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今日、日本では農業従事者の減少と高齢化が進んでいるが、その中でも秋田県の高齢化率は最も高くなっ

ている。これは日本だけの問題ではなく、高齢化が進んでいる世界全体に共通する問題でもある。そこで

私たちが提案するのは、若者だけではなく高齢者が従事しやすい農業である。若者が農業に新規参入する

可能性は低いと考える。だからこそ、高齢者も農業をしやすい環境を作ることが大切なのだ。秋田クボタ

や JA 秋田へのフィールドワークにより農業支援スーツの導入で高齢者の身体的な負担を軽減させること

が可能だと分かった。その農業支援スーツの財源は複数の農家が集まって農業を行う農業法人を立ち上げ

ることで農家一人当たりの負担を軽減できる。費用もそれほどかからずに農業支援スーツを購入する事が

できれば、農業従事者数の減少に歯止めをかけるだけでなく、高齢者の働く場所をつくることにもつなが

り、また農業技術の伝承・向上につながる。このようにして、高齢化が深刻な秋田は、これから高齢化が

進んでいく世界の国々の農業モデルになれる。 
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Ⅰ 問題の所在 

私たちがこのテーマで問題としていることは３点

ある。 

 現在日本の農業従事者数の減少と高齢化が問題と

なっている。農林水産省のデータによると、平成 22

年には 260.6 万人であった日本の農業就業人口は、

平成27年には210万人にまで減少している（表１）。

また、秋田県の高齢化率（農業就業人口に限らない）

は日本で最も高い。その高齢化率は平成 26年時点で

32.6％にも及んでいる（内閣府調べ）。 

 

表１ 農業就業人口及び基幹的農業従事者数 

 

単位：平均年齢のみ歳、それ以外は人 （農林水産省） 

 

表２は世界の人口の推移とその予想である。これ

から分かるようにこれから世界では高齢化が進んで

いく。つまり今秋田や日本が抱える農業従事者の高

齢化の問題は世界に共通する可能性のある問題であ

る。 

 

表２ 世界の人口推移と今後の予想 

 

（厚生労働省） 

 

Ⅱ 問題の背景 

日本の農業従事者数の減少と高齢化の原因には農

業に従事する若者が少ないことが挙げられる。図３

から分かるように、60歳未満の新規就農者数は他の

年齢層に比べて低くなっている（図１）。 

農業就業人口 260.6 260 251 239 227 210

   うち女性 130   128 121 114 101

   うち65歳以上 160.5   152 148 144 133

  平均年齢 65.8 65.9 65.8 66.2 66.7 66.4

基幹的農業従事 205.1 186 178 174 168 175

   うち女性 90.3 79.8 74.7 72.9 70.1 74.9

   うち65歳以上 125.3 110 106 107 106 113

  平均年齢 66.1 65.9 66.2 66.5 66.8 67

27年平成22

年

23年 24年 25年 26年

総人口 2,525,149 千人 7,349,472 千人 10,184,290 千人

65歳以上

人口
128,666 千人 608,180 千人 1,844,269 千人

65歳以上

人口比率
5.1 ％ 8.3 ％ 18.1 ％

1950年(昭和25) 2015年（平成27) 2060年（平成72）

資料：UN，World Population Prospects：The 2015 Revision



 

 
（農林水産省） 

図１ 新規農業従事者数の推移 

 

その理由としては、安定した収入が得られないこ

と、農業に慣れるのに時間がかかること、サラリー

マンとは異なり初期投資が平均 690万円かかること

など若者が農業に対してネガティブなイメージを持

つためと考えられる。 

また、特にアメリカ合衆国や日本、イギリスなど

の先進国で高齢化が進んでおり（図２）、これからも

その高齢化は続くと言われている。それは先進国だ

けに限らず、発展途上国でも食糧不足の解決や医療

の充実により、平均寿命が伸びているからだ。 

 

（厚生労働省） 

図２ 主な外国の平均寿命の年次推移 

Ⅲ 研究仮説 

高齢の農業従事者が農業をやめてしまうのは、身

体的に続けられない、というのが大きな理由ではな

いかと考え、私たちはこの課題を解決するために、

農業従事者が農業アシストスーツを使用することを

提案する。 

１ 農業アシストスーツについて 

 農業アシストスーツには、様々な種類のものがあ

る。例えば、装着者にパワーでアシストし、重いも

のでも楽に持つことを可能とする物、装置で体の一

部を支える、または固定して、長時間に及ぶ同じ姿

勢の作業の負担を軽減する物などがある。 

秋田県は、農業でのパワーアシストスーツの活用

に注目し、県がパワーアシストスーツを用いた試験

を行っている。自治体としては初めて、「パワーアシ

ストスーツ」を園芸農家の除雪作業の労働軽減に活

用するため、県は平成 28年度の 9月補正予算案に事

業費 562 万円を盛り込んでいる。2017 年（平成 29

年）１月に、株式会社秋田クボタが農作業中に作物

などの重いものを持ち上げるのを支えるパワーアシ

ストスーツが発売された。 

１つ目の試験は 2017年 2月 9日に秋田県横手市増

田町のリンゴ農園で行われたスーツを着用して、除

雪を行うという実験だ（図４）。 

 

（毎日新聞） 

図４ 除雪に使用されたパワースーツ 

 

秋田県立大学は、スーツ着用者の心拍数からパワ

ーアシストスーツが農園の除雪作業の負担をどの程

度削減できるのか研究した。秋田県立大学の藤井吉



 

隆准教授がデータを採取した。藤井准教授は、スー

ツを着た状態では心拍数の上昇が抑えられる傾向が

あり、体への負担が軽減されていることがはっきり

分かったと述べている。 

２つ目の試験は、2017 年 8 月 30 日に横手市雄物

川町でスイカ農家４人が異なるパワーアシストスー

ツを装着してスイカの収穫作業を行った。このよう

な試験は、農作業の負担を軽減することを目的に、

秋田県が 2016 年から行っている。また、2017 年度

には、スーツを着て重い果物や野菜ケースなどを運

ぶ実験が計画されている。このように秋田県全体で

農業支援スーツの大規模実用化への取り組みが行わ

れ始めている。 

 また農林水産省には、中小企業投資促進税制とい

うものがある。これは、個人事業主（農業者を含む）、

資本 1 億円以下の法人等の方々については、コンバ

イン、トラクターなどの新品の機械等を購入した場

合に、通常の減価償却に加え、30％を特別償却、ま

たは、取得額の７％の減額控除メリット措置が講じ

られるというものだ。国は農業装置とだけ指定して

いるので、農業支援スーツの金額に応じて、県だけ

でなく国からも農業支援スーツ導入への金銭的なサ

ポートを受けられる可能性はある。 

当然、農業アシストスーツを使用するには多額の

費用がかかるが、その課題を解決するためには、農

業の法人化を進めるのが良いのではないか。 

２ 法人化について 

 法人化では、いくつかの農家による組織を作り、

各々の作業を全員で分担し、農業をより企業的に行

うことなどを目標としている。農業の法人化による

メリットは、経営者が経営責任を自覚し、家計と経

営が分離されることで、経営管理が徹底されること、

財務諸表の作成の義務化により、金融機関や取引先

からの信用が増すこと、幅広い従業員の確保により、

事業展開の可能性が広がり、経営の発展が期待でき

ることがある。その中でも私たちが特に注目してい

るメリットは、国からの補助金を得られること、農

業法人に就農することにより、初期負担なく経営能

力、農業技術を取得することができることである。

このことから、法人化による個人の設備費用の軽減

が、農業アシストスーツの費用についての問題を解

決すると言えるのではないか。 

Ⅳ 調査結果 

秋田県内２つの農業法人へのアンケートを集計し

た結果、回答者のうち、ほとんどすべての人が農作

業は大変であると回答した。特に注目すべきは、経

済的理由で農業が大変だというのではなく、農業が

大変な理由に身体的理由を挙げた人がほとんどであ

ったということだ。実は、経済的理由で農業をやめ

る人は、あまりいないのだ。なぜなら、彼らのうち

一人がやめることによって耕作放棄地となった農地

で発生した害虫が他の農地に移ってしまい、迷惑が

かかるからだ。経済的理由で農業をやめるのではな

く、身体的理由で農業をやめるのだから、身体的問

題を解決すれば農業をやめてしまう農家数の減少を

抑えることができるということだ。そこで登場する

のが農業支援スーツだ。その中でも我々は、「ラクベ

スト」に注目した。 

 「ラクベスト」は株式会社クボタが販売している、

長時間、腕を上げての作業を軽労化するアシストス

ーツである（図３）。 

 

 

図３ クボタアシストスーツ ARM-1D 

「ラクベスト」（税込 129,600 円） 

 

これは、パワーアシストスーツとは異なり、上腕

を固定することで、農家の疲労を軽減する農業支援

スーツの一種のことである。これによって、身体的

問題の一部を解決できるのだが、残念なことにあま

り農家に知られていないのが現状である。 

また、フィールドワークの結果、農業法人を作る

ことにより、農業設備費用の負担軽減が可能になる



 

ことが分かり、法人化して、農業支援スーツを使う

ことは、農家が農業をできる期間を延ばし、農業従

事者数の減少を食い止める手段だと言える。 

 私たちが注目した「ラクベスト」以外にもパワー

アシストスーツの導入に向けた取り組みが行われ

始めるなど、農業支援スーツが多くの農家に使用さ

れ、たくさんの農家の負担を軽減することは現実味

を帯びてきている。 

 

Ⅴ 結論 

 秋田県のみならず世界全体で高齢化が進んでい

くのは確実である。日本では、農業従事者数の減少

と高齢化が顕著であるが、若い年齢層の就農もあま

り期待できない状況にある。そこで、農業従事者数

を確保するため、高齢者の離農を防ぐことは現実的

な方策と考えられる。農業法人へのアンケートの結

果やＪＡ秋田でのフィールドワークから、高齢者の

離農の理由は経済的事情よりも身体的事情による

ことが分かった。また、身体的事情を解決するため

に農業アシストスーツが有効であることも秋田県

などの実験からわかった。農業アシストスーツを導

入するための費用も、農業法人化を進めることで解

決できると思われる。以上の事から、法人化による

財源の確保で農業アシストスーツを導入すること

で農業従事者の減少を食い止めるという仮説は実

行可能であると考える。そこで私たちは、この仮説

を日本で最も高齢化率が高く、世界でもトップクラ

スの高齢化率を持つ秋田県で成功をおさめること

で、秋田県はこれから高齢化が進み、農業従事者が

減少する世界の国々のモデルになりうると考えて

いる。この論文がその一歩となることを願う。 
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