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新たな⾷料・農業・農村基本計画

第２ 食料自給率の目標

第１ 基本的な方針

第３ 総合的かつ計画的に講ずべき施策

第４ 総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

１．食料の安定供給の確保に関する施策

２．農業の持続的な発展に関する施策

３．農村の振興に関する施策

５．団体の再編整備等に関する施策

（３）農地中間管理機構のフル稼働による
担い手への農地集積・集約化と農地の確保

○ 新たな食料・農業・農村基本計画は、「強い農業」と「美しく活力ある農村」の創出を目指すため、農業や食品産業
の成長産業化を促進するための産業政策と、構造改革を後押ししつつ農業・農村の多面的機能の維持・発揮を促進する
ための地域政策を車の両輪として進める観点に立ち、国民全体の取組の指針として策定。

（５）構造改革の加速化や国土強靱化に資する
農業生産基盤整備

（１）多面的機能支払制度の着実な推進、
地域コミュニティ機能の発揮等による
地域資源の維持・継承等

（３）多様な分野との連携による都市農村交流や
農村への移住・定住等

４．東日本大震災からの復旧・復興に関する施策

⾷料⾃給率向上に向けて重点的に取り組むべき事項（農業⽣産）
食料自給率目標

45％ （カロリーベース）
73％ （生産額ベース）

優良農地の確保と担い手への農地集積･集約化

担い手の育成・確保

農業の技術革新､生産･供給体制の構築等の実現

① 力強い農業を支える農業生産基盤整備

② 老朽化等に対応した農業水利施設の持続的な保全管理

③ 農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策

④ 農業・農村の構造の変化等を踏まえた土地改良制度の検証・検討

① 多面的機能の発揮を促進するための取組

② 「集約とネットワーク化」による集落機能の維持等

農業農村整備の位置付けと役割

① 担い手への農地集積・集約化の加速化

優良農地の確保、農業用水の持続的な活用

農地中間管理機構のフル稼働、基盤整備事業との連携等

食料自給力の維持向上

（２）多様な地域資源の積極的活用による
雇用と所得の創出

② 荒廃農地の発生防止・解消等

③ 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

① 地域の農産物等を活かした新たな価値の創出（６次産業化等）

④ 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

食料・農業・農村基本計画の概要食料・農業・農村基本計画の概要
平成27年３月31日
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○ 農業生産基盤の整備は、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保と有効利用を通じて、国内農業の生産性向上
と食料自給率・食料自給力の維持向上を図るものであり、農業の持続的な発展に寄与。

○ また、農業生産活動が継続されることにより、多面的機能が発揮されつつ、持続可能で活力ある地域経済社会が実現。

● 農業の⽣産条件の整備及び⽣活環境の整備その他の福祉の向上
農 村 の 振 興

● 農業の⽣産性の向上等
（⾷料⾃給率・⾷料⾃給⼒の維持向上）

食料の安定供給の確保

● 国⼟の保全、⽔源のかん養、⾃然環境の保全、
良好な景観の形成、⽂化の伝承等

多面的機能の十分な発揮

① 力強い農業を支える
農業生産基盤整備

 農地の⼤区画化､汎⽤化や畑地かんがい施設
の整備の推進

 GISを活⽤した農地整備情報の可視化､共有
 ICT､地下⽔位制御システム等の導⼊やパイ
プライン化等による新たな農業⽔利システ
ムの構築の推進

基本法の目的

連 動

国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る

② 老朽化等に対応した
農業水利施設の持続的な保全管理

 点検･機能診断及び監視を通じた計画的かつ
効率的な補修･更新等による戦略的な保全管
理の推進

 突発事故等不測の事態への対策強化
 多⾯的機能⽀払制度の活⽤や、施設情報の
可視化･共有等を通じた保全管理体制の構築

③ 農村地域の強靱化
に向けた防災・減災対策

 「国⼟強靱化基本計画」等を踏まえ、ハー
ド・ソフト対策を適切に組み合わせて推進

 地域の実情やリスク評価に応じた施策の重
点化や優先順位付けを⾏いつつ、既存施設
の有効活⽤や地域コミュニティ機能の発揮
等により効率的に対策を推進

④ 農業・農村の構造の変化等を踏まえた土地改良制度の検証・検討

国民が農業・農村に
期待する役割

下支え下支え

農業農村整備 のターゲット

（１）多面的機能支払制度の着実な推進、地域ｺﾐｭﾆﾃｨ
機能の発揮等による地域資源の維持・継承等

（２）多様な地域資源の積極的活用による
雇用と所得の創出

（３）多様な分野との連携による
都市農村交流や農村への移住・定住等

(５) 構造改革の加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備

農 業 の 持 続 的 な 発 展

環境との

調和

効率的な

実施

地域特性

新たな食料・農業・農村基本計画における農業農村整備の位置付け
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国土強靱化基本計画について

○国土強靱化基本法第10条に基づく計画で、

国土強靱化に係る国の他の計画等の指

針となるもの（アンブレラ計画）

○脆弱性評価結果を踏まえた、施策分野ご

と及びプログラムごとの推進方針を定め

る

●国土強靱化の基本的考え方

●国土強靱化の推進方針 ～施策分野ごとの推進方針～ （農業農村整備関係抜粋）

〔理念〕
○国土強靱化の基本目標

①人命の保護
②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受

けず維持される
③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
④迅速な復旧復興

〔基本的な方針等〕
○依然として進展する東京一極集中からの脱却、

「自律・分散・協調」型の国土の形成
○施策の重点化、ハード対策とソフト対策の適切な

組み合わせ
○既存社会資本の有効活用等による費用の縮減
○PPP/PFIによる民間資金の積極的な活用
○PDCAサイクルの繰り返しによるマネジメント 等

【農林水産分野】

○ 広域にわたる大規模自然災害の発生に際して、被災
直後における被災地への応急食料等の供給を確保する
のみではなく、それ以降における全国的な食料等の生
産・加工・流通を確保し、食料等の安定供給機能をシス
テムとして維持するため、脆弱性を評価し、農林水産業
に係る生産基盤等のハード対策やソフト対策を実施する
ことにより、 一連のサプライチェーンの災害対応力を強
化する。

○ 自然災害が近年頻発していることに加え、地球温暖化
等による災害の発生リスクの高まりが懸念されることを踏
まえ、農山漁村における人命・財産の保護、二次被害の
防止・軽減を考慮に入れた施設の防災機能の強化、ため
池のハザードマップの作成・周知、施設管理者のBCP 作
成など、ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減
災対策を関係機関が連携して強化する。

○ 地域コミュニティ等との連携を図りつつ、地域に根ざし
た植生の活用など、自然との共生の視点も含めた、農山
漁村における農業・林業等の生産活動を持続し、６次産
業化等により地域資源の活用を図り、農地・森林等を適
切に保全管理することを通じて、農地・森林等の荒廃を
防ぎ、国土保全機能を適切に発揮させる。その際、人口
の減少や高齢化等が進行していることから地域コミュニ
ティ等による地域資源の保全管理や自立的な防災・復旧
活動の機能を最大限活用できるようにする。

【エネルギー分野】

○コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネルギー、
水素エネルギー等の地域における自立・分散型エネルギー
の導入を促進するとともに、スマートコミュニティの形成を目
指す。また、農山漁村にあるバイオマス、水、土地等の資源
を活用した再生可能エネルギーの導入を推進する。

【リスクコミュニケーション】
○ リスクコミュニケーションを進める上で基本となる地域コ

ミュニティにおいては、住民の社会的な関わりの増進及び
地域力を強化することが女性、高齢者、子ども、障害者、
外国人等への配慮を含めた住民同士の助け合い・連携に
よる災害対応力の向上、災害後の心のケアにつながるこ
とを重視し、必要な取組を推進する。

【研究開発】
○ 研究機関や民間事業者における国土強靱化に係る基

礎技術から応用技術に至る幅広い分野の研究開発を促
進する。その際、国土強靱化に係る研究開発の他目的へ
の転用、他目的の研究開発の国土強靱化の各分野への
活用を推進し、効率的・効果的な研究開発に努める。

【老朽化対策】
○ 既存インフラの高齢化の割合が加速度的に増加す

るなど、高度成長期以降に集中的に整備されたインフ
ラが今後一斉に老朽化することを踏まえ、人命を守り、
必要な行政・経済社会システムが機能不全に陥らない
ようにする観点から、中長期的なトータルコストの縮
減・平準化を図りつつ、インフラの維持管理・更新を確
実に実施する。

○ 施設諸元や老朽化の進展状況など維持管理に必要
な情報確保に努めつつ、関係府省庁や地方公共団体
は、インフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画及び
個別施設計画をロードマップに沿ってできるだけ早期
に策定し、真に必要な各インフラにおける点検・診断・
修繕・更新、情報の整備に係るメンテナンスサイクルを
構築するとともにメンテナンスサイクルが円滑に回るよ
う所要の取組を実施する。

○ 非破壊検査技術等の点検・診断技術、新材料研究や
補修・補強技術等の新築・更新時の長寿命化技術など、
新技術の開発・普及や分野横断的な活用・共有化等を
推進する。

〔特に配慮すべき事項〕
○オリンピック・パラリンピックに向けた対策 等

○災害時でも機能不全に陥らない経済社会システ
ムを平時から確保し､国の経済成長の一翼を担う

国土強靱化基本計画の概要 平成26年６月３日
閣議決定（参考） 3



●プログラムの推進計画(農業農村整備関係抜粋）

国土強靱化アクションプラン2015の概要

国土強靱化アクションプラン2014について
○毎年度、施策の進捗を評価し、これを踏まえて取り組むべき方針をアクションプランとしてとりまとめることにより、基本計画を着実に推進するためのもの
○プログラムの進捗管理にあたっては重要業績指標(KPI)等の具体的数値指標の目標を設定し、施策の進捗を可能な限り定量的に評価
○プログラムごとの脆弱性評価の結果、これを踏まえたプログラムごとの推進計画（推進方針＋ＫＰＩ目標値）及び主要施策で構成

平成27年６月16日
国土強靱化推進本部決定
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【重点化プログラム】

起きてはならない最悪の事態 事態を回避するための取組施策
プログラムごとの工程表

重要業績指標（ＫＰＩ） 2014年度（成果） 2015年度 2016年度以降

1-3
広域にわたる大規模津波等による
多数の死者の発生

・津波・高潮ハザードマップ作成の推進

【農林水産省・国土交通省】最大クラスの津波ハ
ザードマップを作成・公表し、防災訓練を実施した
市町村の割合
約53%(H25)→約61%(H26)→100%(H28)

・想定し得る最大規模の
高潮の設定方法等につい
て技術的検討を実施

・最大規模の高潮の設定
方法等について検討 等

・津波・高潮ハザード
マップ作成に係る支援を
実施

・粘り強い構造を基本とした海岸堤防等
の整備、耐震・液状化対策（地震・津波
対策）

【農林水産省・国土交通省】東海・東南海・南海地
震等の大規模地震が想定されている地域等における
海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）
約33%(H25)→約35%(H26)→約66%(H28)

・海岸法を改正し、粘り
強い構造の海岸堤防等を
海岸保全施設に位置付け
等

・粘り強い構造（緑の防潮堤を含む。）を基本と
した海岸堤防等の整備を推進し、必要な耐震性能
調査及び耐震・液状化対策を推進

・水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化、
効果的な管理運用の推進

【農林水産省・国土交通省】東海・東南海・南海地
震等の大規模地震が想定されている地域等において、
今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作
化率
約48%(H25)→約54%(H26)→約57%(H28)

・海岸法を改正し、水
門・陸閘等の操作方法、
訓練等に関する操作規則
等の策定を義務付け、関
係法令を整備 等

・水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化を推進し、
効果的・効率的な整備・運用に係る計画作成につ
いて支援 等

1-4
異常気象等による広域かつ長期的
な市街地等の浸水

・集中豪雨等に対応した排水施設の保
全・整備

【農林水産省】農業用排水機場の整備等により湛水
被害の生じるリスクを軽減する面積
約0.9万ha(H25)→約1.4万ha(H26)→3.6万ha(H28)

・農業用用排水施設の整
備に対して支援を行い、
湛水被害のリスクを軽減

・農業用水利施設の老朽
化・機能向上と地域の排
水強化対策を一体的に実
施する事業を創設 等

・優先順位に基づき、排
水機場の整備に対して引
き続き支援

1-5

大規模な火山噴火・土砂災害（深
層崩壊）等による多数の死傷者の
発生のみならず、後年度にわたり
国土の脆弱性が高まる事態

・農業水利施設の耐震化

【農林水産省】ダム等極めて重要な農業水利施設の
レベル2地震動に対応した耐震設計・照査の実施割
合
45%(H25)→51%(H26速報値)→約6割(H28)

・老朽化した農業水利施
設の更新等と防災上重要
な施設の耐震化を一体的
に実施する事業を創設

・2014年度に創設した事業も活用しつつ、耐震化
対策を引き続き実施 等

・農村における想定被害情報の共有によ
る避難計画の精度の向上

【農林水産省】決壊すると多大な影響を与えるため
池のうち、ハザードマップ等ソフト対策を実施した
割合
3割(H25)→4割(H26)→10割(H32)

・ハザードマップの作成
について定額助成により
支援

・地域住民を含めたため
池の管理体制の整備及び
ハザードマップ作成につ
いて、支援制度を拡充

・支援制度を活用したハ
ザードマップの作成及び
及び防災訓練等を推進

5-8 食料等の安定供給の停滞

・農業水利施設等の機能診断を踏まえた
保全対策

【農林水産省】国が造成した基幹的農業水利施設に
おける機能保全計画策定割合
68%(H25)→69%(H26速報値)→約80%(H28)

・農業水利施設に係るイ
ンフラ長寿命化計画（行
動計画）を策定 等

・リスク管理、施設監視の強化や機能保全計画の
策定を推進 等

・農道・農道橋等の保全対策の推進

【農林水産省】農道橋・林道橋（延長15m以上）及
び農道トンネル・林道トンネルを対象とした点検・
診断の実施割合
農道：27%(H25)→73%(H26)→100%(H30)
林道：48%(H26)→100%(H30)

・農道に係るインフラ長
寿命化計画（行動計画）
を策定 等

・農道の保全対策をより
機動的に実施できるよう、
事業要件を緩和 等

・農道橋・農道トンネル
について、点検・診断を
推進

・農村地域レベルでの総合的な防災・減
災対策の推進

【農林水産省】湛水被害等のリスクを軽減する農地
面積
4.0万ha(H25)→7.3万ha(H26)→10万ha(H28)

・排水機場やため池の整
備、地すべり防止工事等
への支援を実施 等

・緊急性や重要性の観点から優先順位に基づき、
各種施設のハード対策および ソフト対策に対し
支援



Ⅱ．今後の施策の方向Ⅱ．今後の施策の方向Ⅰ．基本的な考え方Ⅰ．基本的な考え方

１．人口減少と地域経済縮小の克服

○地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の
縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させ
る」という負のスパイラルに陥るリスクが高い。

○ 人口減少克服・地方創生のためには、３つの基本的
視点から取り組むことが重要。
①「東京一極集中」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、
③地域の特性に即した地域課題の解決

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立

◎「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む
好循環を確立するとともに、その好循環を支える「まち」
に活力を取り戻す。

①しごとの創生

・若い世代が安心して働ける「相応の賃金、安定した雇用
形態、やりがいのあるしごと」という「雇用の質」を重視し
た取組が重要。

②ひとの創生

・地方への新しい人の流れをつくるため、若者の地方での
就労を促すとともに、地方への移住・定着を促進する。

・安心して結婚・出産・子育てができるよう、切れ目ない支
援を実現する。

③まちの創生

・地方で安心して暮らせるよう、中山間地域等、地方都市、
大都市圏等の各地域の特性に即して課題を解決する。

１．政策の基本目標（４つの基本目標）

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する
 2020年までの５年間の累計で地方に30万人分の若者向け雇用を創出

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる
 2020年に東京圏から地方への転出を４万人増、地方から東京圏への

転入を６万人減少させ、東京圏から地方の転出入を均衡

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を
かなえる

 2020年に結婚希望実績指標を80％、夫婦子ども数予定実績指標を
95％に向上

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを
守るとともに、地域と地域を連携する

 「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。目標数値は、地方版
総合戦略の状況を踏まえ設定。

２．政策パッケージ

（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるように
する

（ア）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備

（イ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組）

（ウ）地域産業の競争力強化（分野別取組）

◎農林水産業の成長産業化
・生産現場の強化のため、担い手の育成、，経営規模拡大
等を通じた生産性の向上、耕作放棄地の発生防止・解消
の推進等の取組を推進

・農林漁業・農山漁村の機能の維持・発揮のための取組を
推進

◎観光地域づくり
・関係省庁の連携により、歴史まちづくり、国立公園・ジオ
パーク等の美しい自然、海洋資源、豊かな農山漁村、魅力
ある食文化等の観光資源を活かした地域づくり

◎分散型エネルギーの推進
・バイオマスなど地域資源に由来するエネルギーを活用した
農林水産業の６次産業化

・分散型エネルギーを強力に推進

（エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇
用対策

（オ）ICT等の利活用による地域の活性化

◎ICTの利活用による地域の活性化
・農業、防災など各分野で地域が直面する課題解決に貢
献し、各地域の産業の効率化、生産性向上を通じて地域
の活性化に資するICTの利活用を推進。

（２）地方への新しいひとの流れをつくる

（ア）地方移住の推進
◎地方居住の本格推進

・都市と農山漁村の交流活動を農山漁村における所得・
雇用の確保に結びつける

（イ）企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・
就労の拡大

（ウ）地方大学等の活性化

（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をか
なえる

（ア）若い世代の経済的安定
（イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
（ウ）子ども・子育て支援の充実
（エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
（「働き方改革」）

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守
るとともに、地域と地域を連携する

（ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多
機能型）の形成

◎「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成

・基幹集落への各種機能・サービスの集約や周辺集落との
交通ネットワークの確保等「小さな拠点」の形成を推進

（イ）地方都市における経済・生活圏の形成

（ウ）大都市圏における安心な暮らしの確保

（エ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

◎インフラの戦略的な維持管理・更新等の推進

・メンテナンスサイクルの構築や長寿命化計画の策定促進
等、戦略的な維持管理・更新等を推進する。

（オ）地域連携による経済・生活圏の形成

（カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保

◎住民主体の地域防災の充実

（キ）ふるさとづくりの推進

◎「ふるさと」に対する誇りを高める施策の推進

まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 平成26年12月27日
閣議決定（参考） 5



成果指標（KPI） 主な進捗状況

・今後10年間（2023年まで）で全農地面積の８割が担い手によって利用される。 2013年度末：48.7％ ⇒ 2014年度末：50.3％

・今後10年間（2023年まで）で産業界の努力も反映して担い手のコメの生産コストを現
状全国平均比４割削減する（約9,600円/60kg）。

2011年産の全国平均のコメの生産コスト 16,001円/60kg 
⇒ 2013年産の担い手のコメの生産コスト

個別経営 11,374円/60kg （2.9割減）
組織法人経営 11,931円/60kg（2.5割減）

・今後10年間（2023年まで）で法人経営体数を 2010年比約４倍の５万法人と
する。

2010年：１万2511法人 ⇒ 2014年：１万5300法人

・６次産業化の市場規模を現状の１兆円から2020年に10兆円にする。
2010年度：1.2兆円 ⇒ 2013年度：4.7兆円* 

*今後成長が見込める７分野（加工・直売、輸出、都市と農山漁村の交流等）
の市場規模の合計

・2020年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円（現状（2012年）約4,500億円）とする。 2012年： 4,497億円 ⇒ 2014年 6,117億円

目 標

○ 今後10年間で加工・業務用野菜の出荷量を５割増加
○ 地域の資源と資金を活用し、雇用の創出や農山漁村等の活性化につながる 10,000程度のプロジェクトを立ち上げ（６次産業化等）
○ 再生可能エネルギー発電のメリットを活用して地域の農林水産業の発展を図る取組を 2018年度までに全国 100地区で実現
○ 新規就農し定着する農業者を倍増し、10年後に40代以下の農業従事者を40万人に拡大
○ 関係省庁との連携プロジェクトを展開し、2020年までに全国で交流人口を 1,300万人まで増加

二．戦略市場創造プラン

テーマ４ ：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現

テーマ４－① 世界に冠たる高品質な農林水産物・食品を生み出す豊かな農山漁村社会

注： 「日本再興戦略」 改訂 2015 で掲げた成果指標（目標）を除く。

日本再興戦略 改訂 2015 －未来への投資・生産性革命－日本再興戦略 改訂 2015 －未来への投資・生産性革命－ 平成27年６月30日
閣議決定

農林水産業・地域の活力創造プラン 農林水産業・地域の活力創造本部 改訂農林水産業・地域の活力創造プラン 農林水産業・地域の活力創造本部 改訂
平成26年６月24日

本部決定

（参考）

（１）KPIの主な進捗状況

（２）新たに講ずべき具体的施策

農林水産業の成長産業化を推し進めるためには、土地改良事業の一層の推進、生産・流通システムのコスト削減、ICT技術の活用等を通じて生産性を一層
向上させるとともに、マーケットインの発想に基づき、需要と供給を結ぶバリューチェーンを高度化させる必要がある。
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