
 

 

はじめに 

 

わが国経済は、2008年秋のリーマン・ショック、2011年 3月の東日本大震災、さらには対

中関係の緊迫化といった試練に次々と見舞われ深刻な状況に陥りましたが、国民、企業、行政

などの取組みにより、緩やではありますが回復傾向を辿ってまいりました。一方、世界経済は、

欧州における金融混乱や成長を続けてきた新興国経済の減速などから停滞しております。わが

国経済は輸出主導型の経済回復というこれまでの発展パターンを描くことが難しい大変に厳し

い局面に立たされています。 

このような情勢下、私たちの地域が自律的な発展を続けていくためには、産・学・官・民が

連携し、総力を挙げて知恵をしぼっていく取組みが欠かせません。様々なアイデアを吟味し、

地域の知的資源、物的資源を上手に生かして活用していく方策を見いだしていくことが求めら

れています。 

このような観点から、国立大学法人岡山大学経済学部と財団法人岡山経済研究所では、平成

１８年度より地域の課題について共同研究を実施してきましたが、今回は「農業再生を通じた

地域活性化の可能性調査」と題し、農業をテーマに調査・研究を行いました。 

国内農業に対しては、食の安全についての意識の高まりや食料自給率の低下などから、近年、

国民の関心が強まっています。加えて、国内農業には急速に冷え込んだ製造業の雇用の受け皿

として新たな期待が寄せられています。高齢化、過疎化に苦しむ多くの地域では、農業は地域

経済を支える重要な役割を担っており、その再興が地域活性化のカギを握っていると言っても

過言ではありません。また、政府は日本産農産物のブランド化を強化し、農水産物の輸出額を

倍増する目標を打ち出しており、今後は農業が成長分野として伸びていくことが期待されます。 

本報告書は、岡山大学社会科学研究科准教授・津守貴之、同大学院生・櫛田修平、並びに岡

山経済研究所研究員・西村宰、迫間友紀が共同で執筆致しました。 

なお、本調査研究におけるアンケート調査、およびインタビュー調査の実施に際しまして、

ご多忙中にも拘わらずご協力を頂きました関係者の方々に厚く御礼申し上げます。 
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はしがき 

今回、我々が選んだテーマは「農業」です。農業というと一般的にまずイメージされるのが

就農者の高齢化、後継者不足、増え続ける耕作放棄地の問題等、等々であり、多くの課題を抱

えた分野というものです。それにもかかわらず、今回、我々が共同研究の対象として農業を選

んだ理由は、岡山県経済あるいは日本経済全体の今後の維持・活性化を実質的に進めようとす

る場合、農村部の主要産業である農業を再生させることが有効であると考えたからです。農業

を再生・活性化させることができれば、耕作放棄地の問題も過疎の問題も解決の糸口が見つか

るはずです。また産業空洞化が進む日本における新たな産業として位置づけることも可能とな

るでしょう。この共同研究で我々は岡山および日本の農業が衰退しているないしは活性化が遅

れている状況とその理由を分析し、それによって今後の岡山および日本の農業の活性化・再生

のポイントを絞り込みたいと考えました。 

当研究には岡山大学と岡山経済研究所から各 2名の合計 4名が参加していますが、農業の専

門家は一人もいません。私自身の専門は物流であり、元・研究生の櫛田氏は当地にて食品卸業

を営む経営者です。岡山経済研究所から参加した西村氏、迫間氏はいずれも地域産業調査の専

門家ですが、農業に関する調査にたずさわった経験はあまりありませんでした。このように専

門外の 4名による調査報告書であるため、分析が不十分な点が多々ありますし、未だ作業仮説

の段階で今後の検証が必要なところも残されています。しかし、専門外ゆえにこれまであまり

なかった視点からの分析・提案もあると考えています。 

本研究は平成 21年度にスタートし、平成 22年度中の報告書発刊を目指していました。とこ

ろが、東日本大震災が発生し、第 5章で分析した農産物輸出状況が大きく変化しました。また

農業を通じた東日本被災地支援という視点からの調査分析も必要となりました。そのため、調

査研究方針を変更せざるを得なくなり、報告書の発刊が大幅に遅れました。ヒアリング調査に

ご協力いただいた関係各位には、何回にもわたり、追加取材等へご協力いただくことになり、

ご面倒をおかけしてしまいました。ご多忙の中、私どもの調査にご協力いただきました関係者

の方々にお詫びいたしますとともに、深く感謝いたします。 

第 1章～第 3章を岡山経済研究所が担当し、第 4章～第 6章を岡山大学が担当しました。本

報告書が岡山県および日本の農業の今後の発展にわずかでも寄与するところがあれば望外の幸

せです。また本報告書をお読みいただいた方々からの忌憚のない意見や批評等をいただければ

幸いです。 
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