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畜産問題のアラカルト（3）

人ロ減少時代の畜産「担い手」問題
村田富夫＊

1．畜産経営のファーミング
　　　　　シンドローム

　人口は「年：歳」とともに変動するものであり，

人口変動は経済に影響し経済変動の要因である。ま

た，経済環境の変化は人口変動を引き起こすもので，

人口数は固定的に規定されるものではなく，歴史・

経済・社会その他の事象と相互依存関係にある。

　ところで，畜産は家畜家禽を飼育して，人間生活

に役立てることを使命としていた時代から，今目は

大きく変質して本誌でも解説したように家畜・家禽

を素材とする生命科学にその学問分野を拡大する

時代に移行してきた。人間の生命とも関連して家畜

の育種・遺伝学，繁殖・生殖学，栄養・生理学，管

理・運動科学等の分野では人間の生命現象に直接関

与するテーマが多くなり，一昔前の畜産とは形式・

実質ともに大きく変質している。とくに，生命科学

の分野においては家畜のDNAさらにはRNAの解

明で医学・生物学等との関連性がますます深くなっ

ている。

　また，昨今ではエネルギー，環境との関連性が強

くなり，食糧確保との競合関係が熾烈になり，ト

レード・オフ関係にも配慮すべき時代になっている。

とくに，エネルギー問題は中東における産油活動に

停滞がみられ，さらに，石油は中国・インド等の開

発段階の諸国での需要量が急増して世界市場にお

ける原油の需給関係は逼迫している。このことから，

米国を初め先進諸国では植物を原料とするバイ

オ・エタノールが石油に代替するものとして注目を

集め，その実用化に着手している。日本においても，

菜種，サトウキビ（沖縄）のエネルギー用途への利

用が研究段階から実用化段階にある。こうしたこと

は，当然人間の食糧さらには飼料との競合関係が熾

烈になり，畜産においても広角的視野から人口減少

問題を考察すべきである。

　われわれの生活の場においてもヒトが病気にな

らない予防策を事前に検討するために，メタボリッ

ク・シンドロームと言う構想がうちだされている。

　畜産の世界においては現状の国内畜産の衰退現

象を糊塗することに汲々としている観がある。が，

現時点の短期的打開策に明け暮れるのではなく，今

後10年さらには50年にわたり老齢化・人口減少は

避けて通れない事象であるので，予防的な方策を念

頭に置いた畜産のメタボリック・シンドローム的発

想で将来展望がなされなければならない。人口減少

時代の到来は30～40年前から分かっていたが，将

来展望に立脚した構想とその対策が立てられてこ

なかった。このことが，今目の少子化と高齢化問題

を深刻化させた直接的な原因があると言っても過

言ではなかろう。

　畜産のファーミング・シンドロームは産業的視点

からはインダストリアル・シンドロームと置き換え

ることができる。この言葉は医学界で用いられてい

るメタボリック・シンドロームを借用したものであ

り，市民権を得た用語ではない。いずれにしても，

畜産のインダストリアルあるいはマネジェリアル

視点からは畜産経営のファーミング・シンドローム

を長期的視点から検討しておくことが必要であろ
う。

　このため，現状の畜産のシンドロームr病態的症

状」を，ここでは畜産業あるいは畜産経営の視点か

ら素描して，畜産の長期展望の一助としたい。人間

のメタボリック・シンドロームは肥満（内蔵脂肪型

肥満）に加えて高血圧・高血糖・高脂血症の三っの

症候群が生活習慣病を規定する因子として重要視

されている。

　畜産の場合は前記のシンドロームに準じて列挙

すれば，国内農業の産業的地位衰退に加えて，畜産

農家数・輸入畜産物・畜産物消費の三因子が畜産の

病態を規定すると考えられる。畜産農家数は畜産を

支える主体として最も基本的な因子であるが，問題

は生産力がともなった畜産農家あるいは経営体で

あるかどうかが重要。畜産農家数という表面的な指

標ではなく，コスト低減が可能で消費者が志向する

＊目本獣医生命科学大学名誉教授（Tomio　Murata） 0009－3874／07／￥500／1論文／JCLS
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安全な畜産物の生産が可能で，さらに多面的機能を

有する畜産農家あるいは経営体がどれだけ育成確

保されるかが問題。

　輸入畜産物については現状における国内での畜

産が衰退する最も大きな要因である。現在畜産分野

で最大の輸入問題は食肉の輸入増大であり，畜産物

の自給率で低いのは牛肉（4割），豚肉（5割），鶏

肉（7割）である。牛乳乳製品の自給率は7割以下

になり低下傾向にある。鶏卵については9割以上の

自給率を維持しているるしかし，飼料自給率は25％

程度であり，四分の三は海外からの飼料に依存して

いる。昨今では粗飼料の輸入が増大しており，酪農

から養鶏部門まで含めて日本畜産の外的素因シン

ドロームは海外からの畜産物と飼料輸入の増大で

ある。

　しかし，今後は逆転的発想で畜産物の海外輸出をド

推進すべきである。まず，高級和牛肉の海外輸出を

増進すべきである。

　畜産物の消費については市場経済下においては

供給と需要の均衡ある発展がなければ，畜産経済は

衰退することになる。したがって，供給主体による

生産確保，消費主体の消費行動により消費が規定さ

れることになる。とくに，消費者の畜産物選択基準

の変化を的確に把握して畜産物消費の持続的展開

を図って行く必要がある。

2．　畜産農家数の激減と畜産
　　　　就業構造の変化

　現在の日本畜産は乳用牛，肉用牛，豚，ブロイラー，

採卵鶏が主体であり，このほか馬，めん羊，山羊，

ウサギ，ミンク，ミッバチ，鹿，アヒルなどの特用

家畜がある。さらには，実験動物を含めると多岐に

わたる部門がある。

　しかし，一般に畜産はウシ，ブタ，鶏が中心であ

り，乳牛，肉牛，豚，ブロイラー，採卵鶏の飼育に

従事する畜産従事者の動向が人口減少の視点から

検討されなければならない。前に詳述したように，

日本人の絶対人口数の減少とくに生産年齢層の人

口減が予想され，産業構造の変化と共に農業従業人

口も減少し，農業就業人口の減少が農業生産額の停

滞と結びっいている。また，農業就業人口の減少は

目本経済の構造変化によるところが大きく，他律的

要因により農業就業人口は規制されるものである。

　畜産就業人口の激減は昭和年代は生産額の減少

に大きく影響するものではなかった。物価水準を考

慮しなければならないが，昭和45年には畜産の産

出額は1億2千万円に過ぎなかった。しかし，昭和

55年には3兆円を突破し／0年間で2．7倍になって

いる。この間の畜産農家数は3百万戸から85万戸

まで減少して25％，四分の一になっている。複数の

畜種を飼育している農家が多く正確な畜産農家数

の把握は困難であるとしても，畜産農家数が激減し

ても国内産出額が倍増しているのは，畜産農家の飼

養規模の拡大によるものである。

　畜産の産出額は昭和58年の3兆2897億円まで増

大し，その後は若干の増減はみられるものの平成2

年までは3兆円を維持していた。これは，畜産就業

者数と直結する農家数の激減に関わらず生産量の

増大もしくは維持が図られた証左である。

　畜産物価格は昭和50年までは急上昇する傾向が

みられたが，それ以降は若干の変動はあるもののお

おむね国内生産物価格は下落傾向にあり，平成時代

になってからは若干下落の速度を早める傾向にあ

る。また，国内生産量も昭和年代の末から平成年代

当初の水準を凌駕することはなく，現状維持さらに

は平成年代以降は減少傾向にある。

　　平成年代以降は海外からの安価な畜産物が大

量に輸入されるようになり，その結果畜産産出額の

減少を引き起こすことになった。一時的な回復はあ

るが，畜産産出額は減少傾向が続き平成14年には2

兆5千億円となり，10年間で5千億円の減少となっ

ている。畜産農家数は平成4年の30万戸から平成

14年の15万戸まで減少し，10年問で半減している。

3．　酪農経営の構造変化と
　　　酪農家数の減少

　（社）中央酪農会議においては，酪農全国基礎調査

を実施しており，平成16年度の結果が公表されて

いる。これは，平成3年度から13年度まで実施し

ていたものが再開されたものであり，酪農の全国的

な動向を把握するためには極めて貴重な資料であ

る。この資料から，酪農の就業構造を中心として分

析を行い，酪農経営農家数の変化を予測する素材と

したい。

　まず，酪農経営者の年齢をみると，　「50代」は

4！．2％を占めており，基幹的農業業従事者は65歳

ii
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以上が54％（平成16年）を占めていることからみる

と，酪農の就業構造は比較的に壮齢者の割合が高い

ことが類推される。参考までに，平成27年におけ

る基幹的農業従事者は63％を占めると予想されてお

り，酪農においても当然高齢化現象は持続されると

想定される。

　酪農経営者の平均年齢は54．2歳であり，40～60

歳代の経営者が83．2％を占めており，40歳代以下の

若齢者の割合が低く，このことは後継者の充足が極

めて緩慢であり，酪農家数の減少を物語るものと想

定される。これを地域的にみると「60歳代」以上の

比率は北海道では1L9％であるのに，都府県では

31．8％であり，都府県の高齢化率が高くなっている。

平均年齢は北海道は50．0歳，都府県は55．7歳であ

り，現状の年齢構成を前提とすれば，都府県におい

ては今後4～5年で平均的には60歳以上の高齢者が

酪農の基幹的労働者にならざるを得ないと想定さ

れる。

　飼養規模の面からみると，規模拡大につれて平均

年齢は低下する傾向がみられる。これは規模の大き

い経営は後継者の充足も順調であり，経営の発展性

が期待される。5G頭未満の平均規模以下の階層では

高齢化率も高く，規模拡大も停滞しているものと推

測される。ただし，100頭規模以上層になると法人

化率の割合が高くなり，経験豊かな高齢の経営者の

比率が高く，平均年齢を引き上げている。

　酪農経営の「担い手」確保の状況から上述のこと

を検証してみると，全国的には酪農後継者が「既定」

の経営は25。9％であり，「未定」のものが42．8％で

ある。後継者が確保されている経営は四分の一に過

ぎず，4割以上の経営は後継者が定まっておらず，

酪農離脱の危険性を孕んでいる。地域的には，北海

道では32．2％の経営は酪農後継者を確保しており，

経営の存続条件を確保していると見なされるが，近

畿・四国の西南暖地においては18～19％であり，8

割以上の経営が後継者不在であり，経営の存続が危

惧される。

　酪農後継者の年齢は平均28．7歳であり，39歳以

下が89．錫と大層を占めている。地域的には北海道

は若年齢層の後継者が多く，30歳以下の比率は北海

道は72．2％であるのに対し，都府県は52．1％であり，

平均年齢は北海道は26．2歳であり，都府県は29．9

歳になっている。このことからも，北海道の後継者

は経営の継承が順調に推移しているものと推測さ

れる。

　なお，酪農経営の中止の理由をみると，後継者不

足・本人の高齢化が53．6％を占めており，次いで病

気・ケガ・災害などが22．6％を占めている。このこ

とからも，酪農の就業人口を確保して安定的な酪農

経営数を維持せしめるためには，後継者対策，ヘル

パー制度の充実等の高齢化対策，病傷・災害時の互

助制度等が極めて重要であり，焦眉の課題になって

いる。

4．畜産経営体数の確保が
　　　　　焦眉の課題

　酪農家数の構造変化については前述の通りであ

るが，畜産農家数についても減少傾向が著しく，実

質的な畜産農家数を確保することが畜産経営と畜

産業安定化の緊急課題になっている。

　農業のr担い手」については，　r品目横断的経営

安定対策」が2007年から実施されるが，これには

個別大規模経営体を目指すr認定農業者」と，地域

や集落の農業者による「農場型経営」を目指す「集

落営農」が含まれる。　「認定農業者」の土地条件は

都府県においては4ha以上，北海道においては10ha

以上と規定され，集団営農集落においても20ha以

上と設定されており，今後の農業経営は一定規模以

上の経営を対象として農政が展開される状況にあ

る。この条件を満たさなければ，価格が暴落したと

きに価格保障政策に基く恩典が受けられず，この他

政府の助成対象外となる。

　畜産経営においても原則としては大規模経営を

対象とした畜産政策が展開されることになるが，畜

産経営は国際競争の場裡にさらされ，畜産農家数は

激減に見舞われ，昭和30年代においてはおおよそ3

百万戸の農家が家畜・家禽を飼育していた。有畜農

業と言われほとんど全ての農家が2～3頭規模なが

ら家庭の厨芥を利用したり，農産物の残渣を利用す

る経営が主体を占めていた。ところが，昭和年代の

末以降は前述のように円高を基調として安価な海

外畜産物が国内畜産物を駆逐し，輸入に依存する畜

産物供給体制が構築された観がある。とくに，畜産

経営にあっては飼料自給が放棄されてきた経緯が

あり，土地条件のみで今後の「担い手」を規定する

ことは困難であろう。
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　平成18年時点の農家戸数・総頭数・一戸当たり

飼養頭数（羽数〉と総頭数（羽数）をそれぞれの指標

が最大であった時点を100とする指数でみれば，戸

数は5～8割に激減したが，一戸当たり飼養規模（羽

数）は2～5倍に増大している。しかしながら，総頭

羽数は平成年代に移行して停滞あるいは減少傾向

にあり，家畜・家禽の総頭羽数が減少することは産

業としての規模の衰退を意味するものである。晶質

向上により生産額の増大を図る途も残されてはい

るが，全体的な産業規模の増大を実現することは困

難であろう。

　畜産農家数は総頭数が減少傾向に向かうに従っ

て減少速度を加速している。1980年（昭和55年）以

降から1996年（平成8年）を計測期問とした戸数減

少傾向と，頭羽数の最大年次から平成18年までの

計測期間を基礎とした予測結果から類推すれば，最

近年次の戸数減少の速度は加速される状況にある。

このままでは目本畜産は産業規模として縮小して，

衰退の域が到来する危険性を孕んでいると言えよ
う。

　（社）日本養豚協会の養豚経営動向調査（平成18年

8月1目現在）によれば，子取り用雌豚の経営別の頭

数割合では一貫経営が89．6％と9割近くになってい

る。飼養規模では子取り用雌豚1，000頭以上層が

30．5％と最も多い階層であるが，飼養戸数では50頭

以上100頭未満層が24．1％と最も多い。1，000頭以

上層は2．3％と最も少ない階層である。このように，

頭数と戸数の二極化が激しく，大規模層の戸数増加

が可能かどうかが産業としての養豚の将来を規定

することになろう。

表1畜産農家数・総頭数・1戸当たり頭数

［酪農］　　平成18年　　18年／4年

　戸数　　　26，600戸　　　48．30％

総頭数　　　1，635千頭　　　78．5

頭／戸　　6L5頭　　127，8
［肉用牛］　　平成18年　　18年／6年

　戸数　　　85，600戸　　　46．4

総頭数　　2，755千頭　　　92．7

頭／戸　　32．2頭　　 200

［養豚］　　平成18年　　18年／元年

　戸数　　　　7，800戸　　　　72．2

総頭数　　　9，620千頭　　　8L1

頭／戸　　　1，230頭　　　520．3

［採卵鶏］　　平成18年　　18年／10年

　戸数　　　3，610戸　　　　27．8

総羽数　　136，916千羽　　　94．2

羽／戸　　　37。9千羽　　　140，4

［プロイラー］　平成17年　　17年／昭61年

　戸数　　　　2，652戸　　　　39．3

総羽数　　102，520千羽　　65，8

羽／戸　　　38．7千羽　　　167．5

資料：農林水産省「畜産統計jより

　酪農家数，肉用牛戸数，養豚家数，採卵鶏戸数に

ついては’80年～’96年（ブロイラー戸数は791～

’96）を計測期間として，畜産農家戸数を対数変換に

より予測した結果は表2に示すとおりである。5畜

種の総数を畜産農家数と考えれば予測値より実現

値が小さく，畜産農家数は予測以上に減少している

ことがわかる。しかし，個別に検討すれば，採卵鶏

については調査対象が1，000羽以上になったり，養

豚については非営利的な事業所は調査対象から除

外されたり，厳密には連続性が保持されていない。

しかし，畜産農家総数は予想以上に減少しているこ

翻
綴…

表2　1980～1996を期間する畜産農数の予測結果（単位二千戸）

（実現値） 予測値→

酪農

肉用牛

養豚

採卵鶏

ブ財ラー

計

（2000）

33．6

116，5

11，7

　4．9

　3．1

169．8

（2005）

27．7

89．6

　8。9

　4、1

　2．7

133．0

2000

33．3

135．6

10。2

　4．9

　3．0

187．0

2005

24．6

104．6

　5．1

　3．4

　2．3

149．0

2010

18．1

80．7

　2．6

　2，3

　1．8

105，5

2015

13．3

62．3

　1．3

　1．5

　1，3

79．7

備考：「畜産の研究」第51巻第6号（1997年）村田：目本畜産の存立基盤（2）参照

「、1
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表3　頭羽数規模最大時点～2006を期間とする
　　畜産農数の予測結果（単位＝千戸）

2010　　　　　　2015　　　　　　2020　　　　　　2025 2030

酪農

肉用牛

養豚

採卵鶏

ブロイラー

計

24。1

79．3

4．7

3．2

1．7

113．0

18．8

57．8

2．7

1．3

1．3

81．9

14．7

42。1

1．6

1，0

1．0

60．4

11．4

30．7

0，9

0．8

0，8

44．6

8．9

22．4

0．5

0．6

0．6

33．0
備
1：計測期問は最大頭羽数年時点から平成18年（プロィラー17年）まで

2：戸数を対数変換して基準値に置換して計測（表2．に同じ）

3：R2＝酪農＝0．98，　肉用牛：0．988，養豚10．954，ブロイラー：0．978，

採卵鶏：0．991予想戸数＝定数一係数×西暦年数（R2）

とが実証されている。

畜産経営は畜産物の単品生産を主とするもので

あり，乳肉複合経営も存在はするが，統計上はどち

らかの経営に区分されるものとする。過去の推移を

延長した予測結果は誤差は大きいが，この傾向が持

続すれば畜産農家総灘は2010年代は100千戸程度

と考えられる。2030年時点では30～40千戸となり，

養豚，採卵鶏，ブロイラー経営は千戸を下回る状

況に激減することが危惧される。

表4　最大の畜産農家数と飼養羽頭数・年次

図1．～図5．畜種別の戸数・頭数の推移

戸数（千戸）
120
『
U
Q

lOO

90

80

70

60

50

40

年：119万人）と見通している。

　総農家数は平成27年には2！0～250万

戸（16年：293万戸）となり，効率的かつ

安定的な農業経営である家族経営は

33～37万戸（16年：43万戸），法人・集

落営農経営は3～5万戸となり．うち集

落営農経営は2～4万戸，法人経営は1

万戸を見通している。

　また，r効率的かっ安定的な家族農業

経営及び集落営農経営」の経営形態の展

望（平成27年）では，酪農では北海道1

万戸程度，都府県1万戸程度，肉用牛

は1万戸程度が見通されている。

　　　　　　　　　　　　参照・

頭数（千頭）

30

20

2200

2100

2000

1900

1800

1700

最大飼養　　　　最大飼養

農家数（千戸）　頭羽数（千頭・羽）

　　　　　　　　　　　　　　16GO’80》82’84’86レ88｝90　’92”94’96　98　00ン02’04”06

　　　　　　西暦

図1酪農戸数・頭数の推移

肉用牛

乳用牛

豚

採卵鶏

ブロイラー

2，319（31年）

　418（38年）

1，025（37年）

2，807（40年）

21，754（39年）

2，971（06年）

2，111（60年）

11，866（01年）

198，443（05年）

155，788（61年）

資料：農林水産省生産局r食肉関係資料」より

注）

1：肉用牛の最大飼養農家数は役肉用牛時代の
数値と想定される。

2：採卵鶏の最大飼養農家数は対象となる羽数規
模が年度で異なる。

　参考として，農林水産省「年齢階層別農業従事者

数の見通」（平成27年・試算）とr農業構造の展望」

（平成27年）により，農業就業者と農家戸数の見通

しを検討してみよう。

　販売農家の基幹的農業従事者は平成27年には

146万人（16年：220万人）となり，内訳として39歳

以下は10万人（16年：1！万人），40～64歳は45

万人（16年：89万人），65歳以上は90万人（16

戸数（千戸）

400

350

300

250

200

150

100

50

　80　82

頭数（千頭）

0

、　、

、

』 月麹軸
、 頭数（右軸）

軸　』

■　■

’80’82P84’86’88 90　92’94 96 98　00 02　04　0684 8688 90 92

西

94

暦

96 98 00 02

図2　肉用牛戸数・頭数の推移

04

5．新規就農者数の
推移と畜産農家数

06

3000

2700

2400

2100

　年齢別の農業就業者数の構成割合は，農業センサ

スでは5年毎に公表されている。これによると60

歳以上は増加傾向にあり，昭和53年には26．8％で

あったものが昭和年代の末の63年には55．2％と5
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割を越え，さらに平成12年には70．8％まで増大して

いる。50～59歳では昭和60年までは僅少ながら増

加がみられたが，それ以降は減少して平成12年に

は12．1％となっている。3G歳～39歳および40～49

歳では構成割合は減少しており，マイナーな階層に

なっている。このように年齢的に最も生産性が高い

と想定される階層の割合が低いことは，就業構造上

生産力を高めるために障害になるものと予想され

る。

戸数（千戸）
150

100

50

　
、

￥
戸数（左軸〉

国　一　一
頭数（右軸）

一、
、

、
、　陶　触

　　　　陶　ロ　曹　0■　馳　．　，

頭数（千頭）

　12000

11000

10000

　　　　　　　　　　　　　　　　　9000’80，82　’84　，86　P88　，90’92　，94　，96　P98　，00’02　，04

　　　　　　　西　暦

図3養豚戸数・頭数の推移
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　　　　　　　　　西　暦
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4500
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図4　ブロイラー戸数・羽数の推移
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図5採卵鶏戸数・羽数の推移
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　しかしながら，16～29歳の割合は，昭和時代は構

成割合が低下していたが，平成時代になり増加傾向

がみられる。これは，このような傾向が持続すると

すれば将来の農業就業構成の面で若年齢層の比率

が若干ながら回復することが予想され，現在のよう

な極端な高齢者のウエイトの高い就農構造が超長

期的には僅少ながら是正の方向に向かうことも期

待されるが，夢物語であろうか。

　新規就農者の推移を農林水産省r農業構造動態調

査・農業センサス」からみると新規就農青年（39歳

以下）については，平成2年では4．3千人であった

が平成15年には11。9千人まで増加している。この

うち離職就農者が9。7千人であり，新規学卒就農者

は2．2千人に過ぎない。したがって，離職者就農の

割合より新規学卒就業者の比率を高くする努力が

必要である。

　参考までに，中高年（40歳以上の離職就農者）は平

成2年には11．4千人であったが，平成15年には

68．3千人になっている。こように，現状においては

新規就農者は中高年の離職者による新規就農が主

体である。したがって，畜産部門への離職者の就農

機会を増やすためには，観光・販売部門への就農を

含めて，中小家畜の飼育を手始めに行うことも考慮

すぺきであろう。

6．畜産経営体数の維持確保対策

　畜産農家数は前述のように傾向としては，人口減

少を背景とする農業就業者数の減少と呼応して，ま

た畜産の産出額構成比率の低下により畜産農家数

の減少が持続することが予想される。畜産農家数の

減少を一経営当たり飼養規模の拡大により総頭羽

数が確保されれば産業としての衰退は免れる。たし

かに，一戸当たりの規模拡大が昭和時代末から平成

時代に移行する時点までは，総飼養頭羽数の確保は

畜産農家数の減少があっても償うものであった。し

かし，畜産農家数の減少速度が規模拡大のテンポを

上回り，総飼養頭羽数が減少する事態を引き起こす

ことになった。目本畜産の一戸当たりの飼養規模は

畜産先進諸国と比較しても遜色はなく，土地面積の

狭隆などによる畜産公害が顕著になること等から

無制限な規模拡大は困難であろう。したがって，畜

産業の維持のためには「担い手」の確保を土地面積

に基礎を置いた認定農業者対策とは別途の視点か
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ら構築すべきである。

　それは，「認定農業者」の基準を土地面積ではな

く，多角的視点から家畜家禽飼養頭羽数を加味した

輸入飼料依存型大規模畜産，耕種農業と畜産業の連

携による資源循環型畜産，未利用資源活用を目的と

した非営利的畜産，環境保全型畜産等の多様な経営

体の育成を図ることが焦眉の課題になっている。と

くに，未利用資源，環境保全の視点からも食品残渣

利用を積極的に進めるべきである。また，高齢者対

象の中小家畜飼養の復活と飼料自給を可能とする

放牧を取り入れた畜産の推進を考慮すべきである。

いずれにしても，畜産農家数の減少は今後とも続く

ことが予想され，新しい畜産の「担い手」の育成を

図らなければ畜産業の衰退が危惧される。

　畜産就業者数の減少に対応すべく，畜産分野にお

いても外国人研修・技能実習制度に名を借りて，比

較的低い賃金水準で働く外国人研修生が国内の畜

産現場で人手不足を実質的に補完する機能を果た

してきた。しかしながら，研修内容や賃金の未払い

問題さらには労働条件に対する不満等が新聞紙上

でも取り上げられ，不正雇用の温床になり，外国人

研修制度の改正が検討されている。

　今後は特定技能労働者として受け入れる方向に

あるが，畜産分野においても単純労働者を含めて，

一定の技能をもち日本語についても摩擦を起ごさ

ない程度の語学力を条件として，今後とも海外労働

力の活用を図るべきであろう。このため，目本の大

学等において外国人を教育する多様な途を開くべ

きであり，さらには畜産業を継承する方途も長期的

視点から検討すべきであろう。

　さらには，畜産経営者が海外進出のr場」を求め

て，開発輸入を加味した畜産業の展開をグローバル

に考えることが必要である。その先例はすでに「バ

ナナ」等の作目では展開され，目本市場に目本の農

場名を付したrフランド・バナナ」等が店頭に現れ

るようになっている。畜産部門においても肉牛にお

いては目本の牧場名を付した商品が散見されるよ

うになっている。このように，他の畜産物でも世界

的展開を図るべきであろう。

　また，畜産の経営形態についても高齢者の就業の

場として活用するために，ロボットの活用または放

牧等を取り入れた軽労働で就農出来るような畜産

経営形態の育成を図る必要がある。

　さらに，畜産企業形態も多様化して生産の現場の

みが畜産経営であると言う考えから脱却して，販

売・観光その他の面で多様な展開を図ることが高齢

者・女性労働力の有効活用の面からも推奨されるべ

きである。

　なお，参考までに今後の畜産農家の安定化に寄与

すると考えられる家族経営協定の締結状況をみる

と，全締結農家数は平成13年で17，200戸である。

そのうち畜産農家は12．5％の2千戸程度であり，全

締結農家数の家族締結割合の増加率より畜産農家

は実質では若干増加しているが，割合は低下してい

る。したがって，畜産農家数の維持には家族経営と

しての安定化策として家族協定の推進等について

も配慮すべきである。

7．畜産経営体の維持と
　畜産発展のドクマ

　農林水産省では，自営業者と法人の営農就農の促

進策を講じており，円滑な就農を援助するために全

国・県・市町村段階でそれぞれ情報の提供，農業体

験の斡旋，相談会を開催している。この他，技術指

導，資金貸し付け，リース農場の斡旋，法人の雇用

研修等の支援を行っている。

　畜産農家数の減少は人口減少とくに農業就業人

口の減少と併進することは避けて通ることはでき

ない歴史的ドクマとして受け取らざるを得ない。

　しかし，実質的にいかに畜産の維持発展を図って

行くかが克服すべき課題である。この場合，畜産の

維発展を図ることは量的な拡大を意味すると言う

事ではなく発展の質的転換を意図するものでなけ

ればならない。たとえば，家畜家禽飼養頭羽数の拡

大が畜産の発展であると考えるのではなく，また畜

産物の量的拡大が畜産発展のメルクマールである

とするものでもない。

　すなわち，畜産発展のパラダイム転換が必要な時

代になっている。たしかに，社会の進展のためには

一定の量的発展が必須であり，現政府では実質年率

2～3％の経済成長を目標としており，このことに

よって名目の勤労者の所得水準が上昇することに

なると期待している。経済成長は実質的な生産性向

上による面と就業者数の増減により大きく左右さ

れるが，名目の経済成長は価格上昇による面の意義

も無視できない。
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　したがって，畜産の発展と言う場合も実質的な発

展と名目的な発展が考えられるが，名目的な発展は

畜産物価格の上昇に起因するところが大きい。とく

に，現状の社会経済の動きとしては市場における需

給関係が今までとは違った論理で動くようなって

いる。このため，畜産物価格はどの様な論理で価格

が決定されるかを検討しておく必要がある。これに

は種々の要因が介在しているが，最も重要なことは

消費者の健康意識と安全・安心に対する認識の程度

を最も重視すべきである。これは，BSE問題に象

徴的に表れている現象である。

　つぎに，上記と重複する点もあるが，実質的畜産

の成長をどのように考えるかと言うことである。

　これは人口減少すなわち畜産就業者数の減少と

直決する問題であるが，畜産農家数の減少をどのよ

うにカバーするかと言う問題でもある。それは，こ

れまでと同じ論理で畜産の発展を考えることに通

ずるが，このためには畜産規模の拡大と生産性の向

上による量的拡大を同時に図ることである。

　一般企業においてはrトヨタ」のような世界的な

巨大企業から大企業，さらには大多数を占める中小

企業，この他町工場に代表される家族的零細業まで

混在している。畜産業にあっても，市場経済が貫徹

されるにつれて畜産の巨大牧場も見られるように

なり，今後株式会社の畜産部門への進出が進むにつ

れて巨大牧場あるいは大規模畜産の比率が増大し

てくることが想定される。このような畜産の規模拡

大により生産性も生産量も拡大するが，このような

大規模畜産の進出を促進するためには土地規制の

緩和，株式会社の参入など制度面の変更が必要であ

る。しかしながら，それには限界があろう。とくに，

畜産公害など環境面の規制が大きい。

　したがって，多様な地域に適合した範囲の経済性

を追求できる小規模の面としての畜産経営の展開

が必要である。地産地消，身土不二にも通じフード

マイレージ，バーチャル・ウオーターを最小化し，

延いては自給率の向上を可能にし，さらにはスロー

フードによる消費者自身の生活の見直しにも直結

する。

　このような多様な畜産を構築し，さらには収益性

を犠牲にしても，これからはrゆとりのある畜産経

営」が多くなり，畜産経営の質的変化を考慮した畜

産の形態と規模を考えるべきである。

　それには，

　（1）耕種農業等との連携を考慮した畜産の推進

　（2）放牧を主体とした粗放的畜産の推奨

　（3）ブランド畜産品の地場生産の拡大

　（4）粗飼料利用率の高い（新〉家畜の導入

　（5）食品残渣を有効に利用する環境重視畜産の推奨

　（6）主婦労働と家庭残渣を活用する地縁的飼育

　（7）輸入畜産物のトレイサビリティの徹底

　（8）海外からの安定的な畜産労働力の活用

　（9）海外への牧場進出の推奨

　（10）観光牧場によるヒトと自然との融合

　などにっいて考慮すべきである。

　個別の課題についての説明は省略するが，基本は

これまでとは違って効率・生産性追求一辺倒の考え

方から脱皮することである。現状では収益性が犠牲

にされる面もあるが，短期的な収益性を度外視する

畜産就業者も増えてくるものと想定される，また情

報の非対称性を除去し，消費者も新しい価値基準に

より商品が選択されるようになれば，収益性も後か

ら着いてくることになろう。当面は，直接支払い制

度の充実等により収益性を保障し，新しい畜産の芽

を削ぐことのないよう行政的にも施策を充実すべ

きである。

　いずれにしても，畜産の分野においても生産者と

消費者が一体となって生活のあり方を見直し，r命」

を守り健康を増進する食のあり方を考える組織を

全国展開することが焦眉の課題である。

〔補足：将来推計人口公表二平成18年12月20目］

　目本人の将来推計人口は国立社会保障・人口問題

研究所から公表されており，前回の推計は02年で

あった。推計には種々の前提事項があり的確な将来

推計は困難ではあるが，今回は前回の推計値とは異

なる点が種々みられる。畜産農家の将来予測に当

たっても参考にすべき点があるのて，蛇足ながら補

足しておくことにする。

　大きく異なる点は出生率の低下であり，合計特殊

出生率（女性が生涯に産む子どもの数）の50年後の

見通しは02年の前回の推計値1．39から1．26と大

幅に低下し，人口減少が加速化し目本の総人口は46

年（平成62年）には1億人以下となり，高齢化率は

倍化して55年には40．5％になると見通している。

　将来推計は種々の前提事項のもとに推計したも
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ので，出生率についても中位仮定1．26，高位仮定

L55，低位仮定では1．06になっており，低位と高

位では0．49の差があり，誤差の範囲から大きく逸

脱することになろう。rへ

　55年（平成67年〉における人口構成比率について

老年人口の比率が高位仮定では43．4％であり，生産

年齢人口の比率は50．1％である。労働人口の減少と

高齢者（老人）の急増（02年135。7％）が社会活動の停

滞を引き起し，これが畜産の生産活動および消費活

動にどのような影響を及ぼすかを予測しておくこ

とが必要であろう。生産年齢人口の構成割合を都道

府県別にみると農業県の割合低下が大きい。とくに

南九州の低下が大きく，農業の「担い手」不足の加

速が人口推計の点からも危惧される。

　推計の基本的枠組みは平成17（2005）年までの実

績データに基づき，コーホート要因法で統計的投影

法によるもので，将来の社会・経済・政治的変動等

により推計値は大きく変化することが考えられる。

将来推計値にあまり翻弄されることは問題である

が，公的機関から公表されると社会的に大きな関心

を呼ぶことになろう。

農業畜産情報

チーズ事業拡充3年間で237億円畜酪対策決定

　政府・与党は3月8目，2007年度畜産・酪農

価格と関連対策を決めた。焦点だった加工原料

乳生産者補給金の対象になる限度数量は，元窟

より万トン減の198万トンとした。～方で，需

要の伸びるチーズや生クリーム，発酵乳向けの

r生乳需要構造改革事業」を拡充。3年間で42

万トンの生産拡大を支援する総額237億円の予

算を確保した。加工原料乳の補給金単価は1キ

ロ10円55銭で，現行より15銭引き上げる。肉

用子牛保証基準価格や食肉安定価格など畜産物

価格はすべて据え置いた。

　加工原料乳の補給金単価引き上げは5年ぶり。

限度数量の削減は3年連続。200万トンを割り

込んだが，補給金単価の引き上げ分と需要構造

改革事業の大幅拡充で，財源規模では現行を上

回る結果になった。

　事業の柱になるチーズ向け生産の拡大は，大

手乳業3社の工場が新設・増設する北海道が中

心。政府・与党は稼働が始まる07年度は8万ト

ン，08年度は21万トン，09年度は13万トンの

合計42万トンの拡大を見込んで予算を組んだ。

　都府県の生乳需給改善対策では，04年度から

続けてきた不需要期対策に代わり，発酵乳や乳

飲料向けの生産拡大を進める事業に4億8200

万円を確保した。

　生乳需給対策と並んで焦点だった飼料価格高

騰への対応では，既存事業を組み替えて「国産

飼料資源活用促進総合対策」（予算14億円）を設

ける。耕作放棄地への牧草作付やコントラク

ター（農作業受託組織）の飼料生産を支援する。

飼料購入資金の融資に利子補給するr家畜飼料

特別支援資金」（融資枠450億円）も創設する。

　牛海綿状脳症（BSE）で感染物質がたまりやす

いとみられる背骨（せき柱）を食肉センターで取

り除く際の費用を助成する特別対策（1頭600

円）は6億5000万円を確保した。

　農水省は同目食料・農業・農村政策審議会畜

産部会に07年度畜産物政策価格を諮問し，同部

会は諮問通り答申した。
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