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近年、農業従事者の減少・高齢化や土地条件が不利であることが原因で、山間部の耕作放棄地が増加して

いる。耕作放棄地の増加に伴い、農業や地域の衰退、環境悪化といった問題が生じる。そこで、山間部の

耕作放棄地をこれ以上増やさない方法を研究した。その解決方法として、山間部で生産される米や農産物

がもつ価値の「効果的なアピ―ル」や、それによる「需要拡大」を考えた。また、農業は食糧生産だけで

なく環境保全の役割も担っている。これらのことから、山間部の農業が秘めている可能性が見える。農家

の収入を確保し、山間部での農業を維持することが、耕作放棄地の増加を食い止めることができる方法と

して有効と考えた。 
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Ⅰ 問題提起 

私たちは日本の農業問題について研究を進めて

いく中で、耕作放棄地増加の問題に着目した（図１）。 

 

 

注：耕作放棄地面積率は、耕作放棄地面積÷（経営耕地面積＋耕作放棄地面積）×100 

図１ 耕作放棄地面積の推移（農林水産省） 

 

 耕作放棄地とは「過去１年以上の間、作物の栽培

が行われておらず、今後も耕作に使われない土地の

状態」を意味する。耕作放棄地が増加している主な

原因として、年々農業従事者が減少・高齢化してい

ることが挙げられる。そのため、農地の面積に対し

労働力が足りない、農地を所有していながら農作物

を育てていない事態が生じている。特に、山間部は

条件不利地域のため、作物がうまく育たず農地を手

放してしまう傾向にあり、耕作放棄地が増えている。

耕作放棄地の増加に伴い、農業の衰退（人口減、地

域文化継承の困難）や環境悪化（病害虫・鳥獣被害

の発生）の恐れがある。 

 

Ⅱ 昨年度までの研究 

私たちは、平成 28 年度の研究活動において、耕

作放棄地の増加の主な原因である農業従事者の減

少の解決を図り、耕作放棄地の削減を目指した。農

業従事者を増加させるには、収入の増加と安定が必

要だと考え、日本と同じ先進国であり農業大国と言

われるフランスの政策を参考にした。フランスには、

農家の所得を安定させる政策として、ＣＡＰ(ＥＵ

共通農業政策)やＧＩ（地理的表示）があると分か

った。ＣＡＰでは支持価格（政府が価格を安定させ

るために定めた価格）の引き下げにより、農家に対

して直接支払いを可能にしているという点、ＧＩで

は作物の付加価値をつけるまでには厳しい条件が
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あるという点で、日本での適用は難しいのではない

かと結論付けた。次に着目したのは、ゲノム編集で

ある。このゲノム編集は、遺伝子を自在に操作する

技術である。よりおいしく、より安定した収穫量を

得ることができる点で収入の安定につながると考

えた。しかし、消費者の遺伝子操作を行った食品の

安全性に関する不安の払拭が課題として残った（図

２）。 

 
（農林水産省） 

図２ 「遺伝子組換え」という言葉についての印象 

 

Ⅲ 今年の着眼点 

１ 内容  

昨年の研究の反省点として、焦点をしぼれず、実

現性の高い方法を導き出せなかったことが挙げら

れる。実現可能な方法にするために、耕作放棄地を

再び農地に戻すことを目的とした場合、不可避であ

る資金的な問題を克服しようと試みた。そこで、農

業問題の解決策に福祉の視点を取り入れることを

考えた。農業と福祉の課題の同時解決を図れば、行

政にとっても経費の削減となり、行政が公費を投入

しやすくなると考えたのである。しかし、山間部に

耕作放棄地が多いなどの理由から、福祉との連携は

難しいとわかった。次に、インターネットを介して

個人と組織に資金提供を行うシステムであるクラ

ウドファンディングに注目した。これを活用するこ

とで、耕作放棄地の再生に必要な資金を集めること

ができるとわかったが、耕作放棄地の維持を誰が行

うかという課題が生じた。これらから、耕作放棄地

を削減するには多くの課題があり、行き詰まってし

まった。そこで、耕作放棄地の増加を食い止める方

法を考えることに切り替えた。特に、急速に耕作放

棄地が増加していく可能性がある山間部に焦点を

当て、農業や地域の衰退に歯止めをかけること、ま

た環境保全を目指した。 

２ 山間部の条件不利地域での農業 

山間農業地域(林野率が 80％以上であり耕地率は

10％未満の地域)は、農業就業人口は最も少なく高

齢化率は最も高い（表１）。 

 

表１ 農業地域類型別の農業就業人口と高齢化率の推移 

 

注：（）内は高齢化率 （農林水産省） 

 

そこで、なぜ山間部での農業就業人口が最も少な

いか、山間部での農業に利点はあるのかについて考

えた。まず、なぜ山間部の農業就業人口が最も少な

いかについてである。第一に挙げられる原因は、山

間部は他の地域に比べ、農作物を生産するには条件

が不利(例えば、傾斜地)であるということである

（図３）。そこで、農業生産活動を継続するために、

国や地方自治体による中山間地域等直接支払制度

が平成 12 年度から実施されている。中山間地域等

直接支払制度は、農業生産条件の不利な中山間地域

において農用地の維持・管理の取り決め（協定）に

従い、農業生産活動を行う際に、面積に応じて一定

額を交付する仕組みである。このような制度の存在

からも、山間部での農業は不利であることがわかる。

では、山間部での農業には利点はあるのだろうか。 
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山間部は、水や空気が澄んでいることなど平地と

は異なる自然環境がある。この環境を活かすことが

できれば、収益力のある農業を営むことができるの

ではないだろうか。そこで、山間部でつくられてい

る様子や作った農家の方々の思いを広く発信し、需

要に合わせて生産することが有効だと考えた。 

 

図３ 荒廃農地の発生要因（農林水産省） 

 

Ⅳ 研究仮説 

山間部での農業を継続させるために米や農産物

の価格を高く設定し、関心の高い人々や需要が大き

い海外に販売する。山間部の条件不利地域での農業

は、平地と比べ多くの費用がかかる。そのため、平

地で生産された米や農産物と比較して販売する力

が弱く、収益を上げにくいと考えられる。そこで、

山間部という自然豊かな場所で生産された米や農

産物であることをセールスポイントに価格を高く

設定し、平地で生産された米や農産物との差別化を

図ることで米や農産物にこだわりを持つ消費者を

ターゲットにした需要を喚起できると考えた。そし

て、関心の高い人々や海外に販売することで山間部

での農業を継続させることができると考えた。 

 

Ⅴ 調査結果 

１ 平地の米や農作物との差別化 

米にこだわりを持つ人々の需要を喚起するには、

米そのものの品質だけではなく、消費者を惹きつけ

るような「物語」という情報を米に付加することが

カギになると考える。米がどのように栽培されたの

か、どんなところで栽培されたのか、どんな人に栽

培されたのか、といった情報が米に付加されている

ことが重要である。すなわち、米という商品だけを

売るのではなく、そこに情報という新たな価値を加

えた商品として売ることである。 

 山間部での農業の例として、農家の伊藤茂光さん

がいる。伊藤さんは秋田県横手市の限界集落で、「特

別栽培米」という化学肥料や農薬の使用回数が 50％

以下で作られた安心安全な米を作っている。炭を投

入した田んぼで栽培しているのも特徴の１つであ

る。この炭は伊藤さんが自ら木を切りだし、自前の

窯で炭にしたものである。こうして、炭を田んぼに

撒くことで水はけが良くなり、植物の病気除けにつ

ながる。また、秋田の山間部は豪雪地帯となってお

り、豊富な雪解け水をきれいなまま活用することが

できる。伊藤さんの他にも、中山間の厳しい環境の

中で安全でおいしい出羽大内産のひろっきい米の

例も挙げられる（図４）。また、「ホタルが生息する

環境で作られたお米」というように、山間部で作ら

れたという情報とともに売り込むことで、平地の米

や農作物と差別化を図ることができるものが多く

ある。 

 

図４ ひろっきい米（ひろっきいホームページより） 

 

 このように、山間部だからこそ生まれる「米の物

語」もある。山間部の米作りは、「米」と「物語」
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の２つの価値を１つの「商品」として売ることが可

能であると考える。山間部における耕作放棄をくい

止める方策において「情報」という価値を付加する

ことが重要であろう。 

２ 海外での米需要 

 近年、美味しさや健康的であることを理由に、和

食ブームが海外で展開されており、それと同時に和

食には欠かせない米の需要も海外で高まっている。

シンガポールや香港では年々日本産米の輸出量が

増加している（表２）。 

 

表２ 日本産米輸出量の推移（１～９月） 

順

位 
国・地域名 

輸出量（トン） 

2007 2008 2009 2010 

１ 香港  155  243  313  428  

２ シンガポール  65  113  102  191  

（JETRO） 

 さらに、シンガポールでは、安全性の高さが評価

されており、日本の一般家庭では敬遠されがちな高

級米が現地の消費者に好まれる。このことから、山

間部で生産された米の価格を高く設定し、高級米の

需要が高い海外、特に香港やシンガポールに販売す

ることが有効だと考えた。 

 現在、日本では 2020 年の東京オリンピックに備

えて外国人観光客の誘致に力を入れているため、

年々外国人観光客が増加している（表３）。 

 

表３ 訪日外国人動向 

国・地域 
2015 年 

1～12 月 

2016 年 

1～12 月 

伸率

（％） 

総数 19,737,409 24,039,000 21.8 

中国 4,993,689 6,373,000 27.6 

香港 1,524,292 1,839,200 20,7 

シンガポール 308,783 361,800 17.2 

マレーシア 305,447 394,200 29.1 

インドネシア 205,083 271,000 32.1 

ベトナム 185,395 233.800 26.1 

フィリピン 268,361 347,800 29.6 

（JTB総合研究所） 

 

 これは、海外での米の需要を増やす好機である。

そんな今だからこそ外国人に日本の米の安全性と

味の良さをアピールすることが大切である。和食ブ

ームと東京オリンピックが近い今、山間部での耕作

放棄地削減の追い風となっている。 

３ 農業の多面的機能 

 農業は食糧生産をする役割だけでなく、農地周辺

の自然環境の保全にも貢献している。農地であった

土地が耕作放棄地になることで、山間部の農地の安

全に悪影響を及ぼすということである。その例とし

て、２つ挙げる。 

１つ目に、病害虫・鳥獣被害の発生がある。耕作

放棄地が増加することにより、野生動物にとっての

餌場や隠れ場所が増加する。これに伴い、以前は農

地であり人が利用できていた土地は、病害虫・鳥獣

の住み家となり、今までできていた棲み分けの境界

が曖昧となる。そのため、山から下りてきた熊が農

地や民家に危害を加えたり、イノシシやシカが畑の

作物を食い荒らしたりという被害が起きてしまう。

2017 年現在、全国の鳥獣被害による被害額は、約

200億円にも上る（図５）。 

 

 

（農林水産省） 

図５ 野生鳥獣による農産物被害状況 

 

２つ目に、自然災害の増加がある。土地が農地と

して機能している場合は、土地環境の整備や用排水

設備ができている。しかし、その土地が耕作放棄地

になると土地機能が低下する。たとえば、保水能力

の低下で降水時、雨水が蓄えられるところが蓄えき

れず、ひび割れや地滑りを引き起こす。これらの他

にも、耕作放棄地の周囲への雑草繁茂、他の農地の

用排水設備の管理難、火災発生の原因、景観の悪化

など、耕作放棄地が増加することで以前まで正常に



 

機能していた土地機能、住民の生活に支障が生じる。 

1999年、農業基本法に代わり制定された「食料・

農業・農村基本法」でも上記のような問題を重視し、

農業の役割を多方面から見て、正常に機能させる

「多面的機能の発揮」が基本理念となっている。こ

れらの問題は、耕作放棄地の増加している山間部、

及びその周辺に多く発生している。山間部の耕作放

棄地の利用が促進されることで、環境保全の面で大

きな役割を果たすと言える。そして、農業の多面的

機能も、米などの農産物にまつわる「情報」である。

これらの情報をどのように商品として価値あるも

のにしていくか、と言うことが大切であり、そして

山間部の農作物が売れることが農業の多面的な機

能の維持につながると考える。 

 

Ⅵ 結論 

 シンガポールなど海外では必ずしも価格の安い

ものばかりが好まれているのではない。高品質、ブ

ランドなど商品に魅力があれば売れる。また、横手

市の農家の例からも手間暇かかった農産物は消費

者の関心をひきつける。したがって、山間部の米や

農産物も価格で競争するのではなく、「生産地は、

山間部である」ということを魅力としてアピールす

ることで販売力のある商品になる。つまり、米や農

作物そのものだけを商品として捉えるのではなく、

生産地、生産過程、生産者の思いなどの「情報」も

価値ある商品として売ることができる。山間部でも

売れる農産物を生産できることで、人々の農業への

意欲を高め、山間部での農業の維持と地域社会の持

続が期待できる。売れる農作物を生産することで、

山間部の耕作放棄地が放棄されることを食い止め、

農業や地域の衰退という問題の解決につながる。ま

た、生態系や土地機能の維持などの環境保全にもつ

ながるといえるだろう。 
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