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「百姓の仕事は，１年サイクルでめぐって

くるが，過去５０年の経験では，一度として同

じ環境の年はなかった。外部環境の変化を読

み，臨機応変に仕事をしてきた。一所懸命に

対応してきたことで，作るもの・作り方は大

きく変わっているが，結果として，先祖から

引き継いできた農地を生かして来た。」現在

社会貢献活動にタッチしている人生の大先輩

の言葉です。

１０年後の世界がどうなるか，農業経営とい

う年間サイクルの時間軸の長い仕事では長期

予測は困難です。しかし，技術革新が進み，

情報入手が容易になって来た現代は，経験だ

けでなく，様々な指標が示されています。

SDGs（持続可能な開発目標）は，すべて
の人々が豊かで平和に暮らせる世界を目指す，

人類共通の目標として国連で採択されていま

す。長期的な環境変化を示す指標ですので，

個別農家が長期計画を策定するために，

SDGsから優先課題を選択することができま
す。

農林水産業とSDGs

先月号で示した，環境庁のわが国の産業別

温室効果ガス排出量のデータでは，家庭・鉄

鋼・化学工業・乗用車・貨物自動車・窯業に

次いで，農林水産業は７番目の大きなセクタ

ーになっています。農林水産業の排出内訳は，

燃料を原因とする CO２が３７％，稲作・家畜
由来の CH４が４５％，土壌からの N２Oが
１８％です。

これらの排出の削減を目指すことが，ゴー

ル１３「気候変動に具体的な対策を」の温室効

果ガス削減に直接結びつきます。農林水産業

で，ゴールに直接結びつくのはゴール１５「陸

の豊かさも守ろう」：農林業，ゴール１４「海

の豊かさを守ろう」：水産業 になります。

農林水産省では，農林水産業と食品産業の

活動が，自然資本や環境に立脚していること

から，SDGs達成が，新たな成長につながる
としています。また，農林水産省の指針にあ

る優先課題８分野の達成に向けて施策を推進
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第 6 回

農業のSDGs経営



86 税理●２０２１．６

2

しています。これらの産業のうち，農業につ

いて論を進めることにします。

農林水産省が定める SDGsターゲットを，
図表－１のとおりまとめてみました。この中

で，日本の農業に焦点をあて，優先課題を抽

出していきます。

日本農業の現状と課題

� 農業のGDPに占める割合

農業総生産額は，GDPの１．０％を占めて
います（食料品を含めると１０．９％となりま

す）。

一般歳出予算に占める農林水産予算は

２０１９年度３．９％を占めています。

農業総産出額はピークの１９８４年から減が

続いていますが，２０１５年以降持ち直してき

ています。

� 自給率と食の安全保障

●図表－１ 農業に関連したゴール

SDGs 目標 例示 解決の方向性

ゴール２ 飢餓をゼロに 持続可能な農業の推進 収量アップ，循環農業

ゴール３ すべての人に健康と福祉を
福祉農園，加工・販売施設な
どの整備により，障害者など
の受け入れ

能力に応じた参加の工夫

ゴール４ 質の高い教育をみんなに
食育の推進による次世代の教
育を振興

IT 活用による農業経営の強
化

ゴール５ ジェンダー平等を実現しよう 農業分野の女性の活躍
女性・高齢者の弱点の補強技
術

ゴール６ 安全な水とトイレを世界中に
農業用水の持続可能な利用の
推進

水源・インフラの安全の確保

ゴール７
エネルギーをみんなに，そし
てクリーンに

農村の資源を再生可能エネル
ギーとして活用

小水力電力の普及，太陽光エ
ネルギー活用

ゴール８ 働きがいも経済成長も
農業の成長産業化，農村の活
性化

生産性向上，所得向上，大規
模化，地域農業インフラの革
新

ゴール９
産業と技術革新の基礎を作ろ
う

スマート農業の推進によるイ
ノベーションの創出

農業機械の無人化，ドローン
活用，資材の高性能化，農業
工場

ゴール１０ 人や国の不平等をなくそう
条件不利地域で農業生産活動
を行う農業者の支援

地域特性に合わせた伝承技術
活用

ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を
農業分野における温室効果ガ
ス削減技術の開発

省燃料技術開発，家畜・土壌
由来ガス発生抑制

ゴール１７ パートナーシップ 外部との連携推進 産学官の知恵をオープンに

（出典） 農林水産省資料を基に筆者作成

●図表－２ 農業生産の基本データ（２０１８年
度）

項目 データ（千億円）

Ｇ
Ｄ
Ｐ

国内総生産 ５，４７１ １００．０％

農業 ５７ １．０％

食料品 ５４３ ９．９％

農
業
産
出

農業総産出額 ９１ １００．０％

コメ １７ １９．２％

野菜 ２３ ２５．６％

果実 ８ ９．３％

畜産 ３２ ３５．５％

その他 ９ １０．４％

（出典） 農林水産省資料より筆者作成
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●図表－３ わが国の総合食料自給率

（出典） R２食料・農業・農村白書
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世界的規模の持続可能性の維持の観点から

すると，食料自給率の低さの危険性が，高い

と言わざるを得ません。２０２０年に閣議決定

された「食料・農業・農村基本計画」におい

ては，２０３０年度，供給熱量ベース４５％，生

産額ベースでは７５％と定められました。こ

れまで減少傾向が続いているものを反転させ

るとの計画です。

� 担い手不足

１９９５年から２０１５年までのセンサスデータ

をもとに２０３０年を推計した結果が図表－４，

図表－５に示されています。最悪の場合，農

家戸数は４０万戸，就業人口は５３．８万人に減

少するとしていますが，内訳は零細農家の減

少と判断しています。意欲のない後継者は切

り捨て，新たな担い手を育てる計画です。

� 不在農地所有者の増加と承継放棄

一方，大きな問題として，農地の所有者が

当該地域にいない，いても耕作をしない現状

があります。平地の整備された田畑であれば，

耕作を請け負ってもらえますが，機械化農業

に適さない変形地や，中山間地では，そのま

ま放置（耕作放棄地）されています。

コメ・野菜・畜産・果実の農家で，一定規

模で安定した経営を行っている農家であれば，

子孫が事業承継してくれます。農業経営が成

り立たない農家の後継対策には，行政の法令

の改正と，農業経営者による革新的取組が，

連携して実行されることが必要になります。

目標設定のため例示された課題
解決策

農林水産省が，「国の SDGs実施指針」に
基づき作成した優先課題８分野から，農業に

関する部分を抽出しました。

� 課題３ 成長市場の創出・地域活性化・

科学技術イノベーション

・スマート農業の推進，農業イノベーション

ロボット，AI，IoT
・農業の成長産業化

生産収量アップ，販売単価アップ

・農業を担う人材育成

新規就農者・農業次世代人材確保，育成

・農村を含む地域経済社会の活性化

地域の連携の新たなモデル開発

・安定的な農業の推進

循環型農業を過去から学ぶ

・途上国に適応可能な技術輸出の検討・普及

地域の気候・土壌・種に応じた技術

●図表－４ 農家戸数の減少

（出典） 農業センサス２０１５

●図表－５ 就業人口の減少

（出典） 農業センサス２０１５
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� 課題４ 持続可能で強靭な国土と質の高

いインフラの整備

・農業基盤の整備（農業用水・農地の集約

化）

農業水利施設の長寿命化，ソフト対策

� 課題５ 省・再生可能エネルギー，防

災・気候変動対策，循環型社会

・徹底した省エネの推進

施設園芸の燃油使用量削減，省エネ型生産

・再エネ・新エネ等の導入の推進

太陽光，水力，バイオマス，風力

・気候変動対策

温室効果ガスの排出削減・吸収による緩和

・農業における環境保護

家畜糞尿等有効利用，循環型農業

問題解決のイノベーションのテ
ーマ

稲作にテーマをあてて検討します。稲作に

は SDGsのプラス面とマイナス面がありま
す。プラス面の促進とマイナス面の抑制また

は回避が望まれます。

＜稲作のプラス面＞

・食料増産（栄養確保：輪作可能）

・酸素発生（稲の光合成：CO２固定）
・水の保全（水田の効果：気候変動抑止）

＜稲作のマイナス面＞

・メタン発生（土壌：温暖化ガス発生）

・化成肥料・殺虫剤（石炭・石油由来）

・生産性が劣る（AI，IoTの遅れ）
� ハードのイノベーション（大規模化）

・作業の効率化（徹底して人力を排除）

GPS技術発達により，精密なデータの取
得が可能になり，無人自動走行トラクターが

生まれました。また，ドローンによる種まき・

農薬散布（燃料電池による重量物運搬実現），

育種状況など各種測定データ取得により，全

自動収穫機の登場など作業の合理化が可能と

なります

� ソフトのイノベーション（農業DX化）

・統合的農業管理（全体の視点，作業合理化）

・圃場管理のシステム化（圃場別収益管理）

・作業管理のシスステム化（勤務時間軽減）

・センサー活用による数値化の実現

・マーケットインの発想で品種決定

・経営に役立つデータ収集・見える化

� 女性の人材活用

すべての作業を担える基盤の整備を行い，

農業分野への女性進出を積極的に後押しする。

� 技術習得など教育の推進

教育を通じて，担当業務を補助作業から，

より戦略的な業務へ拡大していく。

・単純作業を機械に任せる技術取得

・自動機械の安全操作，免許の取得

・危険作業を人から切り離し，事故防止につ

なげる判断力の醸成教育

� ビッグデータの利用

作付け情報や市況情報等を基に情報分析す

ることで最適なタイミングや出荷先市場を選

択する。

優先課題の設定

まずは，農業全体から見えてきた課題を整

理し，優先課題を設定します。

� 大規模化による増産で生産性向上

・自社能力に合わせた大規模化計画立案

・土地条件を踏まえた委託・連携体構築

（地域・圃場面積・トラクター対応）

・IT化で生産性に重点を置いた作業計画立
案

・販売先を確保した上での増産

� 収益性を確保する担い手育成

・単純作業の機械化，遠隔操作による作業，

気象予測技術活用で高く売れる品種・作業

を見極めることのできる，内外人材育成
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目標別の課題解決

一定規模確保で生計が成り立つ農業を志向。

２０３０年に向けた課題解決方法を定めます。

� 大規模化（ゴール４，８，９）

・大規模化による増産で生産性向上

・生産設備導入，作業手順の確立，安全優先

・従業員処遇の改善（社会保険・資格取得）

・出荷作業の負担軽減（フォークリフト他）

� 生産性向上（ゴール９，１３）

・合理化が可能な機械導入

・人の作業を分析し合理的手順を組み立てる

・収益性を確保する担い手育成

・収穫物の管理（商品鮮度低下防止）

・エネルギーに地域の小水力発電の活用

長期の農業SDGs経営を構想す
る

持続可能な農業経営を目指すための重要ポ

イントを３点ご説明します。

� 栽培作物の多角化，周年収穫化

稲作農家が，農業経営の大規模化による生

産性向上により収益性を確保できることを前

提に，長期計画について話を進めます。

営農類型で，水田の所得金額が一番低い。

長期的には，消費の伸びが期待できないコメ

生産に加え，所得が見込める，新たな作物栽

培を企画します。

・何にするかは，大学や農業支援機関との共

同研究や意見を取り入れた上で決めます。

・既存作物と重要作業時期が重なる作物は回

避し，一定の収益力を確保した上での多角

化であれば，植物工場や自動化農園を農家

が手掛けることも可能となります。

� 販売ルートの多角化

現状作物の販売ルートの拡大も想定できま

す。例えば，「輸出」であれば，パートナー

選択，売れる品種は，物流は，価格は，販売

促進策はと考えていきます。

� 中山間地等の変形地での農業経営

大規模化に不向きな中山間地でも，世界・

日本農業遺産に選ばれた，地域循環型の農業

経営の実践が，SDGs経営として有益です。
小型農業機械の新たな特性活用も重要です。

長期的な展望にたった経営計画策定にあた

って，採用するSDGs 経営目標を構想しま

す。ここで，バックキャスティング思考が有

効な手法となります。

� 担い手不足に対し，大規模化・生産性向

上で対応する

� SDGsの経営目標を構想し，バックキ

ャスティング思考で解決策を進めていく

●図表ー６ 販売農家の１戸あたり所得構成
（万円）

農業所得 その他所得

主業農家 ２４万戸 ６６２ １３９

準主業農家 １７万戸 ４２ ５１６

副業的農家 ７３万戸 ５７ ３６９

（出典） 農林水産省

●図表ー７ 主業農家の農業所得
（万円）

営農類型 所得金額

水田 ４６６

露地野菜 ５７３

施設野菜 ７０３

果樹 ４７３

酪農 １，３６０

（出典） 農林水産省


