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は じ め に

平成27年度は、10月に環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）交渉が大筋合意に至り、日

本の農林水産業は「農政新時代」というべき新たなステージを迎えることとなりました。

生産者の方々が持つ可能性と潜在力をいかんなく発揮できる環境を整え、「強くて豊かな

農業」及び「美しく活力ある農村」を創りあげていくために、政策を着実に実行していく

こととしています。

また、災害関係では、９月の関東・東北豪雨、特に鬼怒川等の堤防決壊による氾濫によ

り、農作物の冠水や農業用施設の損壊など甚大な被害が発生しました。当初、翌年の作付

への影響も懸念されていましたが、生産者の方々をはじめ関係者のご尽力により、被災し

たほとんどの地域で作付が滞りなく行われたと聞いております。その姿は全国各地で同じ

ように、ご苦労されている生産者の方々にとって希望の光ともなるべきものです。

本情勢報告はこのような状況の下、首都圏という大消費地を擁する関東農政局管内の食

料・農業・農村をめぐる状況や課題等を明らかにしながら、関係者の皆さまが取組を進め

られる上で参考としていただけることを目指し作成しました。

第１部の特集編として、第Ⅰ章ではGIS（地理情報システム）を活用しながら関東農業

の「見える化」を試みました。第Ⅱ章では、関東・東北豪雨による被害状況及び各種災害

の復旧･復興の概要等を、第Ⅲ章ではトピックスとして、農林水産祭で「畜産」「蚕糸・地

域特産」「むらづくり」の各部門で天皇杯を受賞した優良事例などを掲載しています。

第２部の動向編では、「食料の安定供給の確保に向けた取組」、「農業の持続的発展」及

び「農村の振興・活性化」の３本の柱で構成し、関東農政局管内の取組や優良事例などを

紹介しています。

本情勢報告が、農業関係者の皆さまをはじめ、多くの方の目に触れ、食料・農業・農村

に対する関心と理解がより深まり、今後の農業や地域の活性化の一助となれば幸いです。

平成28年10月

関 東 農 政 局 長 石田 寿
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