
科目名/Subject 農業経済政策学 

科目名（英語）
/English Subject

Political Economy of Agriculture 

単位数/Credit(s) 2 

セメスター/Semester ６・８セメ前半 

曜日・講時・教室
/Day/Period/Place

後期前半 月曜日 １講時 農学系総合研究棟A203
後期前半 月曜日 ２講時 農学系総合研究棟A203

開講年度/Year 毎年開講 

担当教員/Instructor 冬木　勝仁

対象学年
/Eligible Participants

３・４年 

対象コース・専攻（必修・選択）
/Departments（Obligatory/Elective）

資源環境経済学コース選択必修 

使用言語
/Language Used in Course

日本語

科目ナンバリング
/Course Numbering

ABS-AGE319J 

授業テーマ
/Class
Subject

戦後日本の農業政策の展開過程とその決定要因 
Japanese agricultural policy after WWII 

授業の目的
と概要
/Object and
Summary
of Class

農業に関わる経済政策は多岐にわたり、それぞれの政策はその時点の日本経済の状況を反映するとともに、利害を有する諸主体の動向も大き
な影響を及ぼす。それゆえ、個々の政策が必ずしも経済学的に見て合理的なものになるとは限らない。本講義では、戦後日本の農業政策の展
開過程および現在の政策体系をとりあげ、背景・問題点を考察する。 
Decision making of agricultural policies are based on not only economic conditions but also interests of many stakeholders. Therefore
each policy is not always reasonable from perspective of economics. In this subject, we examine backgrounds and problems of Japanese
agricultural policy after WWII. 

キーワード
/Keywords

農業政策、圧力団体、利害調整、農地と農業構造、農産物流通と価格 
agricultural policy, pressure group, adjustment of conflicting interests, agricultural structure, distribution of agricultural products 

学修の
到達目標
/Goal of
Study

農業に関わる政策策定のあり方に関する見識を得ることを目的とする。 
Students are expected to understand the way of policy-making related to agriculture. 

授業内容・
方法と
進度予定
/Contents
and
Progress
Schedule
of the Class

1.

授業の進め方　クラスコード： 45lhqyv　Classroomにおいてライブ配信するとともに、それを録画したものを視聴し、課題を提出してもらいま
す。

農業政策の意義と役割 
Signification and role of agricultural policy 

2. 資本主義と農業政策
Capitalism and agricultural policy

3. 農業政策の戦後改革
Post-WWII reform and agriculture

4. 農地改革と農地法
Land reform and The Agricultural Land Law

5. 自作農体制と農業協同組合
Agricultural cooperative association in Japan

6. 社会の安定と食糧管理制度
Japanese food control policy

7. 高度経済成長と農業
The high level economic growth and Japanese agriculture

8. 基本法農政の展開
Agricultural policy under "The Basic Law on Agriculture"

9. 低経済成長への移行と農業再編
The end of the high level economic growth and Japanese agriculture
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10. 国際化と規制緩和
Globalization and dereguration

11. 米流通の規制緩和と食糧管理制度廃止・米輸入
The end of "Japanese food control policy"

12. 「新しい食料・農業・農村政策の方向」
"The New Policy on Food, Agriculture and Rural Areas"

13. WTO体制発足と米輸入・食糧法
Agricultural policy under WTO

14. 食料・農業・農村基本法と基本計画
The Basic Plan under "The Basic Law on Food, Agriculture and Rural Areas"

15. 近年の農業政策の動向
Recent trends of agricultural policy in Japan

16. 提出課題の講評
Comments on your reports

成績評価
方法
/Record and
Evaluation
Method

講義終了後のレポートによって評価する。　
Reports 100% 

準備学修等
/Preparation

近年の「食料・農業・農村白書」に目を通すとともに、前期中に資源環境経済学講座が主催する「食料・農業・農村白書」の検討会に出席するこ
と。 
Please read annual reports of Japanese food, agriculture, and rural area by Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery. 

教科書
および
参考書
/Textbook
and
References

講義中に指示する。 
It will be announced at the class. 

授業時間外
学修
/Self Study

農業政策の最新の動向を新聞等で確認しておく。 
Please read up on issues of recent agricultural policy published by newspapers. 

実務・
実践的授業
/Practical
Business
※○は、
実務・実践的
授業であるこ
とを示す。
/Note:"○"
Indicates
the practical
business

備考
/Notes

オフィスアワー: 国際開発学教員研究室　毎週木曜日　13時～14時
（ただし、上記曜日・時間以外にも在室中は随時受け付ける）
メールアドレス： katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp

Office hour: Please make an appointment with me by e-mail. 
e-mail： katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp 
office: E213
My office is located on the 2nd floor of Multidisciplinary Research Laboratory of Agricultural Science (K01 building) in Aobayama Campus.

更新日付
/Last
Update

2021/06/11 14:19

１単位の授業科目は、４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としています。１単位の修得に必要となる学修時間の目安
は、「講義・演習」については１５～３０時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）３０～１５時間、「実験、実習及び実技」については３
０～４５時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）１５～０時間です。
One-credit courses require 45 hours of study. In lecture and exercise-based classes, one credit consists of 15-30 hours of class time
and 30-15 hours of preparation and review outside of class. In laboratory, practical training, and practical skill classes, one credit consists
of 30-45 hours of class time and 15-0 hours of preparation and review outside of class. 
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