
環境政策の推進

第３ ・ 農林水産業は気候変動の影響が大きいことか

ら、政府全体の適応計画の策定と連動し、農林

水産分野に関する適応計画を策定し推進します。

・ 農業生産活動を通じた生物多様性の保全及び

持続可能な利用を推進します。

・ 農業の自然循環機能を維持増進し、持続可能

な農業の確立を図ります。

第３

生物多様性の保全及び利用

気候変動に対する緩和・適応策の推進

農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーション

家畜排せつ物や稲わら等の資源の循
環利用、農薬及び肥料の適正な使用
の確保等を通じて、環境と調和のと
れた農業生産を様々な地域で推進す
ることにより、農業の自然循環機能
を維持増進し、持続可能な農業の確
立を図ります。

農業が環境に与える影響の検証を
行い、関係者間のコミュニケーショ
ン等を促進します。

生きものマークの取組事例図表25-2 「生きものマーク」の効果について
の検証結果や先進的な取組事例等を情
報発信するとともに、グリーン・ツー
リズムなどの都市農村交流や世界農業
遺産の認定拡大に向けた取組、企業活
動とも連携した生物多様性保全の取組
を推進します。

国際的枠組みを踏まえた遺伝資源の
保全や利用を推進します。

地球温暖化による農業への影響と適応技術の開発図表25-1 温室効果ガスの排出を削減するため、
・施設園芸や農業機械の省エネ対策
・施肥の適正化
・家畜排せつ物の利用促進
などを推進します。

農林水産分野における気候変動適応計
画を策定し、影響評価や適応技術の開発
等を推進します。

【環状はく皮技術に
よる着色不良対策】

【高温によるぶどう
の着色不良】

【正常】

環境保全型農業の取組の効果図表25-3
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多面的機能の発揮（生物多様性保全）

資料：コウノトリと共生する水田づくり支援事業水田生物モ
ニタリング報告書

農業者への効果

○エコファーマーの取組事例
・ 地元のスーパーにエコファーマー専用
の産直コーナーを設置
・ 産直コーナーへの出荷による売り上げ
の向上により、生産者の販売意欲が向
上

・ 産直コーナーの出荷をきっかけに業務
用需要等の新たな販売確保へつながる
等の効果も発揮

名称：コウノトリの舞
取組地域：豊岡市

名称：ふゆみずたんぼ米
取組地域：大崎市

名称：朱鷺と暮らす郷づくり
取組地域：佐渡市

概要：コウノトリも棲める豊かな自然環境を取り戻すた
め、環境に配慮した方法で栽培されている米など
の農作物に対して認証

概要：蕪栗沼周辺に多数飛来するマガンなどの水鳥
のねぐ らを提供するため、冬季湛水を実施して

いる水田で栽培された米を「ふゆみずたんぼ米」
として販売

概要：2008年に放鳥されたトキのえさ場を確保す

るため、特別栽培かつ「生きものを育む農
法」を実施している水田で栽培された米を
認証
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資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

基本計画P.49～P.50



多面的機能支払制度
の着実な推進と
地域資源の維持・

継承等

・ 家族農業経営や法人経営、地域住民等も含め、

地域全体の共同活動による地域資源の維持管理

を推進します。

・ 生産条件が不利な中山間地域等における営農

の継続に対する支援を実施します。

・ 「小さな拠点」と交通網の整備等による周辺

集落のネットワークの形成を推進します。

第３

多面的機能の発揮を促進するための取組

日本型直接支払制度の概要

集落間のネットワーク化地域住民が主体となって行う、地域
の将来ビジョンの作成を推進します。

取組へのサポート体制の充実を図る
とともに、農地の保全や農業・生活関
連施設の再編・整備、計画的な土地利
用を実現するための環境整備を推進し
ます。

農地や農業用施設の維持や管理にお
ける、多様な関係者による役割分担等
の在り方について検討します。

地域の暮らしを支える取組を一層促
進するとともに、地域ごとに異なる
ニーズに柔軟に応え得る組織の立上げ
や業務展開等を推進します。

「集約とネットワーク化」による集落機能の維持等

将来にわたって多面的機能の維持・発揮を図るとともに、担い手への農地集積等構造改革を後押しするた
め、地域コミュニティによる農地、農業用水、農道等の資源の基礎的な保全活動（農地維持支払）や質的向
上を図る活動（資源向上支払）を支援します。（多面的機能支払制度）
中山間地域等における農業生産条件の不利を補正するための中山間地域等直接支払制度を引き続き実施す

ることにより、条件不利地域における農業生産活動を維持し、これを通じた多面的機能の確保を図ります。
（中山間地域等直接支払制度）

図表26-1

図表26-2

農地維持支払

多面的機能を支える共同活動を支援します。

※担い手に集中する水路・農道等の管理を地
域で支え、農地集積を後押し。

●農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動
●農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成 等

農地法面の草刈り 水路の泥上げ

資源向上支払

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上
を図る共同活動を支援します

●共同活動：水路、農道、ため池の軽微な補修
●共同活動：植栽による景観形成、ビオトープづくり
●長寿命化：施設の長寿命化のための活動 等

水路のひび割れ補修 植栽活動

中山間地域等直接支払

中山間地域等の条件不利地域
（傾斜地等）と平地との生産コ
スト差を支援します。

環境保全型農業直接支払

自然環境の保全に資する農業生産
活動の実施に伴う追加的コストを
支援します。

中山間地域

緑肥の作付け

多面的機能支払

支援対象

支援対象

※５年後に支払の効果や取組の定着状況等を検証し、施策に反映。

※住民の一体性がある地区（小学校区、大字等）単位を想定

A集落

Ｂ集落

Ｄ集落

Ｃ集落

基幹集落

集落間の

ネットワーク化

（例） コミュニティバスの
運行、ＩＣＴの整備など

基幹集落への機能集約
（例）公民館、農産物出荷拠点

などを集約・再編

集落営農組織等

による広域的取組
（例） 農林地等地域資源の
管理のほか、生産物の庭先
集荷、住民の生活支援など
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資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

基本計画P.51～P.53

役所所在地
・役場・病院・商店・事業所・駅



多様な地域資源の
積極的活用による
雇用と所得の創出

・ 農村の豊かな地域資源を最大限活用した新た

な価値の創出や農業関連産業の導入等を通じて、

農村全体の雇用の確保と所得の向上を促進します。

・ これまで農村の域外に流出していた経済的な

価値を域内で循環させる地域内経済循環を進める

とともに、将来的には、地域間での経済的なネッ

トワークを強化し、広域的な経済圏域への発展を

目指します。

第３

農村への農業関連産業の導入等による雇用と所得の創出

地域の農産物等を活かした新たな価値の創出

農村における地域が主体となった再生可能エネルギーの生産・利用

食品製造業など農業関連産業の農
村への導入等を通じた、農村におけ
る雇用と所得の創出を促進するため
の環境整備を図ります。
また、関係府省の連携の下、農村

への農業関連産業の誘致等による就
業機会の拡大に関する総合的な施策
の在り方について検討します。

農山漁村地域に定住する願望を実現するために必要なこと図表27-3

農業生産関連事業等の年間総販売金額の内訳図表27-1 地域の農業者が、自ら生産した農産
物をそのまま出荷するだけでなく、そ
の副産物も含め、消費者や実需者の
ニーズに対応して、加工、直売等を行
い高付加価値化を図るほか、地域の特
性に応じて、観光農園、農家レストラ
ンや農家民宿等の多様な取組と融合し
た事業展開を図るなど、地域資源を最
大限活用し、農業を起点として新たな
価値を創出する６次産業化を推進しま
す。
こうした取組を進めるに当たっては、

農業者が主体となった取組に加え、多
様な関係者と連携しながら行う地域ぐ
るみの取組を促進することにより、そ
の相乗効果を地域全体に波及させ、地
域の活性化を図ります。

農村にはバイオマス、水、土地など
の資源が豊富に存在しており、これら
をバイオマス発電や小水力発電などの
再生可能エネルギーとして活用しつつ、
農業者など地域主体の取組を拡大する
ことにより、農業経営の改善や地域へ
の利益還元を進め、農村の活性化を図
ります。

（％）

（複数回答可 総回答者数362人）

資料：内閣府「平成２６年度 農山漁村に関する世論調査」

27

その他農業生産
関連事業

386億円(2.0)

年間
総販売金額

１兆9,305億円
(100.0％)

農産物
直売所

8,448億円
(43.8)

水産物直売所
311億円(1.6)

水産物の加工
1,543億円(8.0)

観光農園
379億円(2.0)

農産物
の加工

8,237億円
(42.7)

平成24年度

資料：農林水産省「６次産業化総合調査」等を基
に農水省で作成。

注：「農産物の加工」は農業経営体又は農協
等が販売を目的として、自ら又は構成員が
生産した農産物をその使用割合の多寡に
かかわらず用いて加工（非食品の製造も含
む）したもの。「その他農業生産関連事業」
は、農家民宿、農家レストラン、農産物輸出
の合計

各電源共通

資本費

発電設備建設費

接続費用

設備の廃棄費用

運転維持費

人件費

修繕費

土地の賃借料

諸費（損害保険料など)

一般管理費

租税 固定資産税

電源特有の費用 バイオマス 燃料費

所得
売電収入

支出

地権者へ

市町村へ

森林組合等のバイオマス供給者へ
（地域の未利用木材の場合）

地元企業（施工業者、メンテナン
ス請負業者、地域金融機関等）の
事業への参画により、地域経済へ
の波及効果も期待。

地域の主体が参画することで、地
域の新たな所得獲得の機会となり
得るとともに、売電利益の活用に
より、例えば、地域の農林漁業の
発展に資する取組の推進が可能
に。

※支出は代表的なものを例示

再生可能エネルギーによる利益の地域への還元図表27-2

資料：農林水産省作成

基本計画P.53～P.54

医療機関の存在

生活が維持できる仕事があること

家屋・土地を安く購入できること

居住地の情報を入手できること

生活する上で必要な交通手段の確保

保育所等就学前の子育てを助ける施設

子どもの教育施設の存在



都市農村交流や
農村への移住・
定住等の促進

・ 農業・農村に対する関心の高まり等を踏まえ、

農業を軸に観光、教育、福祉等多様な分野の連

携を深め、都市と農村の交流を戦略的に推進し

ます。

・ 交流人口の増加を移住・定住へと発展させて

いくための取組を推進します。

・ 都市農業の持続的な振興を図るための取組を

推進します。

第３

多様な役割を果たす都市農業の振興

多様な人材の都市から農村への移住・定住

観光、教育、福祉等と連携した都市農村交流

都市住民の農山漁村地域への定住願望の有無農村等への移住・定住に必要となる
情報提供や相談支援の充実に向けた取
組を推進します。
「お試し」的に居住できる仕組みづ

くり、二地域居住の促進、移住前後の
きめ細やかな相談体制の整備を図ると
ともに、空き家、廃校等を活用した就
農研修施設等の整備や就農と居住を
パッケージ化した総合的支援プランの
策定等の取組を推進します。
地方公共団体、農業団体、教育機関、

企業等が連携した協同活動を推進しま
す。

図28-2

都市農業の多様な役割都市農業の有する機能への都市住民
の理解促進を図るとともに、地方公共
団体との適切な役割分担の下で、農業
経営の維持発展、農産物の地元におけ
る消費の促進、市民農園や体験農園等
における農作業体験や交流活動の促進、
都市農地の防災機能の強化等に向けた
取組を推進します。

国民の十分な理解を得つつ、都市農
業の振興や都市農地の保全に関連する
制度の見直しを検討します。

図28-3

交流人口（グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数）グリーン・ツーリズムと広域観光周
遊ルート等を組み合わせることで、新
たな観光需要の開拓を図ります。
外国人旅行者の受入体制の構築、プ

ロモーション活動を推進します。
宿泊・体験施設の整備や受入体制づ

くり、体験活動を支援する人材の育成
等を推進します。
高齢者の健康や生きがいの向上、障

害者や生活困窮者の自立を支援するた
めの福祉農園の拡大、定着等に向けた
取組を推進します。

図28-1

資料：農林水産省農村振興局調べ
注：平成22年度の実績は被災３県を除いた数値
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新鮮で安全な農産物の供給

○ 消費者が求める新鮮で安全な農産物の供
給、「食」と「農」に関する情報提供等の役
割

災害時の防災空間

○ 火災時における延焼の防止や地震時にお
ける避難場所、仮設住宅建設用地等のた
めの防災空間としての役割

国土・環境の保全

○ 都市の緑として、雨水の保水、地下水の
涵養､生物の保護等に資する役割

農業体験・交流活動の場

○ 都市住民や学童の農業体験・交流、ふれあ
いの場及び農産物直売所での農産物販売
等を通じた生産者と消費者の交流の役割

心やすらぐ緑地空間

○ 緑地空間や水辺空間を提供し、都市住
民の生活に「やすらぎ」や「潤い」をもたら
す役割

都市住民の農業への理解の醸成

○身近に存在する都市農業を通じて都市住民
の農業への理解を醸成する役割
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資料：内閣府「農山漁村に関する世論調査」（平成26年８月）
0 20 40 60 80 100

女
[70歳以上]男

女
[60～69歳]男

女
[50～59歳]男

女
[40～49歳]男

女
[30～39歳]男

女
[20～29歳]男

全 体

ある(小計) 31.6 ない(小計) 65.2

ある どちらかと どちらとも わから どちらかと ない

いうとある いえない ない いうとない

％

資料：農林水産省作成

基本計画P.54～P.56



東日本大震災から
の復旧・復興

・ 被災した農業者の早期の経営再開に向け、引

き続き、農地や農業用施設等の着実な復旧等を

推進します。

・ 東電福島第一原発事故に対応し、食品の安全

を確保する取組や風評被害の払拭に向けた取組

等を推進します。

第３

原子力災害からの復旧・復興

地震・津波災害からの復旧・復興

津波被災農地における営農再開可能面積図表29-1

避難指示区域等における農業者の経
営再開に向け、農地等の除染や農業
者の帰還の進捗に合わせた、除染後
の農地等の保全管理や作付実証等及
び整備の取組を推進します。

農産物中の放射性物質の検査結果
や農業現場での取組等について、消
費者等への科学的根拠に基づく正確
かつ分かりやすい情報提供を実施し
ます。

輸入規制を実施している国や地域
に対して、政府一体となり、科学的
データの情報提供、働きかけを継続
して実施します。

風評対策強化指針のポイント図表29-2

強化指針１ 風評の源を取り除く

強化指針２ 正確で分かりやすい情報提供を進め、風評を防ぐ

強化指針３ 風評被害を受けた産業を支援する

（１）被災地産品の放射性物質検査の実施
（２）環境中の放射線量の把握と公表

放射線に関する情報提供及び国民とのコミュニケーションの強化

（１）被災地産品の販路拡大、新商品開発等
（２）国内外からの被災地への誘客促進等

項目 被害状況 備考

農地
（27年1月末
時点）

６県(青森・岩手・宮城・
福島・茨城・千葉)の津
波被災農地
→２１，４８０ｈａ

津波被災農地については、「農業・農村の復

興マスタープラン」に基づき、被災農地の営

農再開に向けて、農地復旧や除塩を実施中。

現状に加えて、平成27年度中に約820ha（４

％）で営農再開が可能となることを目指す。

農業経営体
(26年2/1時点)

津波被害のあった農業
経営体(東北・関東６県)
→約１０，１００経営体

経営を再開した約5,610経営体は、農業生産

過程の対象作業又はその準備を一部でも再開

した経営体を含む。(26年2/1時点)(東北・関

東６県)

５５％
（約5,610経営体が経営再開(※)）

0 20 40 60 80 100
進捗状況

７０％
（ 約15,060haで営農再開が可能）

岩 手： 62%(   450ha)

宮 城： 84%(12,030ha)

福 島： 30%( 1,630ha)

その他：100%(   950ha)

岩 手： 54%(  260経営体)

宮 城： 65%(3,910経営体)

福 島： 24%(  670経営体)

(※)農業経営体の再開状況等については、被害のあった「農業集落」又は「市町村」を単位として、職員が関係者から被害や復旧の程度(割合)等を聞き取り、農業経
営体数(2010年農林業センサス)を用いて推計した。

(%)

東日本大震災により被災した農業者の早期の経営再開に向け、被害が甚大な地区等において、引き続き、
農地や農業用施設等の着実な復旧を推進します。
農地の大区画化等による生産性の向上等を推進するとともに、先端的な技術を駆使した大規模実証研究等

を実施し、技術の導入効果の分析、被災地への普及を推進します。
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（平成26年6月23日復興庁とりまとめ）

資料：厚生労働省及び自治体等が公表したデータに基づき作
成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の
考え方」（原子力災害対策本部）で対象自治体としている
17都県分について整理。ただし、水産物については全国を
集計。

基本計画P.56～P.57

平成26年度の検査結果（平成27年３月30日現在）図表29-3

品目 検査点数 基準値超過点数 基準値超過割合

米 1,098万点 0点 0%

麦 383点 0点 0%

豆 2,579点 2点 0.1%

野菜類 16,712点 0点 0%

果実類 3,302点 0点 0%

茶 206点 0点 0%

原乳 1,846点 0点 0%

肉・卵（野生鳥獣肉除く） 188,304点 0点 0%

きのこ・山菜類 8,557点 103点 1.2%

水産物 20,910点 100点 0.5%



団体の
再編整備等

・ 農業協同組合が、農業者と力を合わせて、農

産物の有利販売等に創意工夫を活かして積極的

に取り組み、農業者の所得向上に全力投球でき

るよう改革を行います。

・ 農業委員会について、農業者、特に担い手か

らみて、地域における農地利用の最適化が進む

よう改革を行います。

第３

農業協同組合系統組織、農業委員会系統組織

農業共済団体、土地改良区

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の概要図30-1

農業災害補償制度は、農業者の高
齢化に伴い、相互扶助による業務運
営が難しくなり、また、農業共済組合ご
とのサービス水準に差が生じやすく
なっている等の課題が存在する。

効 果

改正の概要

農業協同組合法の改正

地域の農協が、地域の農業者と力を合わせて農産物の有利販売等に創意工夫を活かして積極的に取り組めるようになる

農業委員会が、農地利用の最適化をより良く果たせるようになる

担い手である農業生産法人の経営の発展に資する

農業委員会等に関する法律の改正

農地法の改正

６次産業化等を通じた経営発展を促進するため、農業

生産法人要件（議決権要件、役員の農作業従事要件）

を見直す

農地利用の最適化（担い手への集積・集約化、耕作放
棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）を促進するため

の改正を行う

農業委員の選出方法を公選から市町村長の選任に変更

農地利用最適化推進委員の新設

農業委員会をサポートするため、都道府県段階及び全国段階に、農業

委員会ネットワーク機構を指定

◎ 地域農協が、自由な経済活動を行い、農業所得の向上に全力投球で
きるようにする
【経営目的の明確化】

農業所得の増大に最大限配慮するとともに、的確な事業活動で高い収益性を実現し、農業者
等への事業利用分量配当などに努めることを規定する

【農業者に選ばれる農協の徹底】
農業者に事業利用を強制してはならないことを規定する

【責任ある経営体制】
理事の過半数を原則として認定農業者や農産物の販売等に実践的能力を有する者とすること
を求めることを規定する

【地域住民へのサービス提供】
地域農協の選択により、組織の一部を株式会社や生協等に組織変更できる規定を置く

◎ 連合会・中央会が、地域農協の自由な経済活動を適切にサポートする
【全農】

全農がその選択により、株式会社に組織変更できる規定を置く

【都道府県中央会】
経営相談・監査・意見の代表・総合調整などを行う農協連合会に移行する

【全国中央会】
組合の意見の代表・総合調整などを行う一般社団法人に移行する。また、農協に対する全中
監査の義務付けは廃止し、代わって公認会計士監査を義務付ける

農業の成長産業化を図るため、６次産業化や海外輸出、農地集積・集約化等の政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備する必要がある。

このため、農協・農業委員会・農業生産法人の一体的な見直しを実施する。

趣 旨

今後、収入保険制度導入の検討と併せて農業災害補償制
度の在り方を検討する中で、農業共済団体の在り方につ
いても検討を行います。

土地改良区は、農業構造・農村の変
化に伴い、その組織運営等に影響が
生ずることが想定される。
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組織運営基盤の強化等を引き続き促進しつつ、今後、土
地改良区の現状等について把握、分析した上で、土地改
良制度の在り方について検証、検討する中で、土地改良
区の在り方についても検討を行います。

資料：農林水産省作成

基本計画P.57～P.58



農業構造の
展望

参考

（参考）農業就業者の必要数

望ましい農業構造の姿と農業労働力の見通し

平成37年平成26年

（現状）

担い手の農地利用面積は過去10年間で全農地
面積の３割から５割まで増加しています。

今後10年間において全農地面積の８割が担い
手によって利用される農業構造の確立を目指し
ます。

農業就業者数の試算 平成37年（展望）

0.7
12 15 16 17

40 42 41

0

20

40

60

80
（計184万人）

40代以下： 44万人

60代以下：101万人

（万人）

担い手の利用面積の割合

平成22年までの傾向が続いた場合、農業就業者数は、
平成37年には60代以下で90万人を下回ると見通されます。

若い農業者が定着ベースで倍増することを前提とすれ
ば、年齢構成のアンバランスが改善され、平成37年には
60代以下で90万人以上を確保することが可能となります。

図表31-1 図表31-2

・ 食料・農業・農村基本法に基づき、担い手の
育成・確保、担い手への農地集積・集約化等を
総合的に推進していく上での将来のビジョンと
して、担い手の姿を示すとともに、望ましい農
業構造の姿を明らかにします。

・ また、持続可能な力強い農業を実現していく
ためには、世代間バランスの取れた農業構造に
していくことが重要であることから、農業労働
力の見通しについても併せて提示します。

（担い手の姿については、P18図表18-1参照）

担い手が生産する面積
（全体の８割）
→ 300万ha程度

１人が10ha程度を耕作すると
仮定して
→ 基幹的農業従事者及び

雇用者の必要数は
約30万人

基幹的農業従事者
約50万人
主業農家
野菜 27万人
果樹等 18万人
畜産 ９万人

雇用者（常雇い）
約10万人

野菜 ４万人
果樹等 ３万人
畜産 ４万人

土地利用型作物
土地利用型作物以外

（野菜・果樹・畜産等）

自
給
的
農
家
等

合計
約60万人

資料：食料・農業・農村政策審議会第50回企画部会（平成27年１月28日）配付資料
（農林水産省「平成22年耕地及び作付面積統計」、「平成22年農林業センサス」（組替集計）により作成。）

約30万人 約60万人

約90万人が必要

農業就業者の必要数図31-3

（左図備考） 農林水産省経営局調べによる。

（右図備考）１．農林水産省「農林業センサス」（組替集計）、総務省「国勢調査」（調査票情報を農林水産省で独自に集計）により作成。

２．試算の前提は以下のとおり。

展 望：各年齢階層の５年ごとの増減数（及び新たに加わる最若年層（15～19歳層)の人数）が、今後も平成17年から22年と同数で推移するが、40

代以下の増加数等が２倍になるものと仮定

現在の土地利用型作物以外（野
菜・果樹・畜産等）の基幹的農業従
事者及び雇用者は約60万人であり、
今後とも同程度の生産を維持するに
は、同程度の人数が必要です。

一方で、土地利用型作物について
は、農地の集積・集約化が進み、１
人当たり10ha程度を耕作できると
仮定して、試算すると約30万人が
必要です。

両者を合わせると、少なくとも約
90万人が必要となります。
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基本計画と併せて策定


