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農業経営支援のための助成金の制度と機能に関する考察

一固定資産調達に対する助成金の非効率を視点としてー

伊庭治彦(神戸大学大学院農学研究科)

A Study on the Negative E旺'ectof Subsidies on Farm Businesses 

Haruhiko Iba (Kobe University) 

This study aims to present the negative effects of 

subsidies that support farm businesses under a 

rapidly changing farm environment. First， subsidies 

are categorized into three types depending on their 

pぽpose:subsidies supporting preparation cost， those 

supporting initial investment， and those supporting 

variable cost. Second， a case study of small family 

farm in the US is adopted to discuss this issue. The 

conc1usions of this paper are as follows. First， subsi-

1. はじめに

本研究が立脚する基本的な問題認識は，個別農業

経営や種々の事業体(以下では，これらをまとめて

便宜的に「農業経営」とよぶ)を支援するための助

成金制度に関わるこつの非効率化である.すなわち，

第一に，一定の条件をクリアした受益者に対して一

律的に助成金を交付するという条件型助成金の，行

政機関の農業関連予算が減少する中での非効率化で

ある.受益者当たりの助成金額が縮小すれば，制度

の効果が急速に低下することは自明である.第二に

農業経営を取り巻く環境の変化の速度が増す中での

施設・機械の導入資金の一部を助成するというハー

ド導入に対する助成金(以下， I初期投資助成型」

という)の非効率化である 1) 初期投資助成型は，

助成対象である施設・機械の稼働率の維持が求めら

れることから，環境変化への対応速度を鈍くする側

面を有している.

以上の助成金制度の二つの非効率化に関して，前

者に関しては助成金制度の競争化の視点から，後者

に関しては変動費に対する助成へのシフトとその活

用方法の視点から，それぞれ接近することが有効と

考える.
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dies that are used for various pu叩osescan be 

effective， depending on the ability of the beneficiaries 

to promote their new operations. Second， subsidies 

that are used to support initial investment as that 

on machines or facilities may have a negative effect 

on the farmer's ability to adapt to a change in the 

environment. Finally， subsidies supporting variable 

cost are expected to work effectively. 

前者の非効率化に関しては別稿とし，本研究では

後者の初期投資助成型に関わる非効率に焦点を当

て，農業経営が新たな事業に取り組む場合の支援の

あり方に関して，米国における事例から検証する.

米国の事例を用いる理由は，第ーに，助成金(グラ

ント)を獲得・活用して農業者が新たな事業に取り

組む場合，我が国に比して事業内容の柔軟性が高い

からであり，農業者による計画策定が重要となるか

らである 2)

第二に，助成金の競争化が進んでいる国であり，

助成金制度に関する総合的な比較を行うためであ

る.米国の農業者が助成金を活用して新たな事業に

取り組む実態を検証することは，我が国の農業経営

支援のための助成金制度のあり方を検討する上で貴

重な視点を提供するものと考える.

なお，農業補助金の非効率については， とくに，

生産物の価格支持制度や生産費補償制度が園内市場

に及ぼす影響や国民の厚生に与える影響の視点から

多様な分析モデルが国内外で提示されてきた.本研

究に関連する補助金としては，圃場整備事業に関わ

る影響が検討されている 3) ただし，これらは社会

的厚生を視点とするものであり，補助金の受益者で
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ある農業者自身の経営に生じる影響を取り扱っては

いない. この点で，本研究は農業補助金に関して新

たな視点から接近するものであり，適正な補助金制

度の構築に資することにおいて意義を有する.

2.ハード導入に対する助成金の非効率

農業経営が成長・発展を図るために新たな事業に

取り組む上で，初期投資や事業が軌道に乗るまでの

運営費といった資金負担が問題となる.したがって，

当該事業が地域農業や地域社会の活性化に直接的な

効果や正の外部性をもたらす場合には，農業経営の

取り組みを支援する制度が望まれる. これまでは，

主に機械や施設を導入するための初期投資に対して

政府および地方自治体により直接的な助成がなされ

てきた.助成金の主要な目的は， これをブースター

として事業の開始を後押し事業の安定的継続を支

援することである. しかし，このような助成金に依

存して取り組まれた事業の全てが順調に展開してい

るわけではないのは周知のことである.事業の継続

が不安定なものとなるのは，次のような構造的な問

題に起因する.すなわち，第ーに，実態よりも過大

な事業計画が策定されやすいことがある.その要因

として，助成金を獲得するためには一定の受益面積

条件を満たさなければならないこと，事業参加者の

機会主義的行動 4)が起こった場合には事業計画どお

りに事業量を確保できないこと，事業拡大時に追加

的に助成金を得ることが困難なこと等がある.第二

に，その結果，事業開始後に当初予定していた事業

量を得ることができなければ適正な減価償却費の積

み立てが困難となり，導入した機械や施設の更新あ

るいは事業自体の継続が不可能となる.第三に，税

務会計により事業管理を行っている場合には 5) 助

成金により圧縮された減価償却費分を内部留保する

ことの意識が薄くならざるを得ず，第二の状況を深

刻なものとする.

さらに悪いのは，採算性が改善される目処が立た

ない場合でも，往々にして借入金により事業の維持

が図られ負債が膨らみ続けることである.その主な

要因として，公的な助成金を活用して固定資産を調

達した場合には，事業の縮小や中止が極めて困難な

ことがある 事業から撤退した場合の「助成金の返

還」という模(くさび)が，不採算事業を負債の増

大とともに延命することになる.事業開始時に大規

(52 ) 

模な固定資産を導入するための投資を行うことは，

それに見合う事業量を確保することにより平均生産

費を低下させる.しかし同時に下方硬直的な事業

構造を招くことにより，環境変化に対してのリスク

を高めることになる.

以上のことは，公的な助成金により固定資産を調

達した事業が不採算化した場合，最悪の事態が構造

的に生み出されることを説明する.地方自治体が追

加的な支援を行う場合があるが，抜本的な改善策が

無い限り赤字の垂れ流し構造を温存するだけであ

る.事業が不採算化した場合，事業内容の変更や撤

退を含めた機敏な経営行動が必要である 農業経営

が直面する環境変化の速度が増している今日 6)，初

期投資型助成金の非効率化は高まっており，その低

減を図る助成金制度のあり方が求められている

3. 助成金制度の類型化と比較

従来の初期投資助成型にみるこのような非効率

は，事業毎に程度の差はあるにしても不可避的なも

のであろうか.あるいは，このような問題を引き起

こす要因を抑制し非効率を低減するためには， どの

ような助成金制度が有効であろうか.

初期投資助成型とは異なるタイプの助成金制度と

して六次の二つのタイプを区分することができる.

一つ目のタイプとして，事業開始の準備のための費

用に対する助成金がある(開業費に類する費用に対

する助成であることから，以下では「開業費助成型」

という).例えば，農村集落が集落営農の形成に取り

組む準備に対する助成金として「集落営農法人化等

緊急整備推進事業」が用意されている.啓発活動の

ための会議や研修会の開催費，資料作成費，展示圃

場の設置費等が一般的な助成金の使途である この

ような開業費助成型は事業開始前の事業参加者の動

機付けや総意の形成を目的とすることから上述した

非効率は起こりにくい.ただし，新たな事業への取

り組みにおけるブースターとして機能するか否かは，

受益者の事業推進に関わる力量が大きな要因となる.

もう一つのタイプとして，使途の制限が緩やかで

年度毎の変動費に補填する助成金がある(以下では

「変動費助成型」という).例えば， I農地・水・環

境保全向上対策jにおける共同活動支援交付金の使

途は，事業の実施に必要な資材や材料，機械等の直

接的な費用や事業参加者の日当等と幅広い.さらに

F 
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当該年度の活動に対する助成金を，年度をまたがっ

て使用できるなど柔軟な活用が可能である. このた

め，事業を始めるに当たってのブースターとしての

機能も高い評価を得ている 8) また，当向上対策の

性質上，大規模な機械や施設の導入が不要なことも

あり，初期投資助成型にみる非効率は起こらない町.

ただし，助成金の使途の制限が緩やかなことは，短

期的な視点や場当たり的な目的・用途に向けられる

可能性を有することでもあり，別の種類の非効率が

生じることになる.

なお，機械・施設の導入に対する変動費助成型に

よる支援として，例えば「担い手経営展開支援リー

ス事業」がある.年々の機械使用(リース)料金に

対する助成金であることから変動費助成型といえ，

年度毎の事業量に応じた機械・施設の利用による柔

軟な事業展開が可能となる 10)

助成金制度が有効に機能するためには，受益者が

取り組む事業と助成金の活用方法のマッチングが重

要となる.事業運営を軌道に乗せる過程において助

成金を如何に活用するかという視点から，助成金制

度のあり方を検討する必要がある.

以上，本研究の問題認識に沿って助成金制度を三

つのタイプに区分し比較した.その結果を表 lによ

り整理する. 11.開業費助成型Jは，新たな事業

を推進するための計画や準備に要する費用を助成す

るものである.通常， 1 ~ 3年を目処に助成が行わ

れる.事業に直接必要となる費用を助成するもので

はないことから，受益者の負担を軽減する機能は無

い. したがって，ブースターとしての機能は助成金

を活用する能力によって大きく左右される.

Ill. 初期投資助成型」は，機械・施設の導入の

ための初期投資を助成することにより受益者の資金

負担を軽減し，ブースター機能は高いといえる.助

成は単年度に行われるが，その後，導入した機械・

施設の耐周年数に渡って評価されることから事業展

開の自由度が制限されやすく，本研究が問題として

いる非効率が生じる可能性が高い.

1m.変動費助成型」は，固定費以外の変動費を

対象とする助成金である.助成の期間は，単年度~

複数年度と様々であるが，特徴的なのは，長期にわ

たって回収する固定費への助成ではなく，年度毎に

発生する費用への助成だということである. このた

め，受益者の資金負担を一定程度軽減することで

ブースターとして機能すると同時に，事業展開の自

由度も確保されることになる.

4.事例分析

本研究が事例とするのは，カリフォルニア州ケイ

ベイパレーにおいてメイン夫妻(ジェフ氏，アニ一

氏)が経営するグッドヒューマスプロデユース農場

(以下，1GH農場」という)である.GH農場は20エー

カーの圃場に 30種類の野菜， 12種類の果物，その

他に花井やハーブを作付けており，またドライフ

ルーツやジャム，ゼリー等の農産加工も行っている.

販売先は数カ所のファーマーズマーケットでの販売

や CSA事業等といった直売を主とし，その他に生

協や卸売業者への販売を行っている.また，地域内

の農場が協力するために形成された組織であるケイ

ベイバレーグロウン(以下， ICVGJ という.)に

加盟し，共同事業であるファームショッフ。への出資

およびその運営に参加している. これらに加えて，

GH農場は有機農産物の生産・販売をとおして地域

社会との関係形成に取り組むとともに，社会貢献を

実践している.例えば，ファーマーズマーケットの

運営や，地元の高校や大学における環境保全や持続

的農業に関するカリキュラムやプロジェクトにボラ

ンティアとして協力・活動を行っている.

GH農場では，これまで単独あるいは他の農場と

表 1. 助成金のタイプ別比較

助成金タイプ 支援の対象 助成年数と評価年数 事業展開の自由度 受益者の資金負担 ブースター機能

I 開業費助成型
事業推進のための 短期間助成

高 高 高~低
開業費支援 単~3 年

E 初期投資助成型
機械・施設の導入 単年度助成

低 低 高
支援 長期評価

E 変動費助成型
事業運営の変動費 単~複数年度助成

高 中 高~低
支援 単年度評価

( 53) 
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共同して新たな事業に取り組んできた.その中でも，

助成金の活用と関係のあるファームトゥスクールプ

ログラム(妻のアニ一氏が担当)とファームショッ

プ事業の 2種類の取り組みに着目し，助成金の活用

と事業運営のあり方を検証する.

(1)ファーム卜ゥスクールプログ、ラムへの取り組み

ファームトゥスクールプログラム(以下， iFTS 

プログラム」という)は，農場と学校の直接的な関

係を形成することにより，生徒と農場，さらには地

域社会のそれぞれに有益な機会を創出しようとする

活動である.活動の内容は，学校給食への農産物の

供給，地域社会と農場の協力による食に関するイベ

ントの開催，生徒の農場体験，食物残溢のリサイク

ル運動，園芸カリキュラムの実施と多様である.

GH農場は小・中学校の生徒のための農場体験ク

ラス(以下， iFVクラスj という)を実施している.

事業を開始した契機はもともと妻のアニ一氏がボラ

ンティア活動としての FTSプログラムに強い関心

を持っていたことと， 2000年に民間企業が社会貢献

活動の一環として行った FTSプログラムに協力し

たことである.企業(ケロッグ)基金より事業委託

費として 2万ド、ルの助成金を得て， 10日間の農場体

験事業を実施した. この助成金は，生徒が農場に宿

泊したりするための準備や対応に関わる費用(雇用

人件費や資材費等)を賄うものであり，ボランティ

アとしての活動であった 11) その後， 2002年には公

的部門から助成金 5千ドルを獲得し，地域の学区組

織と協力する形で本格的に FTSプログラムを始め

るに至る.事業運営においては，栽培，堆肥，水資源，

食物等の各分野を「トレジャーハンティング」とし

て学習する等の新たなプログラムを開発・導入して

きた結果，現在では 1日体験，宿泊体験を含めて年

間約 200名の FVクラスへの参加者がある(表 2).

GH農場の FTSプログラムへの取り組みで特徴

的なのは，事業としての継続性を保つために必要な

水準の参加料が設定可能なことである.単一の農場

が全くのボランティア(無償)として FVクラスを

継続して行っていくことは容易ではない FVクラ

スの実施には，参加者の農場での食事，体験に掛か

る諸材料， クラス実施のため人員雇用 12)等に掛か

る費用に加えて，担当者(農場主)の従事時間(機

会費用)が必要となる. GH農場では FVクラスの

することにより，事業としての継続性の確保を図っ

ている.この点で， NPO組織のカリフォルニア家

族農場連盟 CAFFによる助成金が重要となってい

る. CAFFはカリキュラム参加者一人当たりの参加

料金の半額(1日体験クラスの参加費の半額)を助

成しており，参加者の負担軽減と事業の運営費の回

収を支援している

アニ一氏は，助成金に関して次の二つの点を指摘

する.第一に，初期の助成金は事業にボランティア

活動でもあることの意味を付与し本格的に取り組

む契機となった.第二に，事業を継続して実施する

ためには掛かる費用を回収することが不可欠であ

り， CAFFによる参加費への助成金は重要である.

以上に概観した GH農場の FTSプログラムの特

徴を表 3により整理する.第ーに，開業時の助成金

(開業費助成型・初期投資助成型)は，ボランティ

ア活動でもあることの性格を事業に与え，ブース

ターとして機能した.第二に，年々の事業運営の中

で、新たなカリキュラムを開発・導入することにより，

段階的に規模拡大(参加者の増加)を実現してきた

このため，規模拡大を図る上で追加的な投資型の助

成金は不要であった以第三に，助成金(変動費助

成型)と参加料によって費用をカバーすることによ

り， FTSプログラムを事業として継続的に実施す

ることを可能にしている.以上のことは，事業内容

表 2. GH農場の FTSプログラムの参加料金

1日農場体験クラス $10/人(最小参加料 $200/団体)

宿泊体験クラス注)
$40/人・ j白(最小参加料 $300/10

人以下団体・泊)

注・子ども 5人に対して保護者 l名(無料)の参加が必要.

それ以上の保護者の参加は $20/人.

表 3.GH農場が得た FTSプログラム関連の助成金

事業の展開
事業の契機 事業の開始 事業の運営

過程

助成主体
民間部門

公的部門
民間部門

(企業) (NPO) 

助成額 $20，000 $5，000 $5/ :名 x200名

助成金
1 • III 1 • II 盟タイプ注)

助成年数 単年度 単年度 継続的

実施に掛かる費用を回収できる水準の参加料を設定 注・助成金タイプは「表1Jの区分に拠る.

( 54 ) 

開
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の自由度を犠牲にしていない.

(2) Farm Shopファームショップへの取り組み

地域農業の振興を目的とした経済活動を行ってい

るCVG1川工，ケイベイ地区内の社会開発を目的とし

て形成されたNPO組織であるケイベイバレーピジョ

ン(以下， ICVVJという)の下部組織である 15)

CVVは民間部門からの助成金を活用することにより

運営されており， CVGの活動に関しても，当助成金

による農業者聞の協力関係の形成の成果として評価

することができる. 2006年には， GH農場をはじめと

する 12のCVG加盟農場くhttp://，αpayvalle向rmshop.

com/farms/)が，株式会社を設立し近隣のナッツツ

リー・モール(商庖街)において農産物の直売を行

うケイベイ・ファームショップを開設した 16) ファー

ムショッフ。事業の立ち上げ、に当たっては，事業に参

加する農業者に加えて幅広く出資を募り， 20名の出

資者(株主)から 215，∞0ドルの資本金を調達した17)

この資本金は，モールにテナント入居するための保

証金，および事業の採算性が確保されるまでのテナ

ント料や雇用賃金等の運営費の支払い原資として活

用された.農産物販売に当たっては，出資者以外の

農場の出荷・販売を引き受けることにより販売力の

強化を図っていることが特徴的である.出資は投資

家としての経済行為であり，農場からの集荷は事業

運営上の問題として，両者が混同されていない. こ

のことは，経済事業の採算性確保に対する姿勢を示

すものである

しかし，年間のテナント料が 50，000ドルである

ことと， 4名の従業員を雇用しなければならない事

業内容 18)において，毎月の経営収支はなかなか黒

字に至らなかった.さらに，当モールからテナント

入居する広舗の撤退が相次いだ. このことから将来

的に販売額の増加が見込めないと判断し， 2008年2

月に当モールから早期撤退することとした.撤退す

るに当たっては，モール運営会社との契約解消に伴

う費用が発生するなどし，最終的に資本金の 3分の

lを失うことになった 19) しかし，即座に次の事業

としてネットくhttp://capayvalleyfarmshop.com/>で

の販売事業，およびこれと連動した事業 20)を立ち

上げ，投資に対する利益配当の確保に努めている.

以上のような事業運営は，農業者の初期投資負担

を軽減する方法の一つであると同時に，出資者への

利益還元を最重要視する事業運営が必然的なものと

( 55 ) 

なることの論理を示す.さらに，庖舗を固定資本と

して自己導入するのではなく，テナント庖舗の活用

により事業の柔軟性が確保されたことを示してい

る. この結果，事業の損失を最小限に抑えつつ，次

の事業機会への取り組みを迅速に始めることができ

た. I儲からなければ撤退し，次の儲かる機会を探

り行動する」のである.

以上に概観したファームショップ事業の特徴を整

理する.第ーに，ファームショップ事業は， CVG 

の上部組織である CVVが得ている助成金を活用し

て農業者間の協力関係を形成した成果であり，当助

成金の開業費助成型としてのブースター機能を評価

できる.第二に，事業の開始時に必要となる資金の

調達は広く出資者を募ることにより，農業者の資金

負担を軽減している.第三に，庖舗という固定資産

を導入するのではなく，変動費(テナント料)によ

る対応において事業の柔軟性を確保している.第四

に，事業運営は，出資者に利益還元するという責任

に基づき，柔軟な展開と機敏な対応が行われている.

このため，事業が計画どおりに進行しなかった場合

の事業内容の変更(縮小，撤退，転換)は妨げられ

ないだけでなく，積極的に検討すべき事項となる.

5. 考察とまとめ

本研究では，新たな事業に取り組む農業経営を支

援するための助成金制度のあり方の検討を課題と

しこれまでの我が国の助成金制度とは異なる制度

を有する米国の事例を対象に分析を行った GH農

場にみる新規事業への取り組みは我が国の助成金制

度の非効率化に関して示唆的である.

最後に，前節までの分析結果を整理し今後の助成

金のあり方に関する考察を行い，本研究のまとめと

する.第ーに，新たな事業への取り組み前・取り組

み時の使途制限の緩やかな助成金は，少額ではあっ

てもブースターとしての機能を充足することが可能

である.ただし，そのためには農業者の事業への関

心や意欲の高さが必要条件となる.第二に，事業量

に比例した変動費への助成は，柔軟な事業構造の形

成を促進する.固定費の変動費化が図られるなどし

て固定費が縮小する時，その事業の操業停止点は損

益分岐点に接近し，環境変化に対する事業の柔軟性

が高まる.第三に，初期投資に関わる農業者の負担

を助成金に依存せず自己責任を伴う方法で軽減する
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ことは，事業への取り組みのブースターになると同

時に，採算性を確保することが事業運営の最優先課

題となる. この結果，柔軟性，臨機応変性を備えた

事業運営が行われるこというメリットを生み出す.

このことは，既述したような固定資産の導入に関わ

る初期投資への助成金の非効率化と合わせて考慮す

べき事項である.

以上の考察から，初期投資助成型の非効率化が進

む分野においては変動費助成型へのシフトを早める

ことと，変動費助成型の適正な運用がはかれる制度

設計が効率的な助成金の活用に必要であることを本

研究の結論とする

注1)ここでの助成金の効率性とは，第一に助成金の目

的である農業経営の新規事業への取り組みの促進，

第二に事業の安定的な継続の達成，第三に環境変

化に適応するための事業展開の柔軟性の確保，を

意味しており，農業経営が行う事業自体の生産性

や収益性を意味してはいない.

2)米国では，民間部門の NPO等の組織が農業者の支

援を行っている.別稿を準備中である

3) 川文新一郎「農業者への優遇.土地改良事業の特

異性JW拓殖大学論集目政治・経済・法律研究』拓

殖大学政治経済研究所. 7 (1・ 2)2005年

4) 拙稿「共同機械利用組織の効率的事業運営に関す

る考察 組織構成員の機会主義的行動を視点とし

て J W農業経済研究(1999年度日本農業経済学

会論文集H では，集落営農の作業受託事業の参加

者が，事業開始後に予定された事業参加の規模を

縮小するという機会主義的行動について考察を

行っている.

5) 筆者のこれまでの調査では，多くの農業経営が税

務会計のみによる経営管理を行っていた.

6) 例えば，品種の移り変わり，離農の進展，地域農業

の衰退，農業政策の転換等の速度が速まっている.

7) 中山間地域等直接支払制度もそれ以前にはなかっ

た新しい助成金であるが，本研究が分析対象とす

(56 ) 

る「農業経営が新たな事業に取り組むための助成

金」という範暗に含まれない.

8) いくつかの取り組み集落での聞き取りによる.

9) ただし，当向上対策は収益を生み出す事業ではな

いことから，助成金の交付が終了しても同様の取

り組みを継続することが可能か，という問題が残る

10)ただし，機械リースが長期契約を前提としている

場合は，事業展開の柔軟性や非効率の抑制を保証

するものではないー

11) FTSプログラムは妻のアニ一氏が主となって行っ

ている目 2000年の事業取り組み後に，夫は手間の

大変さからこの取り組みを継続することに否定的

であった.

12)事業を担当しているアニ一氏だけでは FVクラス

を実施することが不可能であり，補助となる人員

を雇用する必要がある

13)現在，建築中の住居は，将来的には FVクラスへ

の活用を予定しているが，自己資金による建築で

ある.

14) 2009年時点でのパートナー会員は 30の農場およ

び企業である.

15) CVVの詳細については，拙稿「米国の小規模家族

経営農場に対する支援システムの実態と論理一カ

リフォノレニア州における支援活動を事例としてー」

「農業経営研究~ (第 48巻第 l号に掲載予定)を参

照されたい.

16) ファームショップ事業の経緯は. CVGのリーダー

であるポールミューラ一氏への聞き取りによる，

17) 出資者には，労働提供による出資者(スウェット

エクイティ)2名を含んでいる.

18)庖舗では，農産物の直売だけではなく，サンドイツ

チの調理・販売も手がけられていた

19)支払い費用への充当や早期撤退に伴うモール運営

会社への支払いにより発生した損失である

20)病院や企画会社と連携しながら，ケ -51リング事

業，ランチ販売事業. CSA事業等を展開している.
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