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1,680 組

織
3,071 

4,177 4,787 5,236 5,783 

2015年 2016 2017 2018 2019 2020
資料︓内閣官房まち・ひと・しごと創⽣本部事務局「地域運営組織の形成に

向けた取組について」、総務省「令和元年度地域運営組織の活動状況に
おけるアンケート調査結果」、総務省「令和2年度地域運営組織の形成
及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」を基に農林⽔産省作成

地域運営組織の形成数地域を⽀える体制と⼈材づくり

６．農村を⽀える新たな動きや活⼒の創出

 公共施設の維持管理や地域イベントの運
営等に取り組む地域運営組織の形成数が増
加。中⼭間地域等直接⽀払制度等を通じて、
その形成と地域づくりの取組を推進

地域運営組織による共同作業

 ⾼知県三原村では、2016年度に住⺠が主体となって
地域運営組織を設⽴。ししとう、ブランド⽶の栽培や
加⼯・販売、レストランの運営等に取組

＜事例＞ 地域運営組織によって地域の課題やニーズに
総合的に対応(⾼知県)

 2020年6⽉に⼈⼝急減地域特定地域づくり推進法が施⾏。2021年3⽉時点で全国で5組織
が特定地域づくり事業の交付対象

 地域や地域の⼈々と継続的に多様な形で関わる「関係⼈⼝」の増加に向けて、⼦供の農
⼭漁村体験、体験農園の取組を⽀援

関係⼈⼝の概念図

資料︓総務省「関係⼈⼝ポータルサイト」を基に農林⽔産省作成

集落内の研修の様⼦
資料︓唐津地域有害⿃獣広域駆除対策協議会

＜事例＞ 関係機関の連携により地域⼀体となった⿃獣被害対策を推進(佐賀県)
 広域を移動する野⽣⿃獣に対して、唐津市と⽞海町が協働

して協議会を設⽴し、被害対策を総合的に推進

 取組前の2008年度と⽐較して、2017年度のイノシシの有
害捕獲数は3.1倍に増加し、唐津市と⽞海町の農作物被害⾦
額は65％減少

＜本⽂P260~269＞
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農村の魅⼒の発信
 2020年度には、棚⽥地域振興法に基づ

き、累計629地域を指定棚⽥地域に指定
するとともに、指定棚⽥地域において地
域協議会が作成した累計102計画の指定
棚⽥地域振興活動計画を認定

 棚⽥カードの作成など棚⽥に関⼼を
持ってもらったり魅⼒を発信するような
取組を実施

 重要かつ伝統的な農林⽔産業とそれに
関わって育まれた⽂化・景観等が⼀体と
なった地域を、世界農業遺産、⽇本農業
遺産として認定。2020年度は⽇本農業遺
産に新たに７地域を認定

 農⼭漁村の有するポテンシャルを引き
出すことにより地域の活性化や所得向上
に取り組んでいる優良な事例を、「ディ
スカバー農⼭漁村の宝」として選定。
2020年度は新たに28地区と4⼈を選定

2020年度に新たに認定された⽇本
農業遺産、世界かんがい施設遺産

資料︓農林⽔産省作成

棚⽥カード

①富⼭県氷⾒地域

②兵庫県
丹波篠⼭地域

③兵庫県南あわじ地域

④和歌⼭県⾼野・
花園・清⽔地域

⑤和歌⼭県有⽥地域

⑥宮崎県⽇南市

⑦宮崎県⽥野・
清武地域

⑧天狗岩⽤⽔

⑨備前渠⽤⽔路

⑩常⻄合⼝⽤⽔

- ⽇本農業遺産
- 世界かんがい施設遺産

資料︓総務省「令和2年度地域おこし協⼒隊の定住状況等に
係る調査結果」を基に農林⽔産省作成

注︓1) 2019年度末までに任期終了した地域おこし協⼒隊員
6,525⼈に⾏ったアンケート調査

2) 活動地と同⼀市町村内に定住した隊員3,310⼈の結果
3)「就業」のうち農林漁業関係は「就農・就林等」に含

めた。また、事業承継は「その他」に含めた。

任期終了後に同⼀市町村内に定住
した地域おこし協⼒隊員の進路

1,274⼈

1,247

530

192

67

起業

就業
(農林漁業除く)

就農・就林等

その他
不明

 2019年度末時点で任期を終了した地
域おこし協⼒隊員の数は、延べ6,525⼈。
この半分にあたる3,310⼈は受⼊地域と
同⼀市町村内に定住し、古⺠家カフェの
起業や地域づくり・まちづくり⽀援業へ
の就業、農業法⼈への就職等を通じて引
き続き地域で活躍
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１．東⽇本⼤震災からの復旧・復興

政府の復興⽅針

原⼦⼒災害からの復旧・復興

 地震・津波災害からの復旧対象農地1万9,690ha
は除塩や畦畔の修復等が進められ、2021年1⽉末
時点で94％の農地で営農再開が可能

 地震・津波災害からの復旧に併せ、農地の⼤区
画化を実施

 原⼦⼒被災12市町村の営農休⽌農地のうち
32％が営農を再開。営農再開の加速化に向けて、
市町村に農林⽔産省職員を派遣するとともに、
福島復興再⽣特別措置法による特例措置等を活
⽤した農地の利⽤集積、⽣産・加⼯等が⼀体と
なった⾼付加価値⽣産を展開する産地の創出を
⽀援

 放射性物質を理由に福島県産品の購⼊をため
らう⼈の割合は8.1％。依然として⼀定数の⼈が
購⼊をためらうと回答。このため「⾵評払拭・
リスクコミュニケーション強化戦略」に基づい
て情報を発信

資料︓農林⽔産省作成
注︓営農休⽌⾯積は、2011年12⽉末時点、営農再開⾯積は、

2019年度末時点

原⼦⼒被災12市町村の営農再開状況

放射性物質を理由に福島県産品の購⼊
をためらう⼈の割合

資料︓消費者庁「⾵評被害に関する消費者意識の実態調査」を基に
農林⽔産省作成

２．⼤規模⾃然災害からの復旧

営農休⽌⾯積 営農再開⾯積 再開割合
(%)

12市町村計 17,298 5,568 32

(単位︓ha)

2013年

99％

98％

100％

94%

農業集落

排⽔施設

農地海岸

主要な

排⽔機場

農地

資料︓農林⽔産省作成
注︓2021年1⽉末時点

農地・農業⽤施設等の復旧状況

 近年、地震や豪⾬等の⼤規模な⾃然災害が頻発。早期の営農再開を⽀援するとともに、
災害への対応強化と⼀体的に、作物転換、規模拡⼤など⽣産性の向上等を図る産地の取
組を⽀援

 熊本地震(2016年)については、創造的復興の取組として農地集積を図るために⼤区
画化等の基盤整備を実施

 北海道胆振東部地震(2018年)による⼭腹崩壊や被災したパイプラインは復旧が進み、
2021年3⽉末までに、災害復旧事業対象⾯積137.6haのうち137.3haが復旧

202120172015 2019

19.4% 17.4 15.0 12.5
8.1

地震・津波災害からの復旧・復興

 2011年に「東⽇本⼤震災からの復興の基本⽅
針」を策定し、復興期間を10年間として取組を推
進

東⽇本⼤震災の発⽣
 2011年に発⽣した東⽇本⼤震災では、強い揺れ

や⼤規模な津波による被害に加え、東京電⼒福島
第⼀原⼦⼒発電所の事故による被害

＜本⽂P271~284＞

＜本⽂P285~288＞



 農業者⾃⾝が⾃然災害等のリスクに備えるため、台⾵や
⼤雪による被害の防⽌に向けた技術指導、古いハウスも新
築時の資産価値まで補償できる特約等を新たに導⼊した園
芸施設共済及び収⼊保険への加⼊を促進

 農業者⾃⾝による農業版BCP (事業継続計画書)の策定に
つながるよう、チェックリストと農業版BCPのフォーマッ
トを作成し、普及を推進
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３．令和2年度の⾃然災害からの復旧

 2018年12⽉に閣議決定した「防災・減災、国⼟強靭化のための3か年緊急対策」、
2020年12⽉に閣議決定した「防災・減災、国⼟強靭化のための5か年加速化対策」に基づ
き、農業⽔利施設、ため池の整備や農業⽤ハウスの災害防⽌等を推進

4．防災・減災、国⼟強靱化と⼤規模⾃然災害への備え
防災・減災、国⼟強靱化対策の推進

災害への備え
農業版BCPのパンフレット

 2020年度は、令和2年7⽉豪⾬等により
農作物、農林⽔産関係施設に⼤きな被害が
発⽣。2020年の農林⽔産関係被害額は
2,473億円(2021年4⽉12⽇現在)

 令和2年7⽉豪⾬による⼤きな被害に対し、
発災直後から被災地に⾷料、飲料、乳児⽤
ミルクをプッシュ型で⽀援するとともに、
早期の激甚災害指定により地⽅公共団体及
び被災農業者の負担軽減を図ったほか、延
べ1,362⼈の国の職員(MAFF-SAT)を派遣し
早期復旧を⽀援

 令和2年7⽉豪⾬により被災した農林漁業
者が営農意欲を失わず⼀⽇も早く経営再建
できるよう、原形回復にとどまらない改良
復旧の考え⽅も踏まえ、⼟砂等の撤去、農
地復旧、⼟づくり、防除・施肥、農業⽤機
械や農業⽤ハウス等の復旧等を総合的に⽀
援

 令和2年から3年までの冬期の⼤雪により
被災した農林漁業者の不安に応え、⼀⽇も
早く経営再開できるよう、農業⽤ハウスや
畜舎等の再建・修繕と併せて⾏う撤去、果
樹の修復や植替え、追加的な種⼦・種苗・
融雪剤等の確保等を⽀援

冠⽔したハウス栽培のかんきつ類
(令和2年7⽉豪⾬)

冠⽔したコンバイン
(令和2年7⽉豪⾬)

現地調査する農林⽔産⼤⾂
(令和2年から３年までの冬期の⼤雪)

資料︓農林⽔産省作成

MAFF-SAT府県別派遣者数（延べ⼈数）

資料︓農林⽔産省作成
注︓2021年4⽉12⽇時点

（ ） ため池⼯事特措法、流域治⽔については第2章第６節参照

＜本⽂P289~293＞

＜本⽂P294~298＞

福岡県 71人

佐賀県 44人

長崎県 58人

鹿児島県 110人 熊本県 760人

大分県 92人

岐阜県 83人

長野県 25人

新潟県 6人

宮崎県 21人

山形県 83人

京都府・大阪府 9人



概説
• 施策の重点、財政措置、⽴法措置、税制上の措置、⾦融措置

Ⅰ ⾷料⾃給率・⾷料⾃給⼒の維持向上に向けた施策
• ⾷料⾃給率・⾷料⾃給⼒の維持向上に向けた取組
• 主要品⽬ごとの⽣産努⼒⽬標の実現に向けた施策

Ⅱ ⾷料の安定供給の確保に関する施策
• 新たな価値の創出による需要の開拓
• グローバルマーケットの戦略的な開拓
• 消費者と⾷・農とのつながりの深化
• 国際的な動向等に対応した⾷品の安全確保と消費者の信頼の確保
• ⾷料供給のリスクを⾒据えた総合的な⾷料安全保障の確⽴
• TPP等新たな国際環境への対応、今後の国際交渉への戦略的な対応

Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策
• ⼒強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い⼿の育成・確保
• 農業現場を⽀える多様な⼈材や主体の活躍
• 担い⼿等への農地集積・集約化と農地の確保
• 農業経営の安定化に向けた取組の推進
• 農業の成⻑産業化や国⼟強靱化に資する農業⽣産基盤整備
• 需要構造等の変化に対応した⽣産基盤の強化と流通・加⼯構造の合理化
• 情報通信技術等の活⽤による農業⽣産・流通現場のイノベーションの促進
• 気候変動への対応等環境政策の推進

Ⅳ 農村の振興に関する施策
• 地域資源を活⽤した所得と雇⽤機会の確保
• 中⼭間地域等をはじめとする農村に⼈が住み続けるための条件整備
• 農村を⽀える新たな動きや活⼒の創出
• 上記３項⽬に沿った施策を継続的に進めるための関係府省で連携した仕組みづくり

Ⅴ 東⽇本⼤震災からの復旧・復興と⼤規模⾃然災害への対応に関する施策
• 東⽇本⼤震災からの復旧・復興
• ⼤規模⾃然災害への備え
• ⼤規模⾃然災害からの復旧

Ⅵ 団体に関する施策

Ⅶ ⾷と農に関する国⺠運動の展開等を通じた国⺠的合意の形成に関する施策

Ⅷ 新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症への対応

Ⅸ ⾷料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

令和３年度 ⾷料・農業・農村施策
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