の農家）

専業農家
世帯員のなかに兼業従事者（1年間に 30 日以上他に雇用されて
仕事に従事した者または農業以外の自営業に従事した者）が１人
もいない農家

兼業農家 世帯員のなかに兼業従事者が１人以上いる農家

第１種兼業農家 農業所得の方が兼業所得よりも多い兼業農家

第２種兼業農家 兼業所得の方が農業所得よりも多い兼業農家

自給的農家 経営耕地面積が 30a 未満かつ農産物販売金額が年間 50万円未
満の農家

農家以外の農業事業体 経営耕地面積が 10a 以上または農産物販売金額が年間 15 万円
以上の農業を営む世帯（農家）以外の事業体

農業サービス事業体 委託を受けて農作業を行う事業所（農業事業体を除き、もっぱら
苗の生産および販売を行う事業所を含む）

土地持ち非農家 農家以外で耕地および耕作放棄地を５a以上所有している世帯

（出典）農林水産省ホームページ
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図表 1-1-7-2　農業経営体分類（2005 年農林業センサスの定義）

用　　語 定　　義

農業経営体

農産物の生産を行うかまたは委託を受けて農作業を行い、①経営
耕地面積が 30a 以上、②農作物の作付面積または栽培面積、家
畜の飼養頭羽数または出荷羽数等、一定の外形基準以上の規模（露
地野菜 15a、施設野菜 350m2、搾乳牛 1頭等）、③農作業の受託
を実施、のいずれかに該当するもの（1990〜2000年センサスでは、
販売農家、農家以外の農業事業体および農業サービス事業体を合
わせたものに相当する）

農業経営体のうち
家族経営

農業経営体のうち個人経営体（農家）及び1戸 1法人（農家であっ
て農業経営を法人化している者）

個人経営体 農業経営体のうち世帯単位で事業を行う者であり、１戸1法人を
除く

法人経営体 農業経営体のうち法人化して事業を行う者であり、１戸1法人を含
む

（出典）農林水産省ホームページ
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