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は じ め に

「関東食料・農業・農村情勢報告」は、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、毎年、作成しているものです。

平成28年11月に「農業競争力強化プログラム」が取りまとめられ、生産資材価格の引下

げ、農産物の流通・加工の構造改革等13項目について、今後の農政の改革方向が盛り込ま

れました。

また、我が国農業は、この10年間で、農業を支えてきた昭和一桁世代のリタイヤが進ん

だ一方、意欲ある農業者による様々な取組が進展したことで、その姿は大きく変動してき

ました。農林業センサスは、変動してきた農業の姿を映し出す基礎データとなるものであ

り、平成28年度には、報告書が順次公表されました。

平成27年10月に「現場と農政を結ぶ業務」を支える拠点として各府県ごとに設置された

地方参事官室の活動も、２年目に入り、軌道に乗ってきました。各地方参事官室の担当者

は、現場に足繁く出向き 「農政を現場に伝える 「現場の声を汲み上げる」といった取組、 」

を遂行してきました。

今後は、これらの取組に加えて 「現場と共に解決する」取組がますます重要性を増し、

てくると考えています。

、 、 、この情勢報告の記述分野は多岐にわたりますが 統計データの分析 解説にとどまらず

関東農政局管内で展開されている具体的な取組を可能な限り紹介することで、分かりやす

い内容を目指しました。

。 、「 」 、第１部は特集編です 第Ⅰ章のトピックスでは 農業競争力強化プログラム の概要

関東農政局が開催したセミナー・シンポジウム、日本農業遺産の認定、世界かんがい遺産

への登録、災害や病害からの復旧、地理的表示（ＧＩ）保護制度への登録等の事項を紹介

しています。第Ⅱ章では 「風景からみる関東農業」と題し 「農のいとなみと鉄道フォト、 、

コンテスト の入賞作品が映し出した地域での農業等に係る取組を紹介し 第Ⅲ章では 多」 、 「

様な農業生産への転換、桑園の現在の姿」と題し、現在の桑園の状況や取組事例を掲載し

ています。

第２部は動向編です 「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、できる限り多くの方々の目に触れ、食料・農業・農村への関心と理解が

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29年７月

石田 寿関 東 農 政 局 長
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