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Ⅵ

４ 食品産業の競争力の強化に向けた取組 ………………………………………………………２９８
５ 食料の安定輸入の確保と不測時における食料安全保障 ……………………………………２９９
６ 世界の食料事情の多角的分析と国民全体での認識の共有 …………………………………２９９

Ⅶ

７ 国際協力の推進…………………………………………………………………………………３００

Ⅳ 農業の持続的な発展に関する施策 ………………………………………………………３００
１ 望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・確保 ……………………………………３００
３ 女性の参画の促進………………………………………………………………………………３０１
４ 農地の有効利用の促進…………………………………………………………………………３０１
５ 経営安定対策の確立……………………………………………………………………………３０１
６ 経営発展に向けた多様な取組の促進 …………………………………………………………３０２
７ 経営発展の基礎となる条件の整備 ……………………………………………………………３０２
８ 農業生産の基盤の整備…………………………………………………………………………３０３
９ 地球温暖化対策等の資源・環境対策の推進 …………………………………………………３０３
１０ 災害対策 ………………………………………………………………………………………３０５

Ⅷ

２ 人材の育成・確保等……………………………………………………………………………３００

Ⅴ 農村の振興に関する施策 ……………………………………………………………………３０６
１ 地域資源の保全管理政策の推進 ………………………………………………………………３０６
２ 農村経済の活性化………………………………………………………………………………３０６
３ 都市と農村の共生・対流と多様な主体の参画の促進 ………………………………………３０７
４ 快適で安全な農村の暮らしの実現 ……………………………………………………………３０９

Ⅵ 国際交渉への取組 ……………………………………………………………………………３１１
１ WTO 交渉における取組 ………………………………………………………………………３１１
２ EPA（経済連携協定）
／FTA（自由貿易協定）への取組 …………………………………３１１

Ⅶ 団体の再編整備に関する施策 ………………………………………………………………３１１
Ⅷ 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の取組 …３１２
１ 政府一体となった施策の推進…………………………………………………………………３１２
２ 施策の工程管理と評価…………………………………………………………………………３１２
３ 財政措置の効率的かつ重点的な運用 …………………………………………………………３１２
４ 的確な情報提供を通じた透明性の確保 ………………………………………………………３１２
５ 効果的・効率的な施策の推進体制 ……………………………………………………………３１２

○ 「平成２１年度 食料・農業・農村の動向」の年次は、原則として和暦と西暦を併記しています。
○ 「平成２１年度 食料・農業・農村施策」の年次は、法律名や予算の引用が必要となることから、和暦を用い
ています。なお、「平成」は省略しています。
○ 図表の数値は、原則として四捨五入しており、合計とは一致しない場合があります。

